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問２０ 三島市のまちづくりについてご意見・ご要望がありましたら、ご自由にお書きください。

まちづくり・行政

道路・交通

教育・文化・スポーツ

健康・医療・福祉

防災・防犯・治安

123 件

107 件

27 件

68 件

16 件

観光・経済・産業

自然・緑地・公園

環境・衛生

広報・広聴

その他

合計

86 件

46 件

25 件

25 件

35 件

558 件

自由回答欄にお寄せいただいたご意見・ご要望の一部を紹介します。
意見が多岐の分野にわたっているものについては、主な分野に掲載をしています。

１

まちづくり・行政

○自然を守りあたたかいまちづくり希望します。
（男性/30 代/旧市内）
○合併により、規模を追い求めるのではなく、市民の住みやすさを追い求めることが大切だと思います。
小学生の子どもがいますが小中学校の教室に、冷暖房があるといいと思います。
（男性/40 代/不明）
○全国的に見て三島市は幸福なほうだと思います。近所で助け合える人も多いほうだと感じます。そこ
で、三島市としても、全国的に困っている市や町を助ける行動を行なうべきと考えます。たとえば京
都で、できなかった大文字焼きを三島で行なうのはどうでしょうか？よく考えれば何も問題ないこと
はすぐわかると思います。なぜ京都の人は反対したのでしょうか。たいへん恥ずかしいことです。三
島はこのような都市になってもらいたくありません。島田市と同じように、がれきの受け入れも考え
てよいと思います。このことはまちづくりにも必ずはね返ってきます。人に優しいまち、三島市をど
うかつくってください、よろしくお願いします。
（男性/40 代/北上）
○一部の人間の満足のためではなく、100 円、200 円を考えて生活している市民が「あぁ！三島は他と
比べてよいまちだな。」と実感が持てるまちにしてください。していきましょう！ニュースや新聞で
「三島市でこんなことしました」と耳や目にしても、それで終らないようなまちにしましょう！イン
ターネットはお年寄りには使いこなせませんよ。便利で必要なのと、現実は違うと思います。三島が
好きです！よいまちにしましょう。やっぱり「心」ですよ。
「心」のためにお金…使ってください。
（男
性/40 代/錦田）
○道路中心のインフラの整備。県東部中核都市形成のため、周辺市町との連携強化。市の社会、経済な
ど発展目標をより明確に。市の発展動向をより迅速に市民に伝える。頑張ってください！（男性/40
代/北上）
○楽寿園の無料開放（市民や他の地域からも安らぎを求めて気軽に三島に来ていただくために）。高す
ぎるマンション建設の制限（狭い道路に高いビルを建築し景観を損ね、圧迫感を感じる）。また、三
恵台の話になってしまいますが、出入の道路が１ヶ所だけですと何かあったときそこが通行できなく
なった場合とても不安ですので上に抜ける道路が完成されております。早くに開通するようお願いい
たします。
（男性/50 代/錦田）
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○これから先、福祉や医療などで地域格差が今まで以上に出てくると聞いています。交通の便がよく、
自然豊かな三島市がそのような面でも充実しているまちであるよう望んでいます。
（男性/50 代/中郷）
○三島の個性を大切にしてほしい。
（男性/60 代/旧市内）
○決められたマナー・ルールを守ること（守らせること）を徹底してほしい。例えば三島駅前（南口・
北口）の駐停車について。朝夕の通勤時間帯での自分勝手な駐停車が頻発している南口の公共駐車場
の入口車線の妨害、また出口（左折）付近での駐車が目立つ。あるとき、駅前交番の警察官に注意を
促したが注意することなく一向に改善されず、職務怠慢ではないか。徹底的な改善を要望する（警察
官は見て見ぬ振りをしているのではないか？）。“正直者が損をする世の中”には絶対すべきでない。
これからも気が付いたときにお願いするつもりであり、すぐに意見を反映させてほしい。
（男性/60 代
/錦田）
○三島は観光に力を入れていると思うが、多くの観光客が歩行者ですが三島駅周辺は歩道に商店の広告
物が多くあって邪魔になっている。商店街の協力で撤去してほしい。
（男性/60 代/北上）
○最近は 30 代 40 代の独身の男女が多い。結婚したくても相手を見つける機会がない。婚活のチャンス
をつくってほしい。
（男性/60 代/旧市内）
○市議会議員の数を減らすべき（議員提案のできないような議員がいるし市民の評価が低い）。
（男性/70
代以上/旧市内）
○繁華街（人通りの多い道路）これに交わる道路、そして側溝などは歩道とともに非常によいと思う。
が反面、これらからはずれた町内の整備などは相当な格差があると思う。何となく人目につきやすい
所に重点はやむを得ないのか。
（男性/70 代以上/旧市内）
○最近携帯電話が一般的になったためか「はい」という返事に代わって「ウン」が多い。役所関係でも
相対するしかるべき女性職員が年齢的には遥かに離れた人たちとの面接面談の際にも「ウン」
「ウン」
の連発。友人同士が見下すような口調が気になる。市長さん、お気付きではありませんか？なお、女
性に限らず男性職員も同様。些細なことですが些細なことから改めてください。
（男性/70 代以上/中
郷）
○子どもがスポーツ少年団に入っているので、補助金が入ったのは団の備品などに役立ちとても助かり
ました。自分たちに見えるお金の流れはとても嬉しいものですね。これからもよりよい三島市になり
ますようお願いします。
（女性/40 代/錦田）
○職場がある横浜から三島へ戻ったときに感じたいのは安らぎと自然があるが「モダン」であること。
三島市に足りないと思うのは、洗練された「モダン」さ。是非市外の人に自慢できる「モダン」なま
ちにしてほしい。ＥＸ）港北ニュータウン、自由が丘。
（男性/40 代/錦田）
○私たち家族は 15 年前に裾野市から引っ越してきました。三島市は新幹線に乗るのも便利で歴史のあ
る場所や公園があり美しい市だと思います。
（女性/60 代/不明）
○東日本大震災で私の親類も津波で自宅、会社、船も全部流されました。三陸町に行ってきましたが、
がれき処理のことですが日本の国民は絆と言いながらセシウムが何だかんだと言って協力しようと
はしません。福島のがれきならともかく他県のは協力すべきではないでしょうか。私は昨年息子と一
緒に三陸町に行って参りました。過ぎたことですが政治家の人たちは現地に行ってほしいと思いまし
た。それから広報ですが月１回でいいのではないかと思います。消費税が上がるという今、なるべく
税金を安く、広報も１回でしたら費用が少なくてすむでしょう。
（女性/60 代/錦田）
○本町周辺の街並みが川があってよいと思うので、その辺りを充実させて鎌倉や京都のような雰囲気に
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できたらいいと思います。
（男性/20 代/錦田）
○震災以降皆が節電に取り組む中、電気自動車で移動している市長を度々目にしましたが非常に違和感
を覚えます。“排ガスゼロで環境に優しい”ということかもしれませんが、今は電気をつくるのに火
力発電で排ガスを出している状況です。広報に記事があった市議の視察旅行もそうですが、市長・市
議の皆様には是非市民目線での取り組みをお願いしたいと思います。
（男性/30 代/旧市内）
○他の地域と比べて市民税が高いのでもう少し安くしてもらいたい。
（男性/30 代/中郷）
○モラルの向上。（男性/50 代/北上）
○（美しいまちづくりに一市民から一言申し上げます）お金を使って美化するよりも、まず市民一人一
人がごみを拾う心掛けを持つことが住みよいまちづくりに繋がると思います。１か月でも１日でも三
島市美化の日をつくり、決して強制的ではなく、心掛けでもいいから市民に考えていただいてはいか
がですか。
（男性/60 代/旧市内）
○市政に私たち市民が参加している、もしくは貢献していると意識できることは正直言ってありません。
しかしながら、私たち市民の活動などに市長が参加し輪に入っているとここ何年かで感じます。もの
すごく単純なことで、その単純なことが少し前まではなかったからこそ、市長の今の行動がとてもわ
かりやすく、市民の一人一人の目にとまっています。トップに立つ市長が何を目指し、どんな行動を
常日ごろとっているのか、市民が触れる機会が少しずつ増えてきた。そしてこれからも少しずつ増え
ていく。そんな自然な行動がまずは先にあって、意識しないうちに「まちづくり」ができてくるので
はないでしょうか。つくろうと思ってつくれるものではなく、自然とつくられていくものだと、今の
市長を見て痛感しています。（女性/40 代/旧市内）
○日本のみならず、世界中の方々が「三島」の存在を知り、興味を持ち、三島に訪れたい、暮らしたい
と思っていただけるような魅力的なまちになったらよいなと思います。未来を担う子どもたちが活躍
できるよう…学業、運動、芸術全ての面で体験できたり学べたりできる施設…大学の誘致、スポーツ
施設の建設、音楽ホールなど…など、将来への投資に力を入れていただきたいと思います。それと同
時に、今こそ活気あるまちづくり…三島の魅力を存分に活かして商業の振興…充実を期待しています。
（女性/40 代/旧市内）
○定年以下の家庭で、平日家にいられる人の件数を考えてみてください。ほとんど留守が多い中、資源
などのごみの設置と撤去、役員の種類の多さ。忙しくて何とか言い逃れたり、人に押し付けたりして
いて、誰もやりたがらないのに、改善されたり減ることが何も話されていなく、市も町内に任せっき
りにしていることが無責任だと思う。これで「何かあったら近所で助け合う」なんて気持ちは本当に
生まれるのでしょうか？（女性/50 代/旧市内）
○人との関係を大切にし、自然に対しては謙虚に、心穏やかに静かに生きてゆきたい。それを後押しし
てくれる三島市であってほしい。まずは市議会議員の数を減らすこと。無駄な論議はエネルギーの無
駄使い。とにもかくにも議員が多すぎます。
（女性/50 代/北上）
○毎日家にいるようになり、散歩することが重要な日課になりました。団地が多い郊外に安心して歩け
る、楽しむ散歩コースを希望します。（女性/60 代/旧市内）
○県東部の中核都市としてまちづくりを行なってもらいたい。沼津市がだらしないため、県内でも東部
地区の公共施設など他の地区、中部・西部と比べると明らかに劣っていると思う。また、市民体育館
でのフットサル使用の復活を期待する。
（男性/40 代/錦田）
○市役所で住民票や印鑑証明などのコピーをもらうのになぜ数百円も支払わなければならないのか？
70

Ⅲ

自由回答

コピー代の 10 円でいいのではないか？と思う。その他にも暇そうな職員が多いような気がする。仕
事をしているような気配の感じない人が数人とか。
（男性/50 代/北上）
○電線を地下に埋めてすっきりさせて花や緑があふれるまちになったらいいと思う。皆が健康に過ごせ
るよう、室内や室外での運動ができる場所や、食や健康に関することが学べるセミナーなどがあれば
参加したいし、もし今もあるなら情報発信をもっとしてほしいと思う。料理教室やハーブやスパイス
を使ったものなど、季節ごとにテーマを決めてあったりするとすごく魅力的だと思います。
（女性/20
代/北上）
○三島駅はせっかく新幹線が停車するのに、特に北口は残念なことに田舎くさい。飲食店が少ないし、
ショッピングできる店もない。また、伊豆箱根鉄道の電車を利用した際、三島駅を下車して北口に行
きたいときに入場料 140 円を払うか、遠回りをしなければならない＝北口が栄えない原因の１つでし
ょうか？市の取り組みとは関係ありませんが、消費税増税について。必要最低限の生活を送っている
人間にとって、日常品に対しての増税は厳しいものです。まずは装飾品などの贅沢品から増税すると
いうのは有効でしょうか？（たばこ税や酒税のように）また、無駄に騒音を発して走る改造車（車・
バイク）を厳しく規制できないでしょうか？（女性/30 代/中郷）
○電話で市の職員の対応が冷たかったので数日間気持ちが沈んだ。窓口の対応も若い方は優しく丁寧に
対して、年配の方は言葉が冷たく、とても悲しいです。
（女性/30 代/錦田）
○市役所の分散が最初わかりませんでした。土地勘のない者には難しいです。三島に限りませんが、弱
者に厳しい世の中です。障害者を抱えたため、痛感いたしております。公の施設ですと、せっかく慣
れたころに担当の方の部署変更があり一からやり直し…。特殊な場所についてはご配慮いただけない
ものかと感じております。
（女性/40 代/不明）
○ご縁あって三島市に引っ越してきたのは小学校６年生のときでした。水泉園の水がきれいで、校庭か
ら見える富士山の美しさに子どもながら感動しました。あれから新幹線が通るようになり、東京まで
１時間かかりません。都内に住む友人よりも私のほうが早く東京駅に着いてしまいます。三島は本当
に交通便利なよい所と思います。源兵衛川や温水池は私のウォーキングコースです。富士山は毎日見
ても見飽きることはありません。残念なのは最近大きな建物が建ち、富士山が隠れてしまったことで
す。それと市役所の建物が古いこと。娘が一時パサディナに住んでおり、シティホールを見学したこ
とがありました。あちらの歴史ある建物と比べ、三島の市役所は貧弱で恥ずかしい気がしました。そ
れと三島市民は大抵の人がパサディナと姉妹都市であると知っていますが、パサディナの人は一部の
人しか知らないようで、私が三島から来たと言っても「三島？姉妹都市？知らない」とほとんどの人
が不思議な顔をなさいます。私はこれには驚きました。やはり市の大きさの違いでしょうか？私は三
島に住んでいることに誇りさえ感じます。自然の多さ、近くにたくさんの温泉池もあるし、とても住
みやすいと思います。友人たちは羨ましがっています。
（女性/60 代/旧市内）
○最近本当に三島のまちが美しくなって、庭園都市らしさが見事に表現されていると思います。街中の
花々、その中に小さな公園、水辺、駅近にこれほど自然の美しさに恵まれている、個性的なまちにな
ったのではないかしら。次は私たち市民のモラルや意識のさらなる向上ではないでしょうか。三島市
を特徴あるまちにするために、今の規模を保ちながら自然やまちの造形美のメンテナンス、創意工夫
に力を入れるのがよいと思います。
（女性/60 代/旧市内）
○まちづくりには大変なお金がかかります。計画的に無理な事業による市政の負担は避けていただきた
い。まちがきれいになったから市民税が上がることは納得できない。他の市町村に流されず、三島市
71

の考え方で行動してください。
（男性/40 代/中郷）
○証明書の取得に関し、週１回時間外の延長または月１回の休日取得を可能にしてほしい。
（男性/50 代
/旧市内）
○夜のまちに活気がなくなってきたように感じる。
（男性/50 代/旧市内）
○家を建てたくても土地がない。土地がないから、ある所を探す。三島を離れないといけないのか！？
市街化調整区域が多くはないですか？（よくわからずに自分の意見を言ってすみません）もっと住み
たくなる魅力のある所に住めたらな…。
（女性/20 代/中郷）
○緑と水が豊かなまちなので、ＣＯ２削減やエコなまちづくりに取り組んでほしい。
（女性/30 代/旧市
内）
○三島市内にこれ以上５階以上の建物（マンションなど）をつくってほしくないです。付近のビル風も
嫌ですが、せっかくの富士山が見えにくいことが寂しいです。（女性/50 代/旧市内）
○人の心が健康でないとよいまちづくりはできにくいと思います。皆が少しでも優しい、思いやりのあ
る心の持ち主になるよう努力していけば空気もよくなるでしょう。（女性/60 代/旧市内）
○市町村合併は絶対反対です。犬の散歩をして歩く人にマナーを義務付けてほしい（犬のフンがごろご
ろしている、佐野美術館の通り）。（女性/70 代以上/旧市内）
○少子高齢化、人口減、日本の国際競争力低下と大きな転換点にあるのだから、今までのような経済力
重視型のまちづくりを行なうのではなく、新しいまちのモデルを模索していただきたい。とにかく子
どもを大切に、大人が子どもを守らなくて明るいまちづくりはないと思います。
（男性/30 代/旧市内）
○清水町、長泉町との合併計画の是非を住民に聞いてほしい。合併賛成派として湧水、自然環境、ごみ
問題として清水町を、企業、商業の発展として長泉町とパートナーを組むべき。函南町とも同様。
（男
性/40 代/北上）
○市のほうに町内のことで書類などを取りに行きますが、前日に連絡してありますが「もう取りに来た
んですか」というのはおかしいです。民間では考えられないと思います。広報など月２回ありますが、
月１回にまとめてもよいと思う。配布するのも大変です。経費節減して子ども、高齢者に使ってほし
いです。（男性/50 代/錦田）
○若い人たちがちゃんと仕事に就き、結婚して子どもを産み、育て、老若男女が楽しく賑やかに暮らせ
るまちづくりを期待したい。（男性/60 代/北上）
○行政職員の人件費の効率化。民間レベルに。（男性/60 代/不明）
○鎧坂に住んでいますが、鳩がベランダにたくさんきて困っています。土曜日のタイコの音がうるさい
です。
（女性/20 代/旧市内）
○市会議員の給与、賞与を見直してほしい。収入ほどに働いていない人たちがいると思います。市民は
低い収入で何とかやりくりして節約の毎日で生活している人が大勢います。ボランティア精神で市民
のため、市のために本気で考えてほしいと思います。選挙のときだけきれいごとを言って、議員にな
ったら他人事のように知らん顔、態度の大きい人もいます。体育指導員なども１回の会議ごとに日当
など支払われなくてもいいのではないでしょうか？ボランティア精神で行なってほしいと思います。
報酬があるので役を抜けない人がいます。（女性/60 代/中郷）
○市役所の行政サービスを土曜日も開設してほしい。例としてパスポートの受け取りが平日のみしか取
り扱っていないため、会社を休んでいかなければならないため不便である。
（男性/30 代/錦田）
○沼津市との合併は絶対反対します。三島市に有益とは思えないため。（男性/40 代/中郷）
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○仕事が休めない人がいるので、市役所は月一くらい土曜日も 17 時までやってほしい。今の段階で土
曜日に手続きができない業務もやってほしい。（男性/40 代/北上）
○街中の花が外から（市外から）の人には好評のようだが、市民目線から見ると我々の税金がどれほど
使われているのだろうか？と思う。管理維持にボランティアが携わっているようだが、あの花の量は
必要ないと思う。美しい…美しまとか言っているが、市長の自己満足。無駄遣いの意見多し。役所内
で市民の個人情報を扱う部署の窓口にパート職員を配置することをやめてほしい（市民課、課税課）
。
（男性/50 代/旧市内）
○長泉町、清水町、函南町との合併は賛成です。沼津市との合併は「三島」という名前が残らないので
は反対です。「三島市」という名前が残るのであれば賛成しますけど。
（男性/60 代/北上）
○このまちでは子どもが大きな声を出したり大勢で行動をしていると「うるさい」と怒鳴られます。も
う少し子どもたちに堂々と遊べる場所がほしいと思っています。あまりにうるさいうるさいという大
人（老人）が多いので、余計に子どもたちが遊ぶことをしなくなってしまいます。子どもが少なくな
らないようなまちにしたいと思います。私たちも子どもたちに思いやりを持って接したいと思います。
（男性/60 代/中郷）
○三島市の人口は今ぐらいがよいと思います。なぜならば、きめ細やかな住民本位のまちづくりのため
には、今ぐらいの都市の規模が適当だと思うので。
（男性/60 代/錦田）
○市政について、本当に真剣に取り組んでいるか疑問です。形にとらわれすぎては何も感動はありませ
ん。三島市の市民として誇れる事項もあるでしょうが、もっともっと市民から生の声を聞くべきです
（市職員のための政策は廃止すべきです）。教育、福祉、雇用は全く市の動向が見えません。
（男性/60
代/中郷）
○贅沢な幸せも結構でしょう。しかし、質素な生活の中に幸せを感じる日々を送り、人間らしく終わり
たい。底辺に優しい行政であってほしい。（男性/70 代以上/北上）
○街中を歩いていても公衆便所がほとんどなく、スーパーのような中なら数ヶ所くらいはあるが、公園
も少なく、上記のものはほとんど見られません。三嶋大社の公衆便所も入口を塞いであるので利用で
きません。市街地に数ヶ所あれば老人などには助かりますので、なにとぞよろしくお願いします。
（男
性/70 代以上/中郷）
○三島のまちが寂れている。昔はもっと賑やかだった。何で今は寂れているのですか。もっともっとき
れいにしてください。（男性/70 代以上/中郷）
○水のきれいなまちづくりを今後も続けてほしい。地元で採れた野菜をもっとたくさん食べられるよう
に、いろいろな場所で買えるようにしてほしい。介護サービスをわかりやすく提示してほしい（広報
などの一方的な情報提供でなく、個人個人に合ったコンシェルジュ的な人を市役所に置いてほしい）
。
ごみの有料化もしくは包装ごみの出ない商品化に向けて市で助成できないでしょうか。（女性/20 代/
錦田）
○三島駅南口トイレについて。以前使用したことがありますが、トイレットペーパーはもちろん、水に
流せるティッシュすら売っていませんでした。何のためのトイレかわかりません。不親切。バスの増
量。金銭面で厳しいかもしれませんが…（見晴台⇔三島駅を）。バスの時刻表冊子。今年度はないの
でしょうか？バスの運転手さんには「今日は終わってしまった」と言われ、窓口には「今年度はつく
っていない」と言われました。
（女性/20 代/北上）
○子育て支援センターの利用時に駐車場がないとなっているので、遠方だと利用しにくいため、駐車券
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などを発行してほしい。
（女性/30 代/錦田）
○救急隊の言動がとても横柄でびっくりした。少子化問題と言っているが、学校などでかかる用品など
の費用を考えてもらえるとありがたいです。税金や生活にかかる物が高すぎる！！もっと有効に使っ
てもらいたいです。
（女性/40 代/錦田）
○私は岩手県出身です。東北のがれきの受け入れは三島市では行なわないのでしょうか？先日、いわき
市に行って、津波で流された地域を目の当たりにしてかなりのショックを受け、涙が溢れてきました。
東北地方の人たちのために三島市で何かできることはないのでしょうか？（女性/40 代/中郷）
○街灯不足！今の時期はよいのですが、冬は暗い！自転車走行のマナーが悪い！（特に高校生！）一時
停止しない…前方不注意…とか。（女性/40 代/錦田）
○人があってのまちなので、人に優しく、安心安全である三島市を望みます。常に自分のためでなく、
他人のためであるということを一人一人が思えるように…。
（女性/40 代/旧市内）
○三島市に限ったことではないが、電線で富士山がきれいに撮れない場所が多い。世界遺産云々という
ときに…もったいない。高層建築物も勘弁してほしい。とんでもないと思う。富士山ビューポイント
20 などを決めて（公募で）そこではよい写真が撮れるように景観を守ってみたらどうだろうか。ブロ
グが流行っている最近、観光客も呼べるのでは？紙ごみの分別が進まないのは今の方法の無言の抵抗
では？わかりにくい上に出しにくい。大袋などにそのままバサバサ入れられるといいなとか。各家庭
に２枚ずつくらい紙入れ用紙バッグを配布して、「ここに入れてごみ指定日に出して」など試みてみ
ればいいと思う。一度もやったことがない人が多いと思う。ごみの受け入れ、釜石市への物資、山田
町などへの視察など大賛成。山田町などへの視察については残念ながら抽選漏れしましたが、参加者
には体験を活かしてほしい。（女性/40 代/中郷）
○大社から広小路にかけての歩道が整備されて、古いアーケードや電線がなくなったのは見た目上とて
も美しいのですが、真夏などは特にアスファルトに反射する太陽光線や直射日光であまりの熱さに
“昼間は行きたくない”というのが本音です。日影や木陰がほとんどない（座る場所はあってもカン
カン照りの中では座る気になりません）。現状を何とかしていただきたいと思っています。（女性/50
代/旧市内）
○生活保護手当ですが、現在、机の上で決めることでは大勢の心ない人はずる賢く不正して受けていま
す。本当に困っている人は助かっていると思いますが、恥とも思わないで受けている人もおります。
仕事がきつくても家族を養うため、頑張っている人たちは善良に税も納めています。三島市も心ない
人が増えています。しっかり調べて、個人個人机の上の書類だけで判断しないでほしいと願います。
自分自身右側が麻痺していますが、家族にも行政にも迷惑はかけられません。自分で頑張ってやれる
うちはやろうと努力します。不正は許せません。しっかり調べてください。こんなやり方では国も市
も破綻してしまいます。若い方々の仕事好みで手当は許せません。（女性/50 代/中郷）
○三島が“きれいなまち”に確実になっているのを実感しています。豊かな水（せせらぎ）と緑は本当
に誇らしいものです。これからもより一層いいまちになることを期待しています。
（女性/50 代/北上）
○（要望というより疑問に思っていることなのですが）新築の家の周りは景観がよい、花々も美しい。
でも人の住んでいない家の周りは不用心。今困っているのは古い家屋やうっそうとした無人の家の周
りで、暑くなってくると虫や蚊が発生すること（これは各々の家の問題なのかもしれませんが）。歩
道に置いてあるコンクリートのプランターの管理はプランターを置いてある前の家の人がするので
すか。花の配布はないのですか？児童遊園地とある神社は落葉や雑草が多く、夏場は蚊が大発生。も
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う少し掃除をしてくれたらと思います。路線バスや市循環バスが通らなくて、お年寄りには不便かも
しれないけれど、私たちの年代は歩け歩けで逆に健康にいいかもしれません。P4～P5 の「市の取り組
み」にあまり参加していないので、このようなアンケートの回答で申し訳ありません。（女性/60 代/
旧市内）
○三島市が美しく立派になっていくのは素晴らしいことですが、そのつけが市民の税金となってくるこ
とがいかがなものかと思います。今このときこれ以上の出費が嵩みますと、余裕を持った生活、潤い
がなくなってしまいます。心にも財布にも少しの余裕が感じられ、生活をエンジョイできるようにな
るとまちも賑わってきて、明るさを取り戻せるのではないでしょうか。建物や工事関係の大きな支出
は時間をかけ、積立準備をして計画的にゆっくり実行するのもよいではないでしょうか。決して一つ
時を慌てず、一息も二息もつくことも必要かと思います。（女性/60 代/旧市内）
○平成 17 年に主人の実家に転居してきましたが、以前いた愛知県はいろいろなことで充実していまし
た。市役所の方の考えが古いようにみられます。市民あっての市役所ですので、自分の考えを入れず、
市民の立場になって役所仕事してください。これからは高齢者の時代ですので、長寿介護課とか高齢
者関係の課には熟練した人を１人または２人常駐させてください。苦い経験がありますので考えてく
ださい。（女性/60 代/北上）
○難しいことはわかりませんが、児童の数が減り、学校に空き部屋があると思います。それを利用して
老人の施設に利用できないでしょうか。子どもと年寄りが触れ合ったり、そこで働く人を雇うとか。
若い人に仕事がないのは気の毒なことだと思います。働く意欲のある若い人に何とか働く場所を探し
てあげてください。電車に乗って気付いたことで、山の木が竹に負けてしまっています。竹を切る仕
事を失業している人にお願いしてもよろしいのでは？何とか賃金を捻出してください。（女性/60 代/
中郷）
○市営住宅に住まわせていただき、２人の子どももそれぞれ独立し、自分なりに健康でありたいと願い、
孤独死はしたくないと毎日出掛けています。三島市のまちづくりにつきましては、何とか南のほうに
も、いつでも通うことのできる大きな公園、年寄りや子どもの集まり、自然豊かな、ジョギングやグ
ラウンドパークゴルフや散歩ができ、日の光を浴び、皆が健康で心身ともに健全な笑顔あふれる広場
ができることを願っています。夢のような話ですが、このごろ年々家が建ち、自然もなくなる一方で
交通量も増えて散歩もできなくなりました。人口も減少してくれば空き地もこれから増えると思いま
すが、何年先かはわかりませんが、何より健康づくりというところでしょうか？フルーツパークとか
観光施設なども本当に成功するのでしょうか？心配しています。広域避難場所としても使えるとよい
ですね。（女性/70 代以上/中郷）
○自治会に入会しない人がいて、会費（年 7,200 円）も出さず募金もせず町会の掃除もせずごみの清掃
当番もなし…で、ごみは税金を払っているから当然だとボンボン出し、手のつけられない人がいます。
毎年自治会長が入会を求めてもダメ、組長が行ってもダメ。まちづくりとは関係ないと思いますが、
こういう人にどう対処すべきでしょうか。皆の悩みです。そのために町内から逃げ出したいのです。
（女性/70 代以上/北上）
○生まれ育ったまち。景色はいいし空気もよく、住みよいまちです。他人同士でもお互いに親切で助け
合いの心が多い。食べ物も海の物山の物多く、感謝の毎日です。今後ともよろしくお願いします。
（女
性/70 代以上/中郷）
○街中の電線やアーケードがなくなりスッキリした反面、日射の強い日や雨の日などとても不便に思い
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ます。見た目によいことが大事か、利用者に優しいことが大事か、難しいところですね。
（女性/70 代
以上/錦田）
○広小路の商店街を歩いていて、自分の店の商品を歩道に並べてあるのが気になります。
（女性/70 代以
上/旧市内）
○街中のフラワーポットの置き過ぎ感がある。中央郵便局、市役所別館のベンチに浮浪者風の人がいる。
何とか手を貸すことはできないのかしら。投函日前に催促のはがきがきました。不愉快。市税の無駄
遣いではないでしょうか。
（女性/70 代以上/錦田）
○遊歩道や公衆トイレをもっと多くしてもらいたい。（男性/60 代/旧市内）
○三島市は 24 年度も「美しま花緑おもてなし事業」を推進するとしていますが大賛成です。これに関
して８年前、カナダ旅行でカナディアンロッキーの「バンフ」の街並みを見て感動したことを思い出
しました。街路を花で飾り、今まで見たこともない光景でした。推進にあたっては十分検討されてい
ることでしょうが、
「バンフ」の街並みも参考になさってはと思います。（男性/70 代以上/北上）
○古風なまちにしてほしい。新しい物を取り入れるのではなく、今現在、昔の物をもっと大切にし、小
京都のようなまちにしてほしい。（女性/20 代/錦田）
○市役所の職員へ一言。もう少し市民の立場になって考えていただきたい。以前身分証明書（顔写真付）
の発行ができると聞いて市役所へ行ったことがあります。私と母には運転免許証がありません。身分
を証明するものが少ないので、つくってもらいたくて行ったのに、必要な書類（？）の中に顔写真付
きの身分証明書とありました。言葉は悪いですが、はっきり言って「頭が悪いのか、それともバカな
のか？」、不思議でしたし、非常に頭にきました。顔写真付きの身分証明書があるならつくってもら
う必要はありません。ないからほしかったのに…。それに変わるものを２つとか３つとか用意してと
いうのならわかりますが。本当にお役所仕事というか、よくそれで市民の税金で生活しているものと
思います。普通の会社なら大クレームになると思います。このことは何年も前のことですが、せっか
くの機会なので書かせていただきました。いまだに身分証明書はつくっていませんし、以前と変化は
ありますか？（女性/30 代/旧市内）
○通学路の安全確保をお願いしたい。グリーンベルトを設けたり、横断歩道の安全性など、学校と市民
と警察の連携で通学路を見直してほしい（錦田小、桜ヶ丘、谷田他）。支援員の配置の仕方。学校と
の連携が必要に思う。学校に支援員のこと、どういう支援員が必要なのかなど聞くことも大切だと思
うし、増えすぎているように思う。緊急雇用とは…（継続できない辛さ、アドバイスがあったらと思
う）。よろしくお願いします。楽寿園の雰囲気が変わってきました。三島商店街の花が素晴らしいで
す。元気をもらえます。
（女性/40 代/錦田）
○高層建築が増え、三島も他一般都市と同様のまちの雰囲気になり、三島らしくなくなってきているこ
とが残念。
（女性/60 代/旧市内）
○きれいなまちづくりに感謝いたしております。私事で恐縮ですが、体調がよい日が少ないので、終始
まちに出ているわけではありませんが、出掛けたときは街路がきれいで気が癒されます。これも市の
職員様のご努力のおかげだと頭の下がる思いでございます。本当にありがとうございます。
（女性/70
代以上/旧市内）
○私は三島在住の大学生です。今三島にはさまざまな学校があり、今後学園都市になると思いますが、
今私が通っている学校の友人や周りの人（県外から来ている人）から「三島に来てよかった」という
声をあまり聞いたことがありません。三島にはきれいな川や大社など誇れる物もありながら、全くア
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ピールできていないと思います。「三島に来てよかった」と学生が思えるまちづくりをしていってほ
しいと思います。よろしくお願いします。（男性/20 代/北上）
○市が何に取り組んでいるのかを全く知らない。
（男性/20 代/中郷）
○三島市の原点は湧水のまちと思うので、湧水の復活再生にもう一段努力してもらいたい。
（男性/60 代
/北上）
○拝啓。幸い市民意識調査がきましたので、問 20 三島市まちづくりについての意見・要望を自由に書
く機会でしたから感想を申し上げます。私、20 年ほど前までは車の運転に自信があり、今は 60 歳を
過ぎまして私自身の感じなのですが、より慎重な運転というか市内を走るときはスピードは制限速度
に近く、もらい事故にも注意した走りをしなければと思います。三島市ごみ回収委託車の走行は「交
通ルール違反」と感じるマナーの悪い運転でした。新車のトラックで接近してもエアブレーキで追突
の危険も少なく、つい瞬時にスピードも出てしまうと思いますが、「交通違反」だと思えるような煽
り運転に近い後続接近は非常に迷惑です。これは怒りです。近ごろは看板車の煽り運転は感じない、
近付かないが、同社の車が増えましたかね…。私には今でも同社の「回収車もトラック」も走行は昔
でいうダンプカーの走りと言いますか、感覚にも思えます。昔からの業者が近ごろでは違和感のない
静かな運転に感じました。王道を「三島市の印籠を付けた」委託車が違反ではなくとも、市民の業務
を行政から代行し、営利を営んでいる訳です。本末転倒にならぬよう配慮いただきたいと思いますね。
三島市で回収時間に無理な制約を新たに付けたのなら、善処していただけたら改善されることなのか、
「運転免許資格」だけのことでなく、新規入札条件に「交通ルール、モラル」まで「委託基準」に盛
り込まなければならないのかね、他にはこのような苦情、申し出などございませんでしたか、今回、
調査のお礼はがきが三島市長名で届きましたのでご報告まで、書き添えさせていただきました。（男
性/60 代/北上）
○将来への三島市のまちづくりの目標または計画がはっきり見えない。「水と緑のまちづくり」では将
来の目標がぼけていて見えてこない。今の 10 万人の市としてはよいほうではないかと思います。が、
これからの市の未来が楽しみです。
（男性/60 代/錦田）
○市街化調整区域、過疎化地域の改善、少子化対策、歩道の確保（安全対策）、魅力あるまちづくり、
住みよい環境など、口先だけでなくあらゆる市民の意見を聞いて検討してほしい。
（女性/40 代/錦田）
○職場が市外で忙しくしています。自分の住んでいるまちであるにもかかわらず、何も知らないことに
驚きを感じています。これからはもう少し関心を持って、いろいろなことに参加できたらと反省しま
した。このような機会を与えていただきありがとうございました。（女性/50 代/北上）
○子どもたちの将来の幸せについて心配している。少子化や家族の離散、父子家庭・母子家庭に起因す
る子どもの発達の問題が大きい。特別支援の在り方、保護者へのサポートなど注目するべき課題が多
い。まちづくりというより「人づくり」についての多くの人の理解が必要だと思う。
（女性/60 代/中
郷）
○行政に期待しています。何が大切か、市民生活をしっかり見つめてください。
（女性/70 代以上/錦田）
○人口は多くなくとも元気なまちにしていただきたい。三島周辺には医薬品関係の企業が多く、三島か
ら世界を代表する新薬を育てたい。
（男性/40 代/北上）
○まちづくりの意見ではないけれど、ちょっと収入に対して市、県民税が高いと思う。税金を納めてい
るわりには何も変わってない。何もよくなっていません。税金の取り過ぎで生活が大変になっていま
す。（男性/40 代/北上）
77

○伊豆地域を代表するまちになってほしいと思うが、規模はこのままでいい。将来も三島の名前が残っ
てほしい。合併でなくなるのは寂しい。三嶋大社を中心としたまちづくりはあまり好きではない（何
年か前の伊豆箱根の駅の名前の変更案など）。
（女性/40 代/錦田）
○ガーデンシティみしま、花いっぱいのまち、本当に素晴らしく思います。心が落ち着きます。感謝。
アクセス面で沢地から加茂インターに入る所の標識が見にくい気がします。複数のほうが便はよいが、
ごみ焼却炉のほうに間違えたという声を聞きます。点検してみてください。
（女性/60 代/北上）
○新谷、平田方面は田んぼが多く、昔から変わらないといろいろな人によく言われます。調整区域のた
め何もできません。見直してもらいたいと多くの人がいつも言っています。三島市の発展のために市
長さん、よろしくお願いします。（女性/60 代/中郷）
○まちづくり…商業店舗を出しやすい援助で街中を活性、また、周辺に上場の税金を安くして誘致、ハ
イテクの事務所など特徴ある食材店や～街というように魅力あるものにする。若者の働く場所を提供。
また、児童、生徒の学校に対する理解。スポーツをもっと活発に、コーチを招くとか全国大会の出場
費用を出すとか。また、先生、生徒の心配ごとを解決し、問題児をなくす。それから、環境、水をテ
ーマにきれいなまちづくり。木々が豊かで文学、歴史をアピール。また、住みよいまち。高齢者や自
転車が走りやすいように。最後に、安全なまち、崖崩れなどおきないよう点検を。
（女性/60 代/錦田）
○三島は癒しのまちだと思います。三島駅南口など自然な感じで気に入っています。他のまちの駅前で
三島のような感じの所はないと思います。駅前の開発ができなくなって残念ですね。頑張ってくださ
い。（女性/70 代以上/中郷）
○三島駅の南口、緑が増え、せせらぎも整備され、とても気持ちのよい広場になったように感じます。
今後も自然に配慮したまちづくりを進めていってください。期待しております。
（男性/30 代/北上）
○個人自営業に保障を厚くしないと、今の三島市についていく会社はなくなると思う。税金とれればい
いわけではない。皆苦労して生活しています。とにかく市役所の人たちは冷たい！これでは三島市は
よくなりません。（男性/30 代/北上）
○先日、低所得者の医療費の申請を行なったところ、申請のタイミングと適応される期間に納得がいか
ないことがあった。弱者を援助する制度があるのはよいが、対応をもっと当事者の立場なって決めて
ください。
（男性/50 代/中郷）
○三島市に住んでもう 10 年以上経ちますが、今の私があるのは三島の素晴らしい環境とここに住む素
晴らしい方々のおかげだと思っています。これからも子どもたちをはじめ、多くの人が私のような気
持ちになれる三島市をつくっていってほしいです。三島大好きです！！（女性/20 代/錦田）
○自然エネルギーをどんどん導入していってほしい。（女性/30 代/旧市内）
○街中は街灯も多く、安心して歩くことができそうですね。歩道の木や草花などもとても手入れが行き
届いていて、ちょっと幸せな気分になりますね。ただ、少し外れた地域ですと街灯が少なくて不安な
感じがする所があるように思います。（女性/60 代/北上）
○こんなまちになるように期待します。若い人が元気で、文化活動ができ、老人がいきいきと生活でき
て、自然、文化の融合が図れる、ドーナツ現象が解消するような施策。（男性/60 代/中郷）
○消防署の近所の住人です。訓練など大声でしないでください。
（男性/70 代以上/旧市内）
○三島市のＨＰを見ようと思う。富士山が見えて、水のきれいな、生まれ育った三島が大好きです。本
町の通りの花はきれいだけれど、雨や照り返しの強い夏はアーケードがなくて不便だし、シャッター
の閉じた馴染みの商店が気になる。おじさんの顔も…元気でいるかなと。災害時は近所同士の助け合
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いが大事なのは 3.11 で改めてよくわかった。積極的に地域の活動に関心を持ち、参加していきたい
と考え直すきっかけになった。
（女性/60 代/旧市内）
○まちは花がいっぱいでとてもきれいで歩いていて楽しいです。作業なさる方たちは大変だと思います
が、頑張ってください。
（女性/70 代以上/北上）
○市役所の職員の対応をもっと効率よく、そして丁寧に行なうようにしっかりと指導するべき。また、
三島駅には、楽寿園など観光させるようにするのであれば、もっと駅周辺にショッピングやお茶を飲
める場所などお店の出店をしなければ、せっかく新幹線が停まる駅だとしても沼津に人が流れてしま
うのだと思う。もっと駅や大社、楽寿園や湧水のわいている公園など人が集まりやすい環境づくりを
していかなければ三島のまちはよくなっていかないと思う。土地などが空いているのであればもっと
駐車場を増やすべき。老人の自転車運転も多いのに、道が整備されていないから危ない。毎年毎年き
れいな所でも工事をしているのだから、もっと本当に工事が必要な所をやるべきだ。そのための予算
なのだから、予算を使い切るために無意味な工事ではなく、意味のある工事をしなければいけない。
（女性/20 代/錦田）

79

２

道路・交通

○水がきれいで遊歩道が整備されているのでまちづくりについてその面ではいいと思いますが、とにか
く渋滞がひどいです。どこに行くにも渋滞にはまるので、車で出掛けるのが大変です。道路の２車線
化、新しい道路の設置、既存道路の改良（特に国道 136 号で、右車線で右折する車が大変迷惑なので
その辺を規制してほしいです）を望みます。また、人口の割に商業施設が少ないと思います。サント
ムーン（市外ですが…）やイトーヨーカドーなど大変混雑していますが、市民は（少なくとも私は）
そこに行きたいというよりもそこしかないから行くという状況です。三島市は工場が多いので、撤退
などがあった場合は跡地を利用してイオンモールやららぽーとなど大型商業施設の積極的な誘致を
お願いします。期待しています。（男性/20 代/旧市内）
○自転車専用の道路整備をしてほしいです。
（男性/30 代/旧市内）
○市街地中央地域と周辺の地域の住環境整備の格差が大きい。特にインフラの整備。
（男性/50 代/北上）
○三島駅北口駐車場（一般）のマナーが悪い、路上に長時間停車している車が多すぎる。車の乗降に限
るよう徹底してほしい。三島駅南口の駅付近の商店街の再活性化リニューアルが望まれる。
（男性/50
代/北上）
○商業地、工業地、住宅地にしろ、まず道路の拡張、整備ができなければ発展はないと思う。まちづく
りは車道、歩道共、余裕を持っての通行ができる道路は活気が生まれるからまずは道路から！！（男
性/60 代/中郷）
○本当に腹立たしいのは、せっかく三島が伊豆の玄関口として誘致しつくった三島駅を今は長泉町の思
うように利用されていること（北口）。東京の通勤圏として利用しているのはほとんど長泉町ではな
いのかな？定住者を増やし、安定的に三島側に人口を増やし北口から向こう側（長泉）に流れる人の
流れをもっと三島側に向ける方法はないのか？通り過ぎて行く人も大事だが（観光者）、北側を南側
に三島も住みよいまちとして知られつつあるのだから。タクシーだって南より北のほうが多いのはな
ぜ？（男性/70 代以上/旧市内）
○大社前の旧下田街道で大社側から入れなくなったのが非常に不便！！（車で）。以前は週１回は大社
前から入って買い物をしたが、進入禁止になってからは通りに入って買物をするのは年１度あるかな
いかくらいです。ほかの通路から入るのなら他の商店街か店に買いに行く。以前に比べ非常に活気が
ない！！（男性/70 代以上/錦田）
○１号線より南側には３年保育の幼稚園が松本にしかありません。駐車場もなくとても不便です。北側
ばかり環境がよくなっているように思えてなりません。同じ市内なのに何故このような差が生じてい
るのでしょうか？はったばた幼稚園も耐震工事をしてあまり時間が経っていないのに子どもの数に
よってなくすと聞きました。税金を使って行なう事業です。もう少し先のことをよく考えて行なって
いただけませんか？このような意識調査を行なってもらうのはとてもよいことだと思います。（女性
/30 代/中郷）
○駅前通りでは自転車の駐輪にすぐ注意されるのに本町信号の西に玩具店がありますが、この店の前に
は毎日毎日特に土日などは乳母車とか車イスの人とか全く通ることもできないくらいの自転車が止
めてあります。私は何度も店の人に注意をしていますが、何年たっても聞いてくれません。あの店は
警察から駐輪の許可を取っていますか？三島警察もパトカーで通っても知らん顔していますが、もし
許可書を取ってないなら駅前だけきびしくて他の歩道は何も注意しないことはいかがでしょうか？
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本町信号あの広小路までの歩道は宝くじとか特に玩具店とかメチャクチャですので一度市のほうか
ら調査してください。障害者とか乳母車の人たちは本当に迷惑だと思います。一日も早く許可書がな
いなら警察と話し合ってください。
（女性/60 代/旧市内）
○電線の地中化をもっと進めてください。（女性/60 代/錦田）
○三嶋大社より広小路まで電線は地下増設して景観はよくなりました。とても気持ちよく歩けます。道
幅が限られているので仕方ないのですが気になっていることが１つあります。自転車の安全運転走行
の教育です。今の中高生が歩道を高速通行していることです（逆走も…）。歩いていてビクッとする
ことが多々あります。皆忙しく過ごしているのですが自動車自転車の運転者は互いに譲り合ってルー
ルを守り生活したいです。自転車走行にもルールがあることを知らない人が多いのでは…安全運転の
講習、徹底が最重要課題と思います。（女性/70 代以上/錦田）
○車が多くなるばかりで歩行者は心配です。私の住む大場駅付近は朝夕の登校下校時は歩道が片方だけ
なので対向者が来るとどちらかが車道におりなければなりません。天気の日はまだよいのですが雨の
日などはとても危険ですので安心して通れるようにしてほしいです。
（女性/70 代以上/中郷）
○路地裏など通行する折、車がそこどけと言わぬばかりに走り抜けるとき年寄りは板塀にはりつくよう
によける。何とかよい方法はないのだろうか。そのときだけでも速度を落としていただけたらと思い
ますが。（女性/70 代以上/錦田）
○三島 100 円バスを増やしてほしい。医療費を補助（子ども分）にて０円にしてほしい。
（男性/30 代/
中郷）
○歩道の白線のない道路があるので、歩いていて怖いことがあります。できるだけ整備していただきた
いです（子どもたちがよく歩く道に白線もなく、心配しています）。（男性/30 代/錦田）
○休日祭日の道路状況（渋滞）を改善してもらいたい。
（男性/30 代/錦田）
○東海道の整備として、箱根のトンネル（三島小田原間）をつくり、西湘バイパス、小田原厚木道路と
結び、今の東名による（246 系）車、人の流れを東海道にもという…。ただ、これから人口（日本全
体）も減る時代にコストのかかる道路の増加はいかがかと（主要なもの以外）。道路の維持管理はか
なりの金額と聞いております。136 号でも夜の通行量は激減しており、まだつくるの？と思います。
伊豆縦貫のように車の流れを外に出すことにより商売ができなくなるのも税金の減収かなとも思い
ます。人の流れを中に戻すのも三島の発展につながるのではと思います。祭り、イベントなどを通じ、
市民が元気の出る、一人一人のやる気を引き出せるようお願いします。（男性/50 代/旧市内）
○ＪＲ三島駅南口の市営駐車場料金はもう少し安くならないか。
（男性/50 代/中郷）
○電線の地中化について。市の中心部は電線が地中化され、景観がよくなり気持ちいいです。市役所の
北側信号機から浦島神社の間は電線があり、富士山を見るのは台無しである。短い区間なので地中化
を進めてください。
（男性/60 代/錦田）
○静岡県東部の中核都市（玄関都市）として、東京方面および関西方面からアクセスのよい都市にしな
いといけない。新東名＋伊豆縦貫で車でのアクセスはよくなったが、新幹線でのアクセスがよくない。
ぜひのぞみを一本／時間くらいの頻度で三島に停めてほしい。これを実現するためにも、全ての面で
グレードアップした 30～40 万人くらいの都市に成長させないといけない。
（男性/60 代/北上）
○伊豆縦貫道が玉沢まで伸びれば社会保険病院の利用度が増えると思うので、促進してほしい。それか
ら、自転車専用道路を検討してほしい。
（男性/70 代以上/旧市内）
○二日町駅から南の歩道（咲乃家、横浜ゴム、森永あたり）を直してほしい。（男性/70 代以上/中郷）
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○古いまちなので変えられないことがたくさんあるでしょうが、当時とは違い自動車社会となり、道路
整備が遅れています。歩行者に配慮した道路計画をお願いします。本町通りのように電線埋没が少し
ずつ増えるとよいです。低料金の大型駐車場も計画してほしいです。観光面でもプラスと思います。
（男性/70 代以上/旧市内）
○北上地区から南口行きのバスはありますが、市役所方面のバスがないので、乗り換えなしで行けるバ
スができるとよいです。
（女性/40 代/北上）
○横断歩道設置を。県道 22 号、国道１号のガード付近の信号と、ヨーカ堂正面入口付近の信号機の中
間あたり（ヨーカ堂県道側入口）に横断歩道をつけられないでしょうか。交通が激しい場所なのに渡
る人（横切る人）が多いようです。
（女性/70 代以上/錦田）
○祇園橋付近の交差点の自転車停止線位置を現状より後退すべきだと思う。理由①通学路であり、自転
車の往来が多い。②駅へ向かう車の量が多い。③居酒屋の駐車場が付近に点在しており、往来が困難
なときがある。
（男性/40 代/旧市内）
○小生の生まれた地に比べ、インフラ整備が極端に遅れているように思われます。それと相反するよう
ですが、向後、少子高齢化の進む中、箱物の整備、整理を長期スパンで計画を練り、推進していかれ
ますよう。将来決して財政破綻などきたすことのないよう市政の運営を願います。（男性/60 代/旧市
内）
○歩道の安全性について。雨の日は敷石が滑りやすく、事故につながるので、使用する材質は浸透性の
あるものにしてほしい。また傾斜が多い所があり歩きにくい（下田街道、片側通行区間より南）。
（男
性/70 代以上/旧市内）
○私の住む家の近所には、生け垣で囲った家が数軒あります。植木が道路にはみ出して、車や人が通り
にくくなっている場所が何ヶ所かあります。特に道路の端にあるグリーンゾーンを歩けないので困っ
ています。直接そのお宅に注意できないときはどのような対処が適切なのかわかりかねています。生
け垣のあるお宅で一軒だけまっすぐ規定に刈っている家があります。お手本にしたい家です。他の家
もはみださないよう刈ってほしいと思います。生け垣は環境にとてもよいですから。
（女性/60 代/中
郷）
○大場駅から北への最初の踏切ですが、車は多い、自転車は通る、歩行者は多い（朝、夕、雨の日）。
大変危険な箇所だと思います。何とか安全に通行できるように整備していただけたらと思います。
（女
性/60 代/中郷）
○住宅地の車のスピード制限を強化していただきたい。
（男性/60 代/旧市内）
○毎年（に感じる）同じ道路の工事が行われていることに不便と疑問を感じる。
（女性/30 代/北上）
○縦貫道の早期開通と、沼津までの早期延長を希望。谷田付近、渋滞で大変。空き施設の有効活用の促
進。例えば空き店舗や廃校などの、市仲介による市民への貸し出しなど。図書館、貸し出し品レパー
トリーの充実。映画や漫画など、娯楽関係を増やしてほしい。今まで住んでいて利用していた所には
普通に置いてありました。他県から引っ越してきましたが、このまちは非常に運転マナーが悪く、怖
い思いをします。ちゃんと取り締まりをしてほしいです。（女性/30 代/錦田）
○富士見台→壱町田、芙蓉台…へ行けるバスがあればよいと思う。わざわざ三島駅まで出て乗り換えて
行くのは不便。
（女性/40 代/北上）
○駅の自転車の駐輪場利用料金が１回 100 円は高いと思う。他の市町は取っていないのでは。１ヶ所だ
けでなく東側にもつくってほしい。日大のほうから行く人は遠いです。（女性/50 代/北上）
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○環境もよく、水もきれいですが、道が狭く、整備されていない所が多すぎる。また、百貨店など大き
な商業施設がなく、東京、静岡などに行かなくてはならず不便である。なぜ、学生も多く、活気に満
ちたまちになるはずなのに、市内でお金を落とすような場所がないのか不思議です。車での移動が多
いまちに駐車場がない不便さは最悪です。その上バスなどの便も悪く、時間が無駄になる。道路整備
にも時間をかけすぎのような気がする。時間をかければお金もかかるし、市民によいことなど何もな
い気がする。もう少し市民のことを考えたまちづくりをしてほしい。
（女性/50 代/北上）
○バスの料金なども東京のように統一してほしい。交通の便が悪すぎると思います。結婚して三島に住
むようになりましたが、車の免許がないので、必ずしもマイカーがある人ばかりではありません。交
通の便がよくなればマイカー通勤も減り、エコにつながるのではないかと思います。
（女性/50 代/旧
市内）
○私の家の前には県道が通っております。道路の点検などしてくれているのでしょうか？５月は駅前の
ベンチの隣の木々が涼しげでした。三島の水と緑はよいと思います。三島駅にも（バスの待ち時間）
買い物ができる所ができたらいいのにと思います。沼津のアントレのような所。
（女性/60 代/中郷）
○三島駅南口～北口を多くの人が利用しやすくするため、無料にすることを大勢の人が望んでおります。
（女性/70 代以上/北上）
○佐野見晴台からの公共交通機関がほとんどないため、生活は不便。三島駅への本数は、休日は３本／
日のみであり、充実しないと利用もできない。富士急バスは利用者がないため増便できないとのこと
ですが、本数がないと利用もしないので減便の方向から変わらない方針。市が援護して公共交通を充
実してもらいたいと切に願う。
（男性/40 代/北上）
○モーダルシフト。自動車を主体としたまちづくり→鉄道・バスを中心としたまちづくりをするべきで
ある。高齢化社会が深刻化する中で、自家用車増加の公共交通の弱体化は避けるべきである。「風は
東から」などと取り組んでいる団体があるがナンセンスである。特急あさぎりの沼津乗り入れ廃止を
全く重要視していない（これはＪＲ東海へ）。また、伊豆方面へ「踊り子号」も存続させるべきであ
る（ＪＲ東へ）。富山市のようなＬＲＴ事業も今後考えるべきである。100 円バスの存在はお年寄りに
は大変ありがたいと思います。沼津のような治安の悪いまち、公共交通の不便なまちにならないよう
にお願いします。（男性/30 代/中郷）
○三島の徳倉に在住しておりますが、子どもの通学に将来不安があります。小学校への通学に不安はな
いんですが、中学校が遠すぎるのと交通の便が非常に悪く、子ども足ではかなり厳しいかと思います。
学区内での通学路の整備または学区の自由性を考えていただきたいと思います。将来を背負っていく
子どもたちの生活の便を重点にまちづくりに取り組んでいただきたく思います。
（男性/30 代/北上）
○道路整備について、工事日程が予告もなく延期される。理由を示し、計画を明確にしてほしい。「都
合の悪いことは全て隠蔽する」と思えます。身近な場所に公園が少ない。小さな公園をもっと整備し
てほしい。③生活道路が狭く、歩道がない。右折レーンがない。電柱がはみ出しているため危険なう
え、渋滞があちこちで起きている。電柱の地中化や用地の買収制限をして計画的に対応を進めてほし
い。よろしくお願いします。（男性/40 代/北上）
○三島市中心街や国道 136 号はいつも混雑しています。例えば熱函交差点から国１交差点の間は右折レ
ーンがほとんどなく、右折車のためにとても危ない状態です。主要道路の改善を望みます。
（男性/40
代/中郷）
○歩道の段差をなくしてください（大社近く、竹林寺小路の交差点でも車椅子が立ち往生していますよ）
。
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白い歩道が滑るので危険です。
（男性/40 代/中郷）
○芙蓉台の下の辺りの交差点の道路構造がわかりにくく、事故があったり逆走しそうになってから気付
いて慌てて引き返す車などを見かけます。標識はあるのですが、初めて通る車にはわかりにくいよう
です。もし何かわかりやすい表示ができたら、あったほうがいいと思っています。
（女性/20 代/不明）
○私は日々自転車行動です。車の方々が歩行者、自転車を見てなさすぎて何度も接触しかけました。ま
た、自転車が通るスペースを妨げて走っています。関西から引っ越してきて約２年。車のマナーが悪
すぎます！！関西のほうがマナーはありますよ。交通事故にもつながるので、快く生活できるように
してください。
（女性/20 代/中郷）
○加茂インターが開通して交通の便はよくなったと思いますが、スピードを上げて通り抜ける車が多く、
その地区に住む者として非常に不安です。子どもたちの登下校の時間帯だけでも市でパトロールして
ほしいです（加茂の人や若松町などはやっていますが）。
（女性/30 代/旧市内）
○若松町の祇園山（パチンコフジコー横、妙福堂の上）の道路整備を早急にお願いします。非常に危険
な道で、今までに何度も痴漢被害や事故が起こっています。また、山の崖の土が崩れて根が剥き出し
になっています。最近の地震、集中豪雨でいつ土砂崩れが起き、市民が犠牲になるかわかりません。
40 年来の係争の地で手がつけられず、市も日中パトロールや呼びかけを行なっておられるのは知って
います。が、それでは明らかに不足で、市民住民も安全面、衛生面で非常に困っております。どうか
早急に事態を好転させていただくようお願いします。また、保育園の待機児童の解消に努力しておら
れますが、保育園の情報が各家庭での調査に一任されており、情報不足が否めません。各保育園で病
児への対応にかなり開きがあり、基準が一定しておりません。各家庭と保育園とのオリエンテーショ
ンを全保育園合同で申し込み前（９～10 月）に行なっていただけるとよいと思います。
（女性/40 代/
旧市内）
○三島市に来たころは富士山が見え、歴史的にも素晴らしいまちだと嬉しかったのですが、住んでみる
と、それが故に不便なことが多々あると気付きました。とにかく道が狭く、歩道が整備されていな
い！！歩道や自転車道がないため子どもは危険。お年寄りの超勝手な自分ルールの歩行。特に子ども
の安全を確保していただきたいです。文化レベルの低さにも驚きました。まず本屋の少なさにびっく
り。ほしい本がどこへ行っても手に入らず、ネットに頼ってしまいます。これではまちへ出てお買い
物も「どうせほしい物がないし」とする気が起きません。若い人たちの起業もほとんど見られず、観
光で来た人たちがワクワクする施設がありません。これでは廃れる一方では…と心配です。
（女性/40
代/錦田）
○三島の玄関とも言える三島駅前に住む私にとって、いつも気になっているのが、駅前道路（車道、歩
道）が整備されていないことです。以前車椅子の方が横断歩道から一般歩道に上がれず（段差がある
ため）、信号が変わってしまっていたところに遭遇し、反対側から慌てて渡り、車椅子を押したこと
がありました。僅かな段差や傾斜は健常者でも歩きにくいものです。道を美しく見せるためにも歩道
の拡幅とアーケードの撤去は早い段階で実施していただきたくお願い申し上げます。文化会館につい
ても、新年の三が日は若い人を集める屋外（正面広場）を、バンドコンクールのような一般人を対象
としたイベントなど、多くの人たちに集まってもらえることを考えて開放していただけたら賑やかな
お正月になるのでは？まちを大きくつくり替えるのではなく、整備していく都市計画をお願いします。
（女性/50 代/旧市内）
○嫁いできて 50 年近くが経ちます。大きな変化として感じるのは、周辺の自動車の交通量が増えたこ
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とです。北高前の変形の交差点では人身事故が何度も起きていましたし、学生や児童が事故に巻き込
まれたのも何度も目撃してきました。特に駅から来た日大生や北中生が歩道橋を使わずに向こうへ渡
ろうとすると三つの横断歩道を渡らなければなりません。待つ時間が惜しいのか、車道を斜めに渡る
学生の姿もよく見かけ、危ないと感じます。この春から日大の駅前校舎ができてからは学生の往来も
以前によりも増加しました。そこで提案なのですが、この変形交差点を駅南口のようにスクランブル
交差点にしたらどうでしょうか？それならば学生も１回の待ち時間で反対側へ安全に渡ることがで
きます。児童・学生の身の安全のことを考えれば、いち早い対策が必要だと思います。
（女性/70 代以
上/旧市内）
○老人の多くなったなど地域の東側方面奥にはマンション、アパート、個人住宅が著しく多くなり、近
くに商店も減少し、老人の行動生活環境はますます悪くなっています。文教町二丁目、日大東側の道
路の改善をお願いします。
（女性/70 代以上/北上）
○狭い道路の交通量の多さに歩くのも恐ろしいです。北沢（大場駅から北へ古川橋の間）。
（女性/70 代
以上/中郷）
○三島市内の通りの屋根を外して見通しがよいと思いますけれど、年寄りは暑いときや雨のときは非常
に困ります。屋根を何とかしてください。道路の幅が狭いのですれ違いが困ります。自分は乗ってい
るだけですけれど、若い人には文句を言われます。年寄りを乗せるのが嫌なのでしょうけれど、市内
の道幅をもう一度直してください。
（女性/70 代以上/錦田）
○田町駅から国道１号線までの道は生活道路、通学路として劣悪です。歩道で歩行者はすれ違うことも
できず、どちらかが縁石に乗るか車道に出るかして歩道を譲ります。郵便局の北側に沿う広い道がこ
れと合流する辺りは、右往左往する渋滞の間をすり抜けるように歩き、横断します。この危険な箇所
の角に新しい塀が鋭角に建ち、一層複雑にしています。
（女性/70 代以上/旧市内）
○箱根上り線右車線、東海病院独里夢食堂反対側車線竹やぶ下が、東海道線があり、竹やぶの前の歩道
を一部舗装してくれましたが、雨が降ると水たまりになって池のようになり歩くのに大変です。困り
ます。
（不明/不明/不明）
○加茂インター開通により交通量が増え、スピードを出して危険な運転をする人もいて、大変危ないし
騒音がうるさいです。夕方になると下水道の臭いがして、とても不快です。
（男性/20 代/旧市内）
○三島駅から小田原駅まで通勤していますが（東海道線）、熱海駅から三島駅の間は電車の本数が少な
く不便です。神奈川や東京までもっとスムーズに通勤できれば、三島市の魅力がさらに増すと思うの
ですが…。
（男性/30 代/北上）
○現状、道路（歩道）が不満です。それ以外は普通のレベル。まちが大きくなることは望みません。今
ある自然環境を活かして、気持ちにゆとりが生まれるまちづくりを目指してほしいと思います。（男
性/40 代/旧市内）
○乳母車が安心して通れる道を！道路整備は乳母車の通行にも配慮してほしい。市内の車道、歩道の整
備はかなり進んでありがたいことですが、乳母車が安心して通れる道は非常に少ない。
“子育て支援”
と言われますが、日常の身近な危険が改善されていない。一度乳母車で市内を通行してみてはいかが
でしょう。立派な道路も歩道の段差の大きさ、多さ、また歩道のでこぼこで荒れた側溝の蓋も多く、
“危険”を体感できることと思います。
（男性/60 代/旧市内）
○小さな曲がり角などにあるミラーが斜めになったままで、見えにくい場所が多くあるように感じます。
（女性/40 代/錦田）
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○見晴台地区は北上号も走らず、三島市全体からお荷物扱いというか見捨てられているかのように感じ
ることがあります。地域に郵便局もないし、商業的なものもないのですから、せめて交通だけでも充
実させていただけると嬉しいです。
（女性/40 代/北上）
○三島駅が南北自由に行き来できれば嬉しいです。南口周辺が楽寿園、白滝公園、ゆうゆうホールを活
かし、人が憩い、買い物もできたり、駅前の車道も通りやすいようにしていただきたいです。駅南に
は緑やベンチがあってバス待ちにはとても助かりますが、以前、夜急いでいたところ正面にある噴水
（池？）にはまりそうになりました（これができて間もないころでしたが…また、初めて訪れた方で
ベンチとベンチの間に池などあるとは知らず、つい通りたくなるのでは？）。駅は人が行き交う所で
す。大きな荷物を持った方、高齢者、身体の不自由な方が通りやすいようにお願いしたいです。まち
づくりというとどうも市の中心部という感がありますが、少し外にも目を向けて、駐車場の広い総合
グラウンドや子どもたちが遊べる広場などがあればと思います。大きな総合病院はまちの交通の便の
いい所にあればいいです。病院は遠くまで通うのは大変です。（女性/50 代/北上）
○まちに花が溢れ、川は水がきれいでとても癒される所が多い。ウェルネス三島はとても素晴らし
い！！三島に住んでいてよかったと思えます。三島駅北と駅南の通路がほしい。駅内を通り抜ければ
近いのに、東回り西回りは遠い。駅南はシャッターが降りている店が多く、寂しい気がする。（女性
/50 代/旧市内）
○三島社会保険病院が郊外の山に移り、自動車など自力での移動手段を持てない弱者に、頻繁にないバ
スを待つのは辛いだろうと思います。小回りの効く小型バスを周遊させてあげてはどうですか？三島
駅の北口と南口を結ぶ通路を確保してほしい。（女性/50 代/錦田）
○三島駅南、北はきれいになっています。幸原から上でシニアカーで活動しているので、歩道を通るの
ですが道が狭く、車道との差がありすぎて通れません。いつも裏道を回っています。時間がかかって
困ります。幸原郵便局に行けません。ポストが邪魔です。（女性/70 代以上/北上）
○縦貫道ができて便利になりましたが、騒音、環境に対する排気ガスがとても気になります。防音壁の
設置を強く望みます。また、事故時の車の転落防止柵は必要と思います。側道が三恵台の内へ入り、
住宅地を行き来するように道がつくられていますが、安全・防犯面から考えても通行は中止していた
だきたいです。住民の安全第一でお願いします。
（男性/40 代/錦田）
○１．北上地区では車利用が欠かせないが、車道の設計が非常に危険（県道や国道の管轄かもしれませ
んが）。（１）芙蓉台入口の交差点の複雑さとわかりにくい曲線。（２）芙蓉台は坂が多いのに減速用
の凸起などがない（小型車の暴走）。２．防災マップの震度情報を県発行ではなく市の解析情報を公
開して各戸での防災の一助にするようにされたい。
（男性/70 代以上/北上）
○子どもたちの通学途中の事故がニュースで流れる中、他人事ではないような場所がいくつかあるよう
に感じる。また、歩行者、自転車のマナーも呼びかけたい。商店街に気ままに向かう無料駐車スペー
スがあると嬉しい。公園に行く感覚で源兵衛川を散歩したいな…。（女性/30 代/錦田）
○西地区の歩道の整備が行なわれていないように感じます。段差や側溝の蓋がガタガタしています。栄
町内の道路、歩道の整備をお願いします。（女性/40 代/旧市内）
○北沢のマンションに住む者ですが、最近車の量が非常に増加し、以前はとても静かでしたが、とても
歩行者にとって住みにくい所になりました。一通にするとか何か対策をしてください。いつ後ろから
ぶつけられるか、車に遠慮しながら通勤しています。（女性/60 代/中郷）
○広小路～大社までの大通り、花いっぱいで明るく、とても華やかでホットな気持ちになります。よい
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ですね。小堰の道路はマンションもでき、通行量も多く、見通しも悪い危険な道路で、買収難しいで
しょうが、早い時期の進展を望んでいます。
（女性/70 代以上/北上）
○大社の所から鎧坂までの三島裾野線の道路は拡張されるのでしょうか？されるとしたら時期はいつ
ごろでしょうか？（男性/40 代/旧市内）
○まちが整備されていくのはよいが、一部の地域だけでなく、市全体、どこに行っても安全で、快適な
環境づくりを望みます。安心して歩行、車が走行できるよう生活道路の補修改修、歩道の確保などに
も大切な税金を使ってほしい。
（男性/50 代/錦田）
○市の循環バスの利用者はどの程度いますか？私は安久に住んでいますが、乗っている人を見たことが
一度もありません。空の状態で運行しているのです。ときどき利用する程度くらいでしたら、タクシ
ーくらいにして年間の経費を抑えたらいかかでしょうか？（男性/60 代/中郷）
○混雑時の交通の便、アクセスがあまりよくない。市役所の駐車場が不足していると思います。子宮頚
がんの検診のはがきは忘れていたりするのでとても嬉しいです（同じ年の友人は届いていないと聞き
ました）。以前、夜間？休日？の広小路駅近くの病院に行ったとき、病院の先生の対応が悪くて残念
でした。関係なかったらごめんなさい。封筒にノリ（テープ？）がついていなくて投函が面倒でした。
（女性/20 代/中郷）
○新幹線口の渋滞がひどい（特に雨の日の通勤時間）。マナーも悪いので、いつか大きな事故が起こり
そうなので改善してください。新幹線口のロータリーの桜の枝が車の交通の妨げになっています。ト
ラックなど車高のある車が通り、折れているところを見たことがあります。改善してください。図書
館の駐車場の警備員、仕事熱心な方もいるがマナー、態度の悪い方もいる。３年くらい前に、いつも
平面に停めるので平面に停めようとしたら「地下へ行け」と言われ、「地下は無理です」と言ったら
「車検証見せろ！！」と言われ、怖い思いをした。タバコを吸っている人もいるので、キチンとした
人がいいので改善してください。旅行先などでスタンプラリーや宝探しゲームなどをするのが好きな
ので、三島でもあれば散歩の楽しみが増えていいと思います。寺めぐり、うなぎ店めぐりなどいろい
ろなものがあれば。道の駅のスタンプＭＡＰ本などのようにしたら、知らない所とかもたくさんめぐ
れそう。（女性/30 代/北上）
○要望。１）循環道の加茂インターへ乗るまでの案内標識を大幅に増やしてほしい。２）三嶋大社東側
の押しボタン信号の北へ抜ける（ＪＡ大社店）道路ですが狭くて、交通量が多く、ボタン信号の所は
事故が多発していますが、対策を施してください。
（女性/60 代/旧市内）
○二日町、大場駅の中間に無人駅でもよいので新設をお願いします。
（女性/70 代以上/中郷）
○三島駅の北口と南口が繋がっていないのは非常に不満です。早期に解決してもらいたい。さらに三島
は細い道が多く、車が非常に走りにくい。そして店舗などに入るときの段差が高すぎることも不満で
す。駐車場も停めにくい所が多いですし、車への対策が今まで住んできた、行ったことのあるまちの
中でも最低レベルだと思います。車は現代生活において欠かすことのできないものだと思いますので、
市としても駐車場や道路の整備といった対策をしっかり取ってもらいたいと強く思います。
（男性/20
代/旧市内）
○三島信用金庫三島谷田支店の信号ができ、朝夕渋滞するが、信号がないときと比べるとかなりスムー
ズになりよかったです。歩行者に目を向けると、北に向かって西側に歩行スペースがほとんどないに
もかかわらず、歩く人が目立つ。車が信号で待っているときはいいが、信号が青のときはかなり神経
を使う。完成してから歩くときは警察官舎の前の横断歩道を渡って歩道を進むのが一般的と考えてつ
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くられたと思われるが、この横断歩道は車がなかなか停まってくれないのが現状です。歩行者用に旗
を置いてもいいのではと思います。
（男性/30 代/錦田）
○15 年前まで沼津市に住んでいました。そのころから三島というと大社とか楽寿園などの古きよきもの
がある印象でした。三島に住み始めて街中にもせせらぎがあり、子どもが小さいころはよく水遊びを
しました。ベビーカーや自転車でいろいろな公園に行ってみたり、お友達とピクニックをしたり。今
は高校生と小学生の子どもたちですが、三島の伝統のしゃぎりもやっています。沼津にいたころに三
島の夏祭りを楽しんだお客さん気分から、参加者になって楽しい夜を過ごしています。何かと厳しい
時代ですが、このまま住みやすい三島であってほしいと思います。駅の近くで働いていますが、南北
通路がないことを観光客の方々からお叱りを受けています。
（女性/40 代/旧市内）
○伊豆縦貫道やかわせみトンネルができたことで交通面では便利になったと思う。夕方、三島駅南口で
地べたに座り込んでいる高校生がたくさんいたのを見たことがあるが、個人のモラルの問題もあると
思うが見た目が悪い。もう少し工夫したほうがよいのでは？ゆうゆうホールで歌手などのコンサート
をやっているが、日時があまり知られていない（気が付いたら過ぎている）。地方税が少し高いと思
う。（男性/20 代/北上）
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教育・文化・スポーツ

○県内の市で三島が唯一ちゃんとした野球場がないと思います。三島市に総合運動場を一刻も早くつく
ってほしいと思っています。東部は中部、西部にくらべてスポーツが弱くなっていると思います。三
島が先頭をきって東部地区を引っ張っていけるよう、総合運動場をつくってほしいです。スポーツを
通じて子どもの育成ができることを願っています。
（男性/40 代/中郷）
○市民が利用できるスポーツ設備（温水プール、トレーニングルームなど）を充実してほしい。団塊の
世代を利用した取り組みを計画したらいかがでしょうか。（男性/60 代/北上）
○歩行者、自転車、子ども、老人に優しいまち。車には安全運転を促すまちづくりを希望します。また、
三島には日大、順天堂大学、東レ研修センターなど学術集会に適した設備が多いですね。これと三島
市の公会堂をあわせて各種の学術集会に利用していただけるとよいと思います。
（男性/60 代/北上）
○まちづくりと言えるかどうかわかりませんが市立小学校、中学校の意味のない２学期制をやめて元通
り３学期制に戻していただきたいです。
（女性/40 代/旧市内）
○30～40 代で素人によるサッカーチーム（フットサル）があったら活動したい。他チームと試合をする
のではなく、自分たちで試合や交流を楽しみたい。婚活を支援してくれる何かがあると嬉しい。介護
職の給料を上げてほしい。
（男性/50 代/錦田）
○箱根西麓の環境整備。新幹線利用と東名取付バイパスの開通に伴い、健幸都市宣言をしたことにより、
ナショナルスポーツトレーニングセンター（選手強化のため）の施設の誘致と周辺整備（観光を含む）
。
（男性/60 代/中郷）
○市民の健康増進のため、スポーツ施設や手軽に利用できる広場・公園の充実をお願いします。（男性
/70 代以上/北上）
○デパートやショッピングモールを誘致してほしい。20～40 代に購買層が多いと思います。三島北高を
全国有数の進学校にしてほしい。それにより教育レベルの向上にもつながる。（男性/30 代/旧市内）
○利用者の少ない地区循環バス、函南、清水、長泉など相互乗り入れ（健康診断を含む）を可能にし、
買い物、他の交通への乗り換えなど利便性を高められないか。また、人口減を目前に市の債務削減行
程表はあるのか？事業仕訳などで検討を。民生委員の充実（増員）を…敬老祝賀会は学校内で開催し、
不参加者には民生委員が祝金を届けられるようにし、年１回は担当委員の顔が見られるようにしてほ
しい。史跡、景勝地方面にミニ路線（循環）バスの運行（内・外回り）。例：三島駅⇔楽寿園⇔三嶋
大社⇔温水池⇔柿田川湧水⇔源兵衛川⇔三島駅はできないか（財政問題と観光強化の兼ね合い）。防
災ラジオ放送はしたことがあるのか？（男性/70 代以上/中郷）
○学校教育のレベルアップに取り組んでほしい。神奈川県内の塾に通う小学生がいたり、新幹線通学を
する小中学生がいる現実を直視すべき。それだけでなく、夜遅くまで進学塾に通う中高生がいること
も問題だと思う。私は神奈川出身ですが、そこまでしなくても皆さんそこそこの高校や大学に進学で
きていますよ。障害児教育（特に知的）にいたっては論外。核となり得るきちんとした医学的知識を
持った人を招くべき。（男性/40 代/北上）
○大学生のマナーの悪さが目につきます。平気でごみを捨てる、自転車もルールを守らない。大学生に
限らないかもしれないが、目にすることが多い。あと、歩きたばこの人がまだまだいる。歩きたばこ
禁止をもっと徹底してほしい。幼稚園、小学校の連携が取れていないように思う。横のつながりをも
う少し見直してほしい。
（女性/30 代/北上）

89

○スポーツ施設がもっと充実してほしい。商業施設がもう少し増えてほしい。（女性/30 代/北上）
○子どもの通う学校の教室にあるオルガンが調子悪く、弾いていると中で音が変わってしまうようです。
また、英語教育にももう少し力を入れてほしいです（都市基準も結構ですが、それよりも先に教育に
関する設備の充実を優先してもらいたい）。我が家は母子家庭なのですが、両親と同居中です。税金
は親世帯と私世帯と別々に払っていますが、いざ支援を受けるため手続きに行くと、同居家族がいる
ため受けられない場面が多々ありました。不平等感をこのときほど感じたことはありません。（女性
/40 代/錦田）
○ごみの量の削減のために富士市で行なわれているような衣類などの回収をしたらどうか？（リサイク
ル業者に売る、海外へ送る）建て替えした小学校や幼稚園では最新設備が整っているが、古い建物や
設備の学校とで学習環境などで差が大きいと思うので、各学校などの要望を聞き入れて改善してほし
い（真夏の暑さ対策（扇風機など））
。近くに小学校の子どもが遊べる場所がないので、南二日町グラ
ウンドなどで開放する日をつくるなどして、子どもたちが思い切り遊べる場所がほしい。各地域でど
のような活動をやっているかなどを広報で紹介するなどし、その地域に住む人に関心を持ってもらえ
るようにする。夏の節電対策に公共の施設の開放や市民プールなどの利用料金を割引したり、生涯学
習センターのイベントの充実。
（女性/40 代/旧市内）
○美術館、図書館をイメージすると「静寂」「文化」「癒し」「非現実」「空間の広がり」「エネルギー」
です。三島生涯学習センターに入った途端、なぜかがっかりします。
（女性/60 代/旧市内）
○これからの時期、蛍が飛んだり富士山の雪解け水で川が溢れるほどきれいな水で満たされたり、その
上を通る風の心地よさ。公園の遊具などをもっと充実させて、小さな子どもたちがお母さんとゆっく
り遊べるような場所を増やしてほしいです。小学校、中学校の先生方は仕事内容が多く、行事などい
ろいろ仕事も増え、ＰＴＡとの交流などもあるので、もっとゆとりを持って授業に力を入れられるよ
うに、補佐的な業務をする、専門の職をやってくれるような市からの事務員をもっと増やして、職員
室の兼務をやってもらったほうがよい。自分がいろいろ役をやったとき、夜 19 時の会合に昼間授業
で忙しい先生方が出て一緒に広報の仕事をやったり…。そういう仕事は事務員の方がやればいいと思
う。昔と違って今は“いじめ”など、深い問題が多い時代、先生方は大変である。だからもっと協力
してあげたいと思った。
（女性/50 代/旧市内）
○三島市の南部に第二体育館を建設してほしいです。東レもあり、バレーボール人口が多いことを活か
したスポーツ振興のまちづくりをすべきと思います。（男性/40 代/旧市内）
○成人向けの雑誌がコンビニ内で堂々と並べて販売されており、青少年育成のためにも廃止すべきであ
る。または別にコーナーを設けるなど考慮すべきである。三嶋大社周辺を江戸時代のようなまちづく
りにし、観光客を取り込み、商店街をもっと発展させて、三島市全体の商業発展を目指す。三島市中
島地区に居住しておりますが、台風が来ると水害に遭うお宅が数軒あります。水害から守られるよう
にポンプの設置をお願いしたい。（男性/40 代/中郷）
○屋根付きのフットサルコートをつくってほしい。
（男性/40 代/錦田）
○何でも行政にお願いするのではなく、行政にお願いしないとできないことと私たち（市民）一人一人
がやるべきことをしっかり自覚し、市民の思い出もある、誰もが「生まれて育って暮らしてよかった
と幸せを実感できる三島」を私も望みます。そのためには日ごろの自覚と子どものときからの三島を
愛する教育（家庭、学校他）が必要だと思います。
（男性/50 代/錦田）
○本町および大社周辺の道路整備は充実しているが、それが逆に違法駐車できる環境になっている。ま
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た、三島駅南口周辺の駐車が多い。しかし警察が人がいないｅｔｃの理由で、取り締まりが三島は甘
い（警察官に声をかけたら人がいないと言われ、ショックを受けました）。ということはこれ以上の
進展がないと感じました。我々サラリーマンも人員が少ない中仕事をしているのに、警察官（公務員）
が人がいないと声に出して言うなんて資格がない。税金の無駄遣いである。もっと真剣にやってもら
いたい。また、日の出町土手沿いの雑草の刈り取りが定期的に行なわれないので、事故に遭遇するケ
ースが多い（市営アパート沿い）。（男性/50 代/旧市内）
○佐野美術館は集客力もあり三島市の宝なので、市が資金を入れて新しく建て替えをして宝を活かして
ほしい。資料館は集客力もなく地味なので、佐野美術館を新築し、その中に入れたらいかが…。佐野
美術館のみすぼらしさは三島市の恥です。もったいないよ。東京の美術館の素晴らしさを取り入れて
すてきにしたら、三島市にとって有益だと思います。三信～プラザホテル～佐野美の美術めぐりはす
てきです。
（女性/50 代/旧市内）
○長伏公園、長伏プールの充実をお願いします。アスレチックなど増設、プールにすべり台設置など。
函南町の柏谷公園のような広い敷地の芝生の整備。なぜ南高跡地にはサッカー場・野球場しかないの
ですか？バスケットコート・テニスコートをほしいと思っている人もいると思うのですが…。テニス
コートが駄目なら壁打ちのできる場所があれば…。
（男性/40 代/中郷）
○近所の幼稚園は２年、他の所はほぼ３年、同じ三島に住んでいるのに不公平に思います。
（男性/50 代
/中郷）
○幼稚園の３歳児保育の充実（３歳児保育が少ない）。幼稚園の給食化。幼稚園での活動服（体操着）
を取り入れてほしい。（女性/30 代/錦田）
○下の子が東幼稚園に通っていますが、毎年のように（１クラスに対しての）先生の数を増やしてほし
いと他のお母さんたちと話が出ます。市のほうでもご存知かと思いますが、先生たちが目の届かない
所で子どもの頭を切ってしまったケガが起きています。大事故に繋がる前に、１人でも２人でもいて
くれたらと思います。今いる先生方もとても懸命にやってくれているのに、何かあれば先生方の責任
になってしまい気の毒です。早急に対処してほしいと思います。
（女性/30 代/旧市内）

91

４

健康・医療・福祉

○24 時間 365 日受診可能な総合病院（大学並み）が三島市にもほしいです。何とかしてください！（男
性/30 代/中郷）
○バリアフリーの整備（男性/40 代/旧市内）
○三島駅南北自由通路の設置。公共施設の充実（広いプール、公園）。また、三島社会保険病院の先生
の質の向上（技術とサービス面）。２回診察してもらったが、２回とも原因を特定できず他の病院に
行ったらすぐに原因がわかった。皮膚科でした。また、待ち時間が長すぎる。（男性/50 代/旧市内）
○財政をしっかり見直し、無駄な支出をしないようにしてほしい。新しいことばかり考えないで、古い
ものも使えるものは使う。保障（社会）などの応分の負担を老人もしていい。若い人たちが安心で暮
らせるようにしてほしい。市役所の人員も削減して無駄な分野は廃止して健全財政をしてください。
厳しくいえば市のやることは無駄なこと。危機管理が不足していると思うことが多々あります。追伸、
安全がわかればがれきも受け入れるべきと思う。日本中で助け合うべき。
（男性/70 代以上/北上）
○約 10 年前に怪我により障害者になりました。リハビリも兼ねて、また周りの方からの勧めもあって
デイサービスに参加していました。ところが、デイサービスの職員が平等な対応ではなく大変遺憾に
感じ行かなくなりました。本来ですとデイサービスに行ったほうがいろいろな意味で刺激になってよ
いのですが、別のデイサービスへ移動しても、その職員が移動してきたので結局行かなくなりました。
別の所への移動も考えましたが、こちらからの申し込みが必要とのことで正直よくわからず、そのま
まになり現在どこのデイサービスにも参加していません。上記のことは昨年も書かせていただいたの
ですが、全く変化はありません。アンケートを毎年出しているのにもかかわらず全く変化がないこの
行動は何を意味し、何のためにしているのか全くわかりません。高齢者は自分の考えを持っています。
アンケートを書かせるのであればそれなりの結果をお願いいたします。※変化がない以上来年からの
アンケートは提出しません。（男性/70 代以上/錦田）
○健康福祉⑦障害のある人への支援。私は重度身体障害者で苦痛と歩行体不自由の生活状態です。年１
回６月 15,000-援護金、保険医療は月１院 500 以上です。援助除外の治療費も援助してください。障
害年金 99 万？特別障害手当 31？と重度障害者同じ差が多く不公平行政です。障害者予算を増すべき
です。老人福祉は多いでしょう。何人も祝金 5,000-多くの老人関係会は多額の補助金が出ています。
多くの老人は皆金持で旅行、食べ歩き、ぜいたくに家族で祝いをしています。真に困って感謝の心で
受ける老人に多く支援する福祉が大切です。老人予算を削り障害者福祉に出すべきです。
（男性/70 代
以上/旧市内）
○育児支援の拡充とてもありがたいです。（女性/30 代/中郷）
○市役所や図書館の駐車場が狭すぎていつも不便を感じています。図書館に行ってもゆっくりすること
もできず、心の栄養を求めて行きますが、なんとなくそそくさとしてしまいます。三島駅の南口もや
はり手を入れるならもう少しきっちりと手を入れたほうがよいのではないでしょうか。池もよどんで
いて汚い。全てが中途半端な状態のように思います。つめが甘いと思います。北口の駐車場の料金が
高すぎると思います。がれきの処理も三島市はまず第一に手をあげてほしかった。子どもの医療は１
回 500 円なんて言わないで無料にしてください。長泉町は充実しています。だからよい病院もいっぱ
いあって子育てにはとてもよいまちです。見習ってください。最後になりましたがつい先日朝６時ご
ろ主人が具合が悪く救急車をお願いしました。その救急隊の人々の優しさと態度のよさに初めての経
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験でしたが頭がさがりました。直接私のほうからお礼をいうわけにはいきませんので一市民の心をお
伝えすることができたら嬉しいと思います。
（女性/60 代/北上）
○私は 65 歳ですがこれから年老いる人が多くなることでしょう。やはり保健や医療と年金です。楽し
い毎日であるようにしてほしいです。三島のまちはすごく寂しいです。もっと活気があふれるまちに
してほしいです。団地だからお店がない、年老は大変です。歩いて行くと 30 分以上かかります。夏
は大変です。バスは少ないです。70～80 歳になったらどうしよう。（女性/60 代/錦田）
○介護サービス、保険の充実。通学路の拡張など安全対策。
（男性/50 代/中郷）
○三島市のためにありがとうございます。高齢化が進んでくることに不安を感じています。将来年を重
ねた人々が安心して生活していける場所をたくさんつくっていただきたいです。同じことの繰り返し
ですが、若い人たちに大変な思いをさせたくありません。安心して老後を過ごしたいです。お金の心
配ないところ、年金だけで生活させていただけたら嬉しいです。助け合って生活できるような所があ
ると嬉しいです。ありがとうございます。（女性/60 代/旧市内）
○もう少し国民年金の金額があると心が豊かになると思う。
（女性/60 代/錦田）
○高齢化対策をしっかりすることで医療費（国保）を抑えることができると、市の財政が少しは楽にな
り、明るいまちづくりにつながると思います。高齢化対策の一環に“食育”を上手に取り入れると、
一石三鳥の効果が望めると思います。箱根山麓の農地で採れる農作物を、みしまコロッケだけでなく、
もっとよいアイデアでいろいろつくりだし、観光と年寄りの生きがい＆健康、体力増進といろいろリ
ンクさせていくとよいと思います。合併は反対です。それぞれの市町村の特徴が失われる可能性があ
るので、お互いに共存共栄の考えで、協力できる所は協力し合う基本姿勢（市政）がＢｅｓｔ。大社
のお祭り、しゃぎりの文化を発信させ、“文化都市”のイメージづくりも大切。水の都が定着してき
ているので、わかりやすいお祭りから、しゃぎりをＰＲしつつ、市民意識も変えていけるとよいです
ね。の～んびりとして活気がないようだけれど（そこが私は大好きです）、そこをプラスに転化して、
“癒しのまち”三島のイメージもこれから有効かもですね。
（女性/60 代/北上）
○世帯主 65 歳以上の夫婦で年金生活している人たちに、バリアフリーの２ＬＤＫぐらいの市営住宅、
歩いて近くのスーパーでお買い物ができるアパートをもっと建ててほしいです。
（女性/60 代/中郷）
○障害者の支援充実を一層やっていただきたい。高齢者ひとり暮らしの住宅の充実。
（男性/60 代/旧市
内）
○遊歩道作成。ウォーキングコース、大場川の上下流にうまく使う。
（男性/60 代/旧市内）
○都市計画道路の整備、進捗が遅い。清水町、裾野市と違い、医療関係が遅れている（金がかかる）
。
（男
性/70 代以上/中郷）
○子どもの予防接種で、市外で受ける場合“依頼書”が要りますが、それはなくしてほしいと思います。
１月に市外から越してきましたが、かかりつけの病院はそのままだけど予防接種でいちいち保健セン
ターに行くのは面倒だし、そのようなことを他の市町村でもやっているのでしょうか？あと、ごみの
分別。長泉、沼津は細かく分別していますが、三島はほとんど一緒ですね。便利でいいけど、越して
きて、こんなに全部同じごみでいいのか初めはすごく困惑しました。
（女性/20 代/北上）
○子育て支援の充実や街中の活性化はすごく評価できると思う反面、中郷方面が何も変化がなくて寂し
い感じがする。中郷文化プラザに支援センターや生涯学習センターのような遊び場があればよい。街
中にいろいろな施設を充実させるのであれば、車で利用しなければいけない人のために駐車場をもっ
と充実させるべき。本町タワーの支援センター利用の駐車場の有料も？と思う。土日の生涯学習セン
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ターの駐車場待ちがひどい。結局、徒歩や自転車で利用できる人たちだけ便利な感じがする。利用し
たくてもできないようになっている。（女性/30 代/中郷）
○これからの若い人たちに負担をかけないよう、要介護の人を減らすことに取り組んでください。中央
町に街中ほっとサロンができてよかったです。利用したいです。
（女性/60 代/旧市内）
○家族の健康と障害者への支援、子育て支援など地域でできることの充実を図る。（女性/70 代以上/北
上）
○結婚して御殿場から三島に来ました。新幹線も停まるので都会というイメージが強かったですが、住
んでみると水もきれいで自然も多く、思っていたよりも過ごしやすい所だと実感しています。子ども
も産まれ、育児サポートもたくさんあり、大変感謝しています。ただ、子どもを連れて散歩して見る
と、歩道のスペースが狭くてベビーカーで通れない道が多かったり、歩道が側溝の蓋でデコボコして
いたり、歩道橋に坂道のスロープがなかったりと不便な思いをしたことがあります。恐らく車椅子の
方も同じような経験をしていると思います。もう少し歩行者に優しい環境があると嬉しいです。また、
小学校や中学校の通学路についても、最近嫌なニュースが多く、道が入り組んでいる三島にも同じよ
うなことが起きるのではという不安も感じています。道路が整備されていく上で通学路の見直しも併
せて進めていただけると大変ありがたいです。長々と意見を述べさせていただきましたが、三島のさ
らなる発展を楽しみにしております。よろしくお願いします。（女性/30 代/錦田）
○子ども医療費についての取り組みは非常によいと思います。できれば長泉町レベルまで頑張ってほし
いです。住民票の発行は沼津市のように自動発行機を導入できないでしょうか。またはネットで発行
手続きを行ない、土日に市役所に取りに行くというようなことができるとよいです。
（男性/40 代/北
上）
○視覚障害者のために道路などの段差をなくし、標識をもう少しわかりやすくしてほしい。
（女性/60 代
/北上）
○個人的なものになりますが、介護の認定のある人だけのサービスはありますが、80 歳という高齢にな
りますと、１人家にこもりがちで友人との交流もなく、寂しく過ごす毎日です。月に一度、または２
か月に一度でも地域の人たちと交流の場がほしいと思います。北上公民館があった折は大変幸せでし
た。今は遠くて、年齢のせいでしょうか。（女性/70 代以上/北上）
○三島病院が遠くなって困ります。前の所で何故できなかったのですか。駐車場は地下にでもすればよ
かったと思いますが？あんな遠い所へ…老人は困ります。三島市が寂れたのはこういうこともあると
思います。もっと若い人たちも三島のまちを歩いて見てはよいのでは…歩いているのは年寄りだけで
す。（女性/70 代以上/錦田）
○子どもと散歩したいけれど、歩きやすい歩道が近所にないし公園も少ない。小児科も全然ないから、
いつも困っている。中郷地区をもっと充実させてほしい。（男性/30 代/中郷）
○三島市は子育てには不向きなまちだと思います。近隣の市町では子育て医療に力を入れていますが、
三島は同じようにはできないのでしょうか？子どもの予防接種はかかりつけ医院に行ないたいので
すが、三島は他の市町にて行なう場合、保健センターへ出向かなければならず、ヒブ、肺炎球菌につ
いては三島市内の医療機関のみ可ということがとても不便です。医者も役所の方々もサービス業だと
思うので、利用者の立場になり、行政を行なっていただきたいと切に願います。
（男性/40 代/不明）
○最近生活保護の不正受給が問題となっていますが、保育所についても真に必要な人が困らないように
お願いしたい。一時保育の拡充など、さらなる子育て支援を希望します。高級車に乗りたいから、仕
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事が好きだからなどの理由による子育て放棄をする者のための保育所にしないでください。
（男性/50
代/不明）
○子どもたちと高齢者の係わっていける所ができたらと思っています。私も保育園（託児所）をやって
いるので強く感じます。三島の街路樹の下にあるお花がとても美しいです。他の市や県から来た人た
ちにも見せて楽しんでもらっています。三島の水辺もとても素敵です。これからも全国の方に見てい
ただきたいです。やすらぎと優しさのある市にこれからもなれるよう、皆で頑張っていきたいで
す！！（男性/60 代/錦田）
○三島社会保険病院の継続と充実。家畜の糞尿処理の整備（夜間悪臭がする）。（男性/70 代以上/錦田）
○お年寄りが増加しているので、リハビリセンターや大学病院などがあったらよいと思います。また、
国民年金でも入居できるような老人ホームもあればよいと思います。年に２回くらい、粗大ごみの日
を設け、車で運べない大きなごみを集めてほしいです。沼津市との合併には反対します。
（女性/20 代
/中郷）
○市外で暮らしたこともありますが、故郷ですから居心地がいいです。この地域は住環境が整い、交通
の便もよくて家族共々楽しく暮らしております。福祉もまずまずですが、若年層の減少が気がかりで
す。ここ旭ヶ丘でも H22 年生まれの子が７人と聞きました。子育て支援頑張ってください。
（女性/70
代以上/錦田）
○街並みが美しくなった（お花、看板など）。地域で気安く健康維持のための体操などがあればいいな
あと思います。
（女性/70 代以上/旧市内）
○せせらぎ以外にも細くてきれいな川があるので、その整備なども将来はすればよいと思います。中心
部にも眼科医さんがいるとよいです。（男性/40 代/旧市内）
○長泉町のように中学生まで子どもの医療費なしなど、人が住みたいと思えるまちづくりをして、もっ
と人を呼び込んで活気のあるまちづくりを目指してほしい。
（男性/40 代/北上）
○長年住んでいて、住みやすい市（まち）であると思います。子育て支援の方面で保育園不足がよく取
り上げられていますが、なるべく母親がみることができるようにしてほしいと思っております。また、
育児で悩む母親の相談できる体制をもっとつくっていただきたく思います。いつもありがとうござい
ます。よろしくお願いします。
（男性/50 代/旧市内）
○東北の震災のがれきの受け入れの件ですが、「環境と食を大切に」と掲げているのに、受け入れる対
策は完璧ですか。かなり空気を汚すとなれば、水や森林の影響はと考えると不安です。よい意味で受
け入れ後の体制は万全でないと、人々は住みにくいまちと思うでしょう。市政の取り組みに反発はし
ません。一生懸命にやってくださっています。ただ、物事をあれこれ変えたり、やめたりすると私た
ちは戸惑います。特に子育て中ですので、子どもに関することは、市役所や保健センターで「それは
やっていません」と淡々と言われると、相談しなければ、聞かなければと思うことがときどきありま
す。三島市がさらに向上したまちになればと願っています。
（女性/30 代/旧市内）
○男性の育児休業に対して補助金制度など子育て支援は充実していると思いますが、介護支援に対して
の制度が不足していると感じます。高齢化が進み、介護を必要としている人が増え、主に介護をする
人の負担（精神的、肉体的）が大きく、家族（男性）の手助けが必要不可欠です。現状では介護のた
めの休業をとることはできない状態です。補助制度などできてくると少し改善できるのではないでし
ょうか？子育ては成長して喜びがあります。介護は先の見えない、とても長い期間になる場合もあり
ます。デイサービス、施設利用とよくなっていますが…介護負担で悩んでいる人も多いと思います。
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一日も早い対応を期待しています。
（女性/40 代/錦田）
○私は利用していないが（今は）100 円バス、御園は通らないので下松本まで歩いていって利用してい
るという人もいた。御園まで来てくれるいいかも（利用者がいないのかな）。私は身体障害者なので
市には大変お世話になっています。もともと健康だったのが私が 41 歳のとき、義母が突然脳梗塞で
倒れ半身不随となり、約 20 年世話をしなければいけない生活となり、その間重度の精薄の義妹の世
話、そのうち義父の世話、１人で３人をみることになった。自分が壊れていくのがわかった。１日の
休みもない生活、デイサービスも途中から始まったが、義父が何もできないのにそんな所に行っても
しょうがないと明治生まれは頑固だった。その挙句が自分の心臓を悪くしてしまった。こんなとき市
に相談すればよかったのかな。今は自分で全部背負わなければよかったと思う。弱者の救済も大切で
あるが、四六時中お世話する人に、たまにはのんびり、家のことなど気にせず１日休養が取れるよう
になればと、私の経験から思う（今はいろいろよくなってきているようですが）。これからお世話に
なりますが、自分のできることは自分でやろうと思っています。
（女性/70 代以上/中郷）
○子育て支援をぜひとも頑張ってほしいです。経済的にも環境的にも支援、協力していただきたいです。
家庭内にゆとりができてこないとまちづくりに目はなかなか向きません。勝手なことを言いましたが、
一市民の声として書かせていただきました。頑張ってください。よろしくお願いします。
（男性/30 代
/旧市内）
○高齢化、少子化の現代。福祉、教育、文化、人間に焦点をあてた市政を、これからもよろしくお願い
します。（男性/60 代/北上）
○夜間・休日の医療がもう少し充実するとよいかな？と思います。月～金で仕事をしているとどうして
も土日に病院に行くことになってしまい、納得できる医療が受けられないことが多々あるので…。み
しまコロッケなどの食育に力を入れていて嬉しいです。もっとイベントがあるとさらに嬉しいです。
というか市が盛り上がるし、いいなと思います。
（女性/20 代/中郷）
○銀杏が落ちる時期の日大大通りの清掃をしてほしい。医療費を高校生まで１回 500 円にしてほしい。
（女性/30 代/北上）
○低所得者や障害のある人が、老後安心して暮らせるための施設、住宅、医療の充実。（女性/50 代/そ
の他）
○障害者施設の充実を図っていただきたい。親亡き後の障害者の受け入れ体制を市の運営で確保してい
ただきたい。（女性/50 代/錦田）
○子どもに関することをもっと整備してほしい。０歳～中学校卒業までで、教育、福祉など子どもを育
てやすく、安心して生活していける環境を整えてほしい。家族全員が幸福に人生を過ごしていけるよ
うなまちにしてほしい。
（男性/30 代/錦田）
○歩道をもっと広くしてほしいです。整備の整った公園をたくさん増やしてほしいです。子育てのしや
すいまちづくりを期待しています。よろしくお願いします。
（男性/40 代/錦田）
○子どものフッ素塗布してほしい。支援センターをもっと増やしてほしい。幼稚園、保育園がいっぱい
で入れないことがあるし、校区が決まっていないので困る。初めて幼稚園に入れる親はお知らせとか
が来ないので全然わからない。
（女性/20 代/中郷）
○今年４歳になる息子が一人います。しかし知的障害（自閉症）、シングルマザーの私は相談する場所
がありません。相談したい人は医療の先生ではなく、障害者を育ててきたお母さんたちです。三島に
たんぽぽ教室があると聞き、一度行きましたが、子どもの遊ぶ場としてはよいと思いますが、沼津市
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にはお母さん同士が話し合い、教え合える場所があると聞きました（沼津市総合庁舎）。同じ年ごろ
の障害児のお母さんたちの慰め会のようなものではなく、障害児を育て、その障害児が大人になるま
で、そして大人になってからの話が聞けたら、私も将来や未来が見えてくるような気がします。三島
市にはそのような施設はあるのでしょうか。あるならもっと広めてほしいですし、ないようだったら
つくっていただけたらと思います。経費がかかるかもしれませんが、障害児を抱えている親はわかっ
てもらえる人に相談し、安心感を求めています。よろしくお願いします。
（女性/20 代/北上）
○自営業の人（国健保）が健康診断を受けやすいよう、案内や助成などしてほしい。
（女性/30 代/錦田）
○子どもを授かり５年目です。２人目がほしいですが、上の子とずっと一緒にいて、面倒をみてくれる
人がいません。主人は帰りが 24 時とかだし、実家の母親は体調がよくなくって。もっと子どもを産
めるようにサポートしてほしいです。母子入院でお産ができる産婦人科を。上の子もストレスになら
ずに、家族の増える喜びに変えてあげたいです。しかしなかなか２人目が授からないし…トホホ。乱
筆乱文でごめんなさい。
（女性/30 代/錦田）
○手話通訳者の市役所内設置。手話を必要とする聴覚障害者が市役所に行き、相談、申請をするために
は筆談では限界があります。やはり手話通訳者を市役所内に設置してほしい。また、現在藤代町に住
んでいますが、コミュニティバスが他地区と違い、200 円となっている。100 円にしてほしい（他地
区と同額）
。また、夕方 17～19 時の帰宅時間帯にもコミュニティバスを走らせてほしい。
（女性/50 代
/中郷）
○救急に電話したときの対応があまりよくなく…ちょっとがっかりしました！！（男性/40 代/錦田）
○30 歳過ぎの女性検診にマンモグラフィ－を受けられるようにしてほしい。道路に出っ張っている電柱
を地下に（加屋町地区にたくさんあります）。特にテヤンさんからあさきさんへの南北道路。三島市
役所の駐車スペースを広げてください。新しい私道、市道の勘違いトラブルの回避を市でお願いしま
す。車が来てもどかない、広がって遊んでいるなど…。三好町から南下、突き当り国一の一光右横の
歩行者信号が建物で見えなくなってしまった。楽寿園をもっときれいに！斬新なアイデア、三島らし
さを（ラッキーも見たい）
。（女性/30 代/旧市内）
○メディカルセンターで検査を行った際、待合室から目につく所に個人のカルテ？（過去のもの？）が
積んであり、非常に驚きました。廃棄前だったかもしれませんが、個人情報の管理としてはいかがで
しょうか…。（女性/30 代/旧市内）
○私は２人の子どもを持つ母です。夫婦共働きで、周りに頼る人はいません。子どもが小学校に上がる
と学童は 18 時まで、仕事をフルに行っていると迎えに行けません。仕事を辞めると生活が苦しくな
ってしまいます。就学未満への子どもまでは何かと対策はあるのに、小学校に上がった途端何もなく
なり困っています。もっと、せめて小学校３年生までの手厚い対策はないのでしょうか？私が知らな
いだけなら、もっとわかりやすいようにしてもらいたいです。（女性/30 代/北上）
○健康センターがもう少し安く利用できると、利用しやすいと思います。それから今年４月から健康セ
ンターもシンコースポーツが指定管理者になったので、体育館と連携して何か企画して健康増進のス
ポーツや体操教室などをやったらどうでしょうか？（女性/50 代/旧市内）
○婦人科検診について。乳がん検診の年齢を 30 歳からにしてほしいです。
（女性/30 代/錦田）
○三島市だけでなく「子育て」をフォローしてくれるシステムが数年前から全国的に広がっています。
実際、子どもの数も減っているわけだから仕方ないといえばそれまでですが、我が家のように一番上
22 歳、一番下小４まで計４人の娘を育てて、まともに支援を受けたのは一番下のみという家庭は、ち
97

ょっと今の手厚い支援に素直に喜べません。若い夫婦は手当を使い遊びに行き、大きな車も持ってい
るのに、子どもの多い家庭はその人数分子ども会役員、学校委員に追われ、金銭的にもきついことが
たくさんありました。何か素直に子育てについて（金）微笑めない状態です。駅、公園にあるモニュ
メント的なものにお金をかけずに、プール使用券（楽寿園、佐野美術館）を広告につけたりして、市
民が「嬉しい」と思うことにお金を使ってほしい。「みしまコロッケ」なんて言ってテレビとかイベ
ントに出ているが、実際市民はそんなにこだわっていない。これって半分嘘、やらせっぽくて嫌。
（女
性/40 代/中郷）
○個人的な希望で申し訳ないですが、月に１～２回、ウォーキングで三嶋大社、佐野美術館などに行き
ます。休憩を兼ねてのお茶やランチなどが楽しみですが、30 年近く住みながら、あまり三島を知らな
いことに気が付きました。市内の名所などを目指して歩けるコースマップ（２時間くらい～１日コー
スで）があると嬉しいなと思っています。もちろんお店も。
（女性/50 代/錦田）
○青少年の育成・子育て支援など少しずつ環境が整えられていますが、反面、公立幼稚園の閉鎖などま
だまだ子育てに不安があります。私の娘は、自分の子どもは公立幼稚園に入れ、のびのび遊ばせたい
と考えていましたが、大場幼稚園がどうなるのかわからないと困っております。有料でもよいので園
バスを設置するなど、親の負担（送り迎え）が少なく通えるようお考えいただけると嬉しいです。手
ごろな広さの緑地公園の設置と有事の際の避難建物の確保（公共のみでなく企業を含む）、充実をお
願いします。（女性/50 代/旧市内）
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Ⅲ

５

自由回答

防災・防犯・治安

○藤代町付近の御殿川の改修・護岸工事を行なっていただき、感謝しております。数年に１度くらいの
割合で川が溢れる状態になることがありましたが、今ではその不安もなく安心です。市の図書館を利
用させていただいております。今以上に図書とＣＤ（音楽）の充実をお願いいたします。
（男性/50 代
/錦田）
○町内ごとに市長（代理者でもＯＫ）市議会の代表などで住民の意見を聞く場をつくってほしい。また、
防災の取り組みは町内では形式的で、本番で役立つか疑問である。市として詳細な指導ができないか。
また、要支援者の対応も個人情報の壁があり困難。
（男性/70 代以上/旧市内）
○地域的な問題でもありますが水害を非常に気にしている一人です。狩野川、境川の水位による揚水ポ
ンプの確実作動の点検強化と異常時の対応明確化。これらを市としても助言指導文書化し一般家庭に
おいても教育指導の元となるものを配布していただければ助かりますのでご検討ください。
（男性/70
代以上/中郷）
○佐野見晴台から商業地域に出る道が１～２本しかなく地震など有事の際は陸の孤島になってしまう
のが心配。
（女性/40 代/北上）
○壱町田周辺は夜、街灯のない所はうす暗く、日ごろより心配な所があります。最近は不審者も多く、
暗い夜道は危険なので、早急に街灯の増加をお願いしたい。市民が安全・安心に生活できるまちづく
りをお願いしたいと思います。
（男性/40 代/北上）
○子どもの予防接種類の補助がもう少しほしい（インフルエンザ、おたふく、水疱瘡など）。自費で摂
取すると、子どもが二人とかいるととても高額になってしまう。道路が狭く、歩道もなかったりする
ので、子どもの登下校が心配。給食費が少し高い。子どもが複数いる家庭に、少しでもいいから減額
がほしい。保育園の充実。
（女性/30 代/旧市内）
○街灯が少ない。遅くなるとかなり暗いので、防犯上女の子（学生さん）とかが歩いていると心配にな
る（徳倉地区）。道路幅が狭い上に車の交通量が多い地域が多いので、道の安全はほぼ確保されてい
ない気がする。最近テレビのニュースでよく見る通学途中の子どもに車が突っ込むというような悲惨
な事故がいつ起こってもおかしくないと感じる。児童センター（図書館）、本町タワーの子育て支援
センター、どちらも駐車場が有料なので利用する気が失せる。子どもを遊ばせるために毎回駐車料金
を払うのは予算的に無理。駐車料金を気にして、時間に制約が出るのもわずらわしいので。なのでサ
ントムーン柿田川の清水町の子育て支援センターに行く。駐車場も無料で、他の用事も済ませられる
し。公立保育園、いくらか給食費がかかってもいいので給食にしてほしい。小学校へ入学と同時に給
食になることで、慣れていないのでとまどう。園長先生の方針で昨年と今年とルールが変わったりす
るのは困る。特に学区外は車登園可だったものが、先生が変わったことから年中からは×など、ある
程度の最低限の変わらないルールは園が違っても共通で決めてほしい。北上プラザの職員、自動セン
ターの受付の方、とても忙しそうには見えないわりに人数が多い。予定、行事の内容などで増減があ
ってもよいような気が。
（女性/30 代/北上）
○五十路大橋→三恵台への道（歩道）が暗くて怖いです。至急対策をとってください。（女性/50 代/錦
田）
○災害時に活動しやすい道路。外観より非常時に活動しやすい道路。すぐにはがれてしまう歩道のタイ
ルは歩きにくい。三島駅周辺だけ変わっている。これ以上富士山が見えなくなる建物は建てないでも
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らいたい。
（女性/50 代/旧市内）
○大社のコンクリートの塀と木が大地震のとき倒れそうで危険。対策を進めてほしい。（女性/不明/旧
市内）
○東海地震、南海トラフ地震などの災害マップ（津波、がけ崩れなど）を作成。富士山付近の活断層に
よる地震の連動での富士山噴火の場合の避難マップ作成。上記のような自然災害に対する三島市独自
のものをぜひ作成していただきたい。（男性/50 代/北上）
○私の住んでいる地域は山間部のため公共交通機関も少なく、また広報の放送も聞き取りにくいです。
災害の際に不安なため、周辺地域の連絡が取りやすい環境に配慮してください。
（男性/40 代/北上）
○建物、ビル、マンションなど 10 階、20 階など高層物は建てさせない。災害時の広い空間地をつくる、
数多く。（女性/60 代/錦田）
○再生可能エネルギーを導入した、電力を自給できるようなまちづくりをお願いしたい。福島原発の件
もあり、故郷を追われるのは絶対に避けたいし、さらに不況による税収減を考慮しても、今後お金を
使うだけでなく、生みだす努力をしてもらいたい。以上のことから、豊富な水資源を利用した水力発
電などの再生可能エネルギーを導入したまちづくりを検討していただきたい。また、問３の質問で将
来の三島のまちづくりと言いますが、三島市は将来ではなく今現在何を目指してまちづくりしている
のか、ビジョンが見えないように思われます。駅周辺の開発（ＪＲにより強く働きかける）。元気の
ない商店街（お祭りなどの集客力は潜在的なものがある）。せっかくある三嶋大社の活用・防災・福
祉・教育など、どのようなまちにするのかもっと市長が広報してもらいたい。それから、現在地元の
消防団に加入していますが、人員が足りません。防災上重要なことだと思い、また、郷土愛から活動
していますが、市民意識では「消防団などなくてもいい」と思われる方も多くいると思われます。消
防団員、地元自治会が入団者を募っても限界があります。市民の意識改革、また、団員確保をお願い
したい。市役所職員は全員、消防団を経験させてほしい。（男性/30 代/錦田）
○竹林、雑木林の手入れがされるようになり、近くを安心して通れるようになった（犯罪に巻き込まれ
る不安が減った）。今後も続けてほしい。
（女性/30 代/錦田）
○まちづくりに関係あるのかわかりませんし、私の認識不足だったらごめんなさい。市のグラウンドに
ＡＥＤが設置されているのは南二日町だけだと思います。消防署に借りられたり、コンビニに設置さ
れているのは知っていますが、グラウンドの近くにコンビニってあまりありません。ＡＥＤが必要な
状況は一分一秒を争うときです。そこでお願いです。グラウンドの数だけＡＥＤを用意し、鍵と一緒
に借りられるようにしてもらえないでしょうか。もちろん団体登録時に看護師や講習受講者など扱え
る人間がいることを確認し、希望すればグラウンド利用時に借りられるようにしていただきたいので
す。市長は市民スポーツに理解のある方だと存じております。貴重な人材、未来の納税者を失わない
ためにも、切に切に願います。助かる命を救ってください。
（女性/40 代/不明）
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Ⅲ

６

自由回答

観光・経済・産業

○駅ビルをつくって通り抜けられるようにしてほしい。
（男性/40 代/旧市内）
○旧東海道三島宿の歴史・文化のＰＲや記念碑、看板などが全くなく他から来たときつまらないのでは
ないか。もう少し力を入れるべきではないかと思います。（男性/60 代/北上）
○観光客がただみて素通りするだけでなく地元の人と喋れる場をつくる。喫茶でも食堂でも休憩場でも。
「何処からみえた」とか。なかなか難しいけれど。心の通い合う観光。愛想よくもする。特産農産物
の名物加工食品化をより進める。（例）三島西麓ｏｒ三島山田山の大根人参の～とか。そのための市
民参加の組織の強化。（男性/70 代以上/旧市内）
○沼津のＳＢＳ学院やＡＢＣクッキングスタジオのようなものがほしいです。バス（せせらぎ）のコー
スで三好町までまわるのがあると助かりますが。社会保険病院が遠くて困るので、クリニックでいい
ので増やしてください。
（女性/20 代/旧市内）
○三島市が観光に力を入れたかったなら富士山の景観をもっと重視するべきだったと思いましたが、も
う駅前とかめちゃめちゃですね。（女性/50 代/錦田）
○新幹線への乗り換えが不便。三島駅をステーションビルにし、ショッピングなどできる商業施設にし
てほしい。せっかく新幹線が止まるのであれば三島に降りたくなるような何かものづくりをしてほし
い。祭りのときだけ賑わうのではなく観光の面でも何かインパクトのあるまちにしてほしいと思う。
（女性/50 代/旧市内）
○三島駅前にショッピングセンター（衣料・食品・デパ地下ｅｔｃ）があると便利だな～と思います。
夕食材料を買ってそのままバスに乗って帰れるので。基本的に今住んでいるまちはとってもよい所で
す。便利もよく、自然に囲まれ人間関係も困ったことが特になく、ずっとここに住みたいと思ってい
ます。三島市長、職員の皆様、これからも市民のためますます住みよいまちづくり実現よろしくお願
いいたします。
（女性/50 代/北上）
○まちの中心はとてもきれいになっているが、人通りが少なく昔のことを思うと火が消えたようです。
その１つに市内を走るバスの本数が少なく、例えば芙容台の場合、今までは本町まで行っていたのが
駅までしか運行されず、そのため殆どの人が駅で降りて沼津に買い物に行きます。沼津には駅の構内
にスーパーがあり、とても便利です。それではとても買い物を市内でと言われても便利なほうを選ん
でしまいます。道路も整理してないので学校に通う子どもたちも歩きにくく、走るのは危ないので父
兄は心配しています。道路の整理はなるべく早く修理していただきたいと思います。
（女性/70 代以上
/北上）
○三島は湧水を中心とした歴史ある所が他にはない魅力と考えます。この独自性を強くすることで工場
や大型店舗に左右されない継続性のあるまちづくりが可能になるのではないかと思います。その観点
で不足していると感じるのは、せっかく歴史ある建物や街並みが残っているのに、その横があまりに
合わない建物が多いことです。特に広小路周辺と大社前の下田街道沿いの所でそう感じます。三島の
文化、歴史にとって中心であるこの二ヶ所を中心にもう一度まちづくりを考えてはどうでしょうか。
商店街はシャッターの閉まった所や空きがない状態にするような施策をとり、大型店にはない魅力で
きちんと対抗することで活気が出るのではないでしょうか。そうすることで車を利用しなくてもよい
ライフスタイルのできるまちとして中心部にまた人が戻ってくると思います。三島をもっとよいまち、
歴史ある新しいスタイルのまちにしていただきたいです。協力できることがあれば協力したいです。
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市役所の皆さん頑張ってください。
（男性/30 代/旧市内）
○ひとり暮らし、独身、一応健康のため教育や医療については実態を伴った意見が出せませんでした。
三島市に就職以来通年５年ほど住んでいますが交通の便がよく、水が市内の至る所にあるなどそれな
りに住みやすいまちだと思います。ただ、買い物（日用品以外）の場合、なまじ交通が便利なので市
外に出てしまうことが多いです。外から消費に来てくれるような商業施設が市内にあってもいいのか
なと思います。ご検討ください。また、みしまコロッケなどのアピールに熱心なのは地元の振興、認
知度向上につながり有益だと思います。
（男性/30 代/旧市内）
○生活道路の整備を進めてほしい。朝の混雑解消のため、北口付近に歩道橋を設置し、歩行者と車を分
離してほしい。駅北、南口のロータリーの設計が悪すぎる。北口駐車場の位置と出入口。南口のロー
タリー（バス側を除く）の設計は最悪。それから、駅周辺の整備を進めてほしい。地方都市そのもの
（現状は）。駅舎を商業施設として提案してほしい（大社のイメージを前面にすることは不要だと考
えます）。駅周辺に商業施設を誘致できないか？（男性/60 代/錦田）
○ＪＲの駅前（南口）周辺が整備されていない。バスの停車するスペースが少ないために、車の交通渋
滞になりやすい。時間帯の関係もあるが。北口は東レの工場を移転させることができるかどうか？（大
きな課題だと思うが）観光客が三島駅で下車して富士山が見えない。見える場所で写真が撮れるよう
なことは考えられないか。※熊本県人吉市の駅前に櫓があり、その櫓は城になっている。時間で櫓の
城で人形がその土地の踊りを踊る。参考になるかどうか。（男性/70 代以上/北上）
○三島商店街には駐車場が少なくて休みがちで活気がないからあまり行かないので、もう少し行って楽
しい商店街にしてほしい。
（女性/40 代/中郷）
○学生たちと協力してのまちづくり。若い人たちが活気あるまち。（女性/60 代/北上）
○水辺の環境がよくなり、観光客が増えたようで嬉しい。しかし歩道や店など改善すべき点が多い。車
椅子でも通れる歩道を増やし、魅力あるお店を街中に増やしたい。それには商店に市からの援助も必
要かと。市をあげて緑の街並みに似合う商店街をつくっていかないと、１軒のお店ではできないと思
う。観光客が買いたい物、食べたい物など揃えることから始めないといけないと思う。経験豊富な人
とやる気のある若者と交流させて、よい智恵を出す組織をつくってみたらいかがでしょうか。（女性
/60 代/旧市内）
○身近に豊かな自然があるのに、市民のレクリエーションや観光にあまり活かされていない（市中心部
の湧水を除いて）。中心部の湧水は全国的に見ても貴重。もっと大切に（市有化などで保護するほう
がよい）。観光ＰＲも不足している。
（男性/40 代/北上）
○三島市は水資源のビジネスを積極的に進める。商店街に有名店を呼び込むこと（主に女性服、レスト
ラン）
。楽寿園を県外にＰＲ。（男性/70 代以上/北上）
○伊豆中央道が全線開通すると、三島は観光と市民対象の政治は今よりも下降線を辿ると思います。基
本的な集客のプラン、うなぎ～コロッケだけではだめです。市役所の改革。市民が少なくとも 100 台
くらいは駐車できるパーキング。スポーツの振興。サッカー、野球、室内競技、県東部にないスポー
ツランドを、若い人を交え、企画プロを誘致し、市民と特に若い経営者の勉強会をつくるべきです。
国、県、市、金融、近い将来を見据えてお考えください。（女性/70 代以上/旧市内）
○駅前再開発の早期実現。※数合わせではなく、意味のある施設や商業スペースを。郊外の土地利用の
活性化（法律の改善）。※商業施設の誘致など。（男性/40 代/旧市内）
○三嶋大社の夏祭りが代表されます。春と秋に土日のいずれかに１日だけの歩行者天国でイベントがあ
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ればいいと思います。老若男女問わず、自由な発想で行なう。踊ったり（ダンスいろいろ）とか、パ
ントマイムや大道芸人などのパフォーマンスとか、多くのジャンルで盛り上がるような、楽しい休日
などを企画すればまちの活性化になると思います。イベントの終わりに市民、ギャラリー問わず後片
付けをすれば、皆の新しいつながりもできると思います。（男性/50 代/中郷）
○県外の方が三島に行こうと思ってくれる場所をつくってほしいです。今はただの通り道だったり、三
島を知らない人が多い。ショッピングモールやドームやコンサート会場があれば若い人は来てくれる
かも…。（女性/30 代/中郷）
○三嶋大社周辺の店舗について。観光客が立ち寄りたいと思う店がない。美術、工芸、造形、ギャラリ
ー、障害を持つ人たちが係わるもの。市役所の窓口にて。受付にたくさんの市民が待つために並んで
いた所から見えた職員の居眠りはどうか。休憩中？とはいえ、堂々とはいかがなものか。まちづくり
以前の問題ではないか（暇なら受付手伝えると思った）。その方は役職に就かれているような方？（10
年ほど前のことですが…←現在もあり）税金大切に使ってくださいね。市役所職員＝上からものを言
う。（女性/40 代/旧市内）
○三嶋大社にたくさんの人がお参りに来るので、もう少し地域の物産品を売る店があると賑やかで、来
た人が足を止めて、見ながら楽しむ場所があるとよいなと思います（例えば成田山のように）。
（女性
/60 代/旧市内）
○三嶋大社の観光化（大型バスが停められるとか）。土・日曜日、市内へ車の乗り入れ禁止。三島駅→
楽寿園→湧水散歩→大社などを巡る、
（佐野美術館）散歩コース。Ｂ級グルメ（大会）。軽トラ市場な
ど。（男性/50 代/北上）
○まず、このような機会を与えていただいたことに感謝いたします。定期的な市民意識調査、とてもよ
いことだと思います。私は生まれも育ちも三島市です。就職後はしばらく故郷を離れた時期もありま
したが、昨年のリタイア後は再び三島市に住んでおります。半世紀近くを三島で暮らしたこととなり、
三島市への愛着は誰にも負けないつもりです。先般、市役所の商工観光課には別紙のメールを出して
おりますので添付いたします。
（以下『』はメール文章）
『先日は突然の訪問にもかかわらず、話を聞
いていただきありがとうございました。私は生まれも育ちも三島ですが、就職後は国内転勤を繰り返
し、昨年のリタイア時は海外駐在をしていまして、その後帰国し、現在は本町に住んでいます。子ど
ものころは商店街も大変賑やかでしたが、現在では見る影もなく寂しく思っております。大通り商店
街には同級生も何人かいて店を開いていましたが、今ではほとんど辞めてしまいました。やはり後継
者がいないのが問題とのことでしたが、要はお客が少なくてやっていけないということと思います。
最近特に三島市として観光に力を入れていることはよい方向と思っています。電柱も取れ、ここのと
ころ三島も随分きれいなまちになりましたが、それと商店街の活性化が結びついていないことが問題
と思います。ウォーキングする人も増えましたが、その割にはまちにお金が落ちないのでしょう。三
島ならではのものをもっと前面に押し出すべきではないでしょうか。東京の知人に三島土産を持って
いこうと思っても、これはというものがありません。三島ならではのもの、湧水うなぎ、みしまコロ
ッケ、箱根西麓野菜などをＰＲしていますが、これらはお土産になりません。うなぎも人気があるよ
うですが手軽な土産にはなりません。みしまコロッケも美味しいとは思いますが、何が特徴かわかり
ません。食べて三島とすぐわかる、一味違うものがないと難しいと思います。大社の福太郎も赤福の
真似で、やはり特徴がありません。先日商工会議所で試食した三島湧水うなぎクッキーのほうが面白
いかもしれません。さて、主題のＴシャツ、ポロシャツについてですが、現役時代に私は随分たくさ
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んの国へ出張しましたが、どこの国へ行ってもその地域の特徴、売りなどが入ったＴシャツなどを売
っています。私はお土産に必ず買ってまいりました。そこでこの間の提案ですが、三島の売りを入れ
たＴシャツやポロシャツなどを観光課が後押しをして売り出してはどうでしょうか。どのような内容
を入れるのか、どのようなデザインにするのか。三島Ｔシャツというブランド化まで高めるにはどう
すればよいのか。値段の付け方も問題で、ブランド化するには高値でないといけませんが、そうなる
と気軽に買えず、あまり売れないかもしれません。でもブランド化し、着ていることで胸を張れるよ
うなものであれば嬉しいですね。それなりのメーカーと提携する必要もあるのかもしれません。安売
りすると当面たくさん売れるかもしれませんが、よい土産にはなりません。安物三島Ｔシャツが街中
に溢れても困りますし、ブランドというのは本当に大事と思います。市の観光課や商工会議所認可の
ブランドにして管理し、ブランド力を維持することなどを検討しないといけないかもしれません。多
くの人が買って帰りたいものにするには何が必要か議論を十分する必要がありますが、今年の夏祭り
辺りには間に合わせられるとよいですね。また、これだけたくさんのウォーキングに来る人がいるの
ですから、よければ皆さんきっと買って帰ると思います。帰ってから着てもらえれば三島のＰＲにも
なります。私も以前カナダに行ったとき、そのまちのＴシャツはブランド化されており、日本でお土
産に買って帰るように頼まれたことがあります。そこでＴシャツに何を入れるかですが、いずれにし
ても三島の特徴ですね。１．三嶋大社、大社の夏祭り、２．楽寿園、３．源兵衛川、４．白滝公園、
５．いちょう並木、６せせらぎのまち三島、三島湧水、７．農兵節の歌詞、８．三島湧水うなぎ、み
しまコロッケ、三島西麓野菜、９．三島しゃぎり、10．三島観光マップを背中に入れる、11．最近発
表された三島の歌の歌詞。いろいろありますが、皆さんでアイデアを出して、観光客が買いたくなる
ようなもの、それは何か議論してください。そしてデザインも重要なポイントです。三島の付近の観
光地には私もときどき出掛けますが、こういったものを売っている所はまだありません。他所に先駆
けて是非実現化してください。いずれにしても三島市の活性化、近隣市町村との差別化を実現させて
ほしいと思っています。検討状況など別途ご連絡いただければありがたいと思います。それからやは
り有料駐車場と商店街の活性化は大きく影響していると思います。私も現状の商店街のシャッター通
り化には憂慮しており、その対策の議論がされているのであれば知りたいと思いますので、機会があ
ればご連絡ください。』ところで市役所では毎年、役所内の課別のスローガンなどがあるのでしょう
か。例えば今年は「サービス力ナンバーワン、市民全部がお客様」とか、そういったものがあると市
の職員のやる気が見えてよいと思います。また、そういったものがないとマンネリになりがちなので、
私企業ではかなり盛んに行なわれています。市民に市職員のやる気を感じさせることも考えたほうが
よいと思います。それと何よりもクイックレスポンス、市民からの声をどのように検討しているのか
の情報提供、私はスピードこそ最大のサービスと思っています。先日生涯学習センターで第１回ロビ
ーコンサートがありました。「音楽のまち三島」を目指すということですが、大変よい企画と思いま
す。ぜひ成功させてほしいと思っています。一方 20 日に文化会館で三島フィルハーモニーの定期演
奏会がありました。三島フィルのレベルもかなり上がり、熱演で感動しました。しかしながら客の入
りは 30％ほど、これでは楽員の士気も上がらないでしょう。それと継続できるのか心配してしまいま
す。市としてもっとバックアップすべきではないでしょうか。新しい企画を立ち上げることも大事で
すが、従来からあるものを充実させることも必要ではないかと感じました。それと子どものころ、水
が多いこともありましたがきれいで魅力的だった楽寿園の整備充実、これも是非お願いしたいですね。
動物園、旭山動物園もやり方であのように隆盛になったと聞いています。資金面での問題も大きいと
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は思いますが、旭山までは無理としても、アイデ次第の部分もあると思います。何でも本当に困ると
いろいろアイデアが出ます。関係者は本当に困っているのでしょうか。新しいアイデアをどんどんト
ライして、楽寿園を何とか再生させてほしいと願っています。いずれにしても市民がプライドを持ち、
幸せ度数がさらに高まる三島市になるように期待しています。勝手なことばかり書いてしまいました
が、よろしくご検討ください。
（男性/60 代/旧市内）
○大社前から（大社の門）二日町にかけての商店街の活性化。昔ながらの小さなお店を並べると、ふと
足を止めたくなると思います。
（女性/50 代/錦田）
○三島といえば「水」「湧水」です。自然を中心とした住みよいまちづくりを今後もお願いします。ま
た、みしまコロッケも盛況のようですね。これからも三島を盛り上げていってください！応援してい
ます。
（男性/30 代/錦田）
○三島市に根付く企業をなおざりにしないようお願いします。（男性/30 代/旧市内）
○せっかく三嶋大社があるのに、その観光資源が活かされていない。大社の駐車場に観光バスが来ても、
周りにお金を落としたくなる店がない。大社にぶつかる旧下田街道でフードマーケット（週一ペース
など）や野菜市場などを開き、三島特産のものを売るといいと思う。三島は比較的飲食店が充実して
いる（広小路付近、おしゃれなバーやさまざまな国の料理がある）のに、それを市が観光として使わ
ないのはもったいない。飲食店マップをつくり、観光案内所などで配布したり市のＨＰで紹介して、
夜の三島も魅力的だとアピールすべき。観光の通過点でなく、一泊させるように努力する。大社など
の歴史的資源、湧水などの自然的（環境）資源、おいしいさまざまな種類の飲食店などの人的資源を
結びつけて、もっと魅力的なまちになるように考えてほしい。人が来れば企業も集まって税収も増え
るかもしれないですよ。三島に戻ってきて思ったのは、「こんなに観光資源があるまちはそんなにな
いのに、それが活かされていない」ということです。あと、芝生の広い公園があると市民の憩いの場
になると思う。楽寿園にそういう場所をつくって（結構な広さが必要になるから難しいとは思うけれ
ど）、入場料を 100 円にしたらもっと気軽に人が来るかもしれない。（男性/30 代/旧市内）
○毎日犬の散歩、１週間に１回は３～４ｋｍ（最近は６～７ｋｍ）ウォーキングをしている。歩いてま
ちの中心まで行くが、歩いていて危険と思われる道もある（道路が狭いなど）。まち全体でウォーキ
ングができるような道（安全な道）があるとさらに歩きたくなる。車（行くとき）は使わず、帰りに
は公共のバスで帰るのも楽しいと思う（先日は北上号が満員で乗れなかった）。まち全体で歩けるよ
うな気持ちのよい安全な道を、市中心だけでなく郊外にもつくってほしいと思う。南に住んでいる人
は北へ来たくなるように整備やイベントをやってほしい。よろしくお願いします。
（男性/50 代/北上）
○市としての形成がなく、特に商業施設の不足と公園の整備が遅れていると思います。水と緑のまちづ
くりには努力は認めておりますが、変に誇張しすぎており、既存の楽寿園に対して何一つ目を向けて
いない感にあります。Ｂ級グルメのコロッケもインパクトが弱過ぎており、興味がわきません。（男
性/50 代/旧市内）
○農業に従事する者が高齢となり、荒廃した土地が増加しています。特に車の運転でも 20 分 30 分とか
かる所には太陽光発電などエネルギーの開発に力を入れていけないものでしょうか。三島市は産業と
いう面では立ち遅れていると思うので、それを利用していければと思います。
（男性/70 代以上/錦田）
○美しい三島市（ガーデンシティ）とうたっていますが、観光などで見えている部分にしか力を入れて
いないように思えます。残念ながら引っ越して２年経ちますが、我が家周辺のごみ環境は最悪です。
タバコのポイ捨て、決められた日に捨てられない、分別できていない。長泉町に住んでいるときはこ
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んなこと一度もありませんでした。市役所にＴＥＬしても対応はいまいち。やる気が見えません。お
そらく数年以内に長泉町に戻る計画を立てています。小さな子どもがいるので、家の周りを安心して
歩かせる環境になることを願います。子育てには本当に力を入れてくださって感謝していますが、そ
の前の環境をもっとよくしてください。
（女性/30 代/北上）
○公園の充実や景観の維持は問題ないと思われますが、ショッピングモールなどアミューズメントが全
くないので、家族や友人と出掛けるときは市外、県外が主です。周りの市が三島より賑わっているよ
うに感じます。住みやすい環境で気に入っていますが、「三島って何があるの？」と聞かれたときに
何も答えられません。（女性/40 代/中郷）
○お疲れ様です。三島市にも大きなショッピングモールがあるといいなと思います（都会にあるような
今時の←これ大事です）。アンケートに答えながら、知らない、わからないことが多くて…もっとい
ろいろ考えたり行動をしたりしたほうがよいのだろうと思いました。いいきっかけをつくっていただ
きました。ありがとうございます。
（女性/40 代/錦田）
○三島駅の南口には家族で食事のできるファミリーレストランやちょっと休みたいときのカフェなど
が皆無に近いため、とても不便を感じています。自分が観光などで立ち寄ったりしたときに何もない
とあまりよい印象が残らない。
（女性/50 代/旧市内）
○三島駅南口商店街のシャッター通りの対応ができていない。この状況は三島市だけの問題ではありま
せん。考え方ではできる問題であります。商店街のイベントも毎年ワンパターンで変化がありません。
このことも考え方でできます。私の友人で全国のまちづくりをしていて毎日時間がないくらい忙しく
取り組んでいる友人がおります。現に東京都内の商店街活性化に成功しました。民間人のプロの意見
に耳を傾けることも大事だと思う。業者、設計関係、商店のオーナーなどは同様のメンバーでは活性
化はできないと思います。
（女性/60 代/旧市内）
○商店の通りが寂しく感じます。アーケードに屋根があれば雨の日でも外出すると思いますが、年齢の
多い方は少し家にこもりがちだと。中央郵便局前でバスを待っている方が座る場所もなく気の毒に思
います。三島駅北口から南口に通じる経路ができると便利です。大変難しいことと思いますが。体育
館より上岩崎公園までの道（日大の裏通り）の計画はあるとのことですが、迅速に進めていただきた
いと思います。
（女性/60 代/旧市内）
○市内にある商店街に以前はアーケードがあって、買い物するときに雨でも傘もささずに雨にも濡れず、
楽しく買い物できましたが、最近ではアーケードが古くなったのか電線を地中化するためか、アーケ
ードがありませんが新たに取り付ける予定なんですか？店舗から買い物して出たときにアーケード
がないと、雨のときはすぐに濡れてしまいます。商店街はアーケードがあったほうが人が集まりやす
く、買い物したり散歩したりするときは楽しく買いやすいです。そうでないと清水町玉川にあるホー
ムアシスト、サントムーンなどの買い物しやすい、広くて無料の駐車場のあるところへ人は流れて行
きます。今まで以上に三島市内は買い物客は減りますし、シャッター通りになってしまうような気が
します。（女性/60 代/中郷）
○私は三島に生まれ、80 数年三島で生活しております。毎月一度は本町あたりまでお買い物などに出掛
けますが、年々三島のまちがさみしくなっているようで、とても残念です。古いお店が行くたびにな
くなっていたり、同じような品物を置く店が多くなり、特徴性に欠けていると思います。これからは
年寄りが多くなる時代ですから、年寄りがお買い物をしたいと思うお店などあってもよいと思います。
元気な三島を期待しています。
（女性/70 代以上/北上）
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○最近では商店街の花壇と大社の門前町の景観が大変よくなり、夜などは門前町は昔の時代を思うよう
な街灯が感動しますが、景観だけでは…三島に大勢の人の足を運ぶことを考えたときにイトーヨーカ
堂と並ぶフォーマシストあるいは娯楽施設などを運営できたなら、三島にお金が落ちるのではと考え
る。三島に人が集中しなければ活性化できない。今後笹原のつり橋に期待したい。（女性/70 代以上/
錦田）
○三島に学校が多くなり、全国から若者が三島を知ることは大変よいと思うが、学校だけでは市の財政
を考えたときに支出のほうが多くなるのでは…。産業を多くすることによりなお一層両輪で活力ある
三島になるのではないかと考えるが、
“難しい”ですよね。若者を定着させる、人口も増える。
（男性
/70 代以上/旧市内）
○三島市としてシンボルとなるようなものがアピールできるとよいと思います。他から三島へ行ってみ
たいと思われるものが何かあるとよいと思います。静岡県西部はジュビロ、中部はエスパルス、東部
にも J リーグチームがあると活気が出ると思います。（男性/40 代/北上）
○経済が発展しないと税収も上がらないので、企業の誘致を積極的に行なってほしいです。
（男性/50 代
/旧市内）
○大社という門前町でありながら、門前町の様子を呈していない（近隣では寒川町の寒川神社のほうが
三島市よりローカルな行政だが門前町のように感じる）。土産店の充実、街並みなど、三嶋大社をメ
インにした街並みが整備されればと思う。（男性/50 代/旧市内）
○市内中小企業（商店など）が活発になるような行政をお願いします。（男性/60 代/錦田）
○三島は関東圏内と考え、新幹線、東名高速道路を利用して人や物の交流を増やしてください。そのた
めには三島市としての将来計画を立案し、多くの人（公共、企業、個人など）に見てもらうことが大
事なことだと思います。三島市には未開発の箱根の山があります。ここを研究都市として開発し、将
来の企業（環境に優しい未来産業）を育てていただき、関東より若い人を呼んでいただき、活気のあ
るまちにしてください。市民が協力して魅力ある産業を育ててゆきましょう。
（男性/70 代以上/北上）
○イベントによる人を集めることでなくて、日常商店街が賑やかなまちにすることが市の活性化になる。
それには三嶋大社（伊豆一の宮）に多くの人が参拝できて、水の都市として明るいまちづくりが必要
と思う。雨の日でも市内を歩ける、傘の要らないアーケードを以前のようにつくり、歴史のあるもの
を多く取り入れて、水と緑と歴史のまちにしてほしい。三島のよさを見出すことだと思います。（男
性/70 代以上/中郷）
○駅前にセノバやパルコのような大型のショッピングモールができると賑わいのあるまちづくりにつ
ながるのではないでしょうか。
（女性/40 代/旧市内）
○以前よりまちの道路沿いのお花がとてもきれいで、車窓より眺めるだけでなく、街中を散策したくな
るほどです。お花の形や手入れもよく、いつも心を和ませていただいております。しかし店舗などは
あまり活気がなく、集客できるような魅力的な店舗を一考していただきたいと思います。みしまコロ
ッケをはじめとする特産物などの振興は私どもにもとても伝わり、さらにご努力をお願いしたいと思
います。私も 30 年以上住んでおりますが、三島はとても落ち着きのある素敵な市であると思います。
これからのさらなる発展を期待しております。（女性/50 代/錦田）
○私の個人的な意見です。「よさこい東海道」を三島で主催できたらと思います。現在は沼津ですね。
別の「～東海道イン三島」というイベントを全国に発信していただけたら。よろしくお願いいたしま
す。（女性/60 代/旧市内）
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○自動車に乗れないので、広小路近辺に下着類、台所用品の店がないのに困っている。
（女性/70 代以上
/旧市内）
○三島駅の近くに野菜などお土産に持っていけるような物を買う店があればいいなと感じています（村
の駅みたいな）。
（女性/不明/旧市内）
○三島の特産品、観光などは各自治会でもっと相談し、地域の人が潤う市にしてほしい。みしまコロッ
ケなんて本当に三島に住んでいる人が潤うのか？（男性/30 代/旧市内）
○三島駅の高架橋の件。費用をあまりかけず、特に南口の外観を残して工事をしてもらいたい。伊豆の
玄関口三島がやらないで、どうして沼津がやるんですか？駅にスーパーがあると便利だと思います。
まちいっぱいにお花があふれていて、気持ちが癒されます。
（男性/50 代/不明）
○カルチャースクールを充実させてほしい。例えばテニス、バドミントン、着付け教室、ヨガ、フラダ
ンスなど社会人も通える時間設定にし、通いやすくすれば人が集まるのでは。市民同士の交流の場に
もなる。（女性/30 代/錦田）
○駅前から本町までの間の商店街でシャッターが降りているお店が多い。安い家賃で若者が古着屋経営
ができたり（例えば）、活気あるまちづくりに取り組んでほしい。若者が三島に残って生活できる環
境。現状では買い物も東京や静岡に行ってしまう。三島がつまらないまちだと地方から来ている学生
さんたちも言う。いろんな面で活気のある、元気のある、元気の出る三島であってほしい。
（女性/60
代/中郷）
○私は三島に来て４年近くになります。三島は外来客の多い所、新幹線ならではの風景が見られます。
お客が皆駅の中を素通りして新幹線が泣いているようにも見えます。もっと駅内に賑わいがほしいと
思います。周辺も同じことが言えるのではないでしょうか。申し訳ありません。三島生まれでない私
がこんなことを書きましたことお許しください。乱文にて。
（女性/70 代以上/中郷）
○市内の散策に訪れる方が歩く楽しみを感じられるまちです。自分も市内（広小路～大社界隈など）を
１～２時間休日歩きます。83 歳になる母を連れていくこともあるのですが、母より、三嶋大社のトイ
レは何とかならないかとよく言われます。狭い、古い、洋式がないなど、これだけ観光客が多いのに
とよく言っています。大社に連なる車の列もよく目にします。市街中心地にオープンな駐車施設があ
ると、もっと観光活性化すると思います。また、商店街も若者が魅力を感じられ集まるように若い商
店主募集（市外からも）、歩いてでも来たくなるまちづくりをすると、もっと素晴らしいと思います。
（男性/50 代/中郷）
○郊外に住む人たちは車社会の今、市街地の駐車場不足に不満を持っています。気軽に市街地に出掛け
られるように、例えばボタン１つでも買いに行けるように駐車場を増やし、なお無料であることを望
みます。もっと市街地に活力を出すため、人が集まりやすくすること！（男性/50 代/旧市内）
○商店街の充実。まちが寂しい（活気がない）。産業廃棄物の業者が多い（県外より持ち込みが多いの
では）
。野球のグラウンド（沼津市や裾野市のように）。緊急医療充実。
（男性/60 代/旧市内）
○歩道上の屋根、電柱がなくなりさっぱりした。道路を利用した催し物がよい。湧水の利用を考えたい。
「ミシマバイカモ」の利用。（男性/70 代以上/中郷）
○自然の多い、広々とした三島が大好きです。テレビやいろいろなところで三島の名前を聞くことが増
えて、とても嬉しく思っています。三島祭りやお正月などのイベントも毎回楽しみにしています。新
聞社を増やしてほしい。
（女性/20 代/錦田）
○水の三島と言われながら楽寿園はひどすぎます。お金を出して行こうなど誰も思いません。どうにか
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してください。商店街ももっと若い人がお店を考えて、楽しめるまちにしてください。（女性/60 代/
旧市内）
○三島はとてもまちがきれいで整備されていると思います。経済が許すなら、もっとまちに花や木を植
えたいですね。まず三島の物産を製品にして全国に販売できるといいですね。市が智恵を出し合って、
画期的な市にしてください。貧困にならないように自給自足のまちになり、経済が豊かな市になりま
すように。もっと医療、福祉が充実して幸せな市になれますよう願っています。大きなソーラーパネ
ルなどできませんか？三島駅、大社周辺、観光客が来て魅力あるまちは商業が活性化すると思います。
三島の人々は元気がないですね。もっと頑張ってください。
（女性/70 代以上/旧市内）
○若者が年長者から学べる場となる飲食店の充実。
（男性/20 代/旧市内）
○「まちづくり」に関してこれまで考えたこともなく、今回このようなアンケートに答えることにより、
少しは考えるようになれればと思います。あと、まちづくりと関係するかはわかりませんが、夏祭り
のお神輿の人たちの柄が悪すぎます。何度か他県の友人とお祭りに行きましたが、「三島の祭りはヤ
クザがお神輿を担ぐ」と言われました。確かに見ていて不快でした。以上。
（男性/30 代/北上）
○私は東京都国立市に約 30 年住んでいました。毎年 11 月に行なわれるお祭り（天下市）はとてもすて
きなお祭りです。三島市の方も参考になると思います。お祭り（市民＋市（行政）＋大学（一橋））
で盛り上げています。これからも協力したいと思っています。具体的に行動してゆきましょう。（男
性/50 代/中郷）
○三島駅周辺にもっと遊べるような商業施設を建ててほしい。学生が多い割に、学校が集中している駅
周辺に何もない。三嶋大社近辺も懐かしい街並みを見せるのだったら、近代的なマンションが建ち過
ぎていて残念。また、商店街を歩いて気付いたが水曜日休みが多くて、水曜に来た観光客には悪い気
がした。ですが、残念な所もある三島市が大好きです。これからも住民にも観光客にも優しいまちに
なってくれればよいと思います。（女性/20 代/旧市内）
○三嶋大社、楽寿園、新幹線三島駅を中心に望んでもつくることのできない施設がある。特に三嶋大社
の荘厳な佇まい。そこに来る参拝者をなんとかまちの活性化につながる方法がないものかと思うのは
私ばかりではないと思います。どうぞ考えてみてください。
（女性/60 代/旧市内）
○三島市は伊豆地域の玄関口としてまち全体の活性化をもっと図ってほしいです。商店街が閉まってい
る所も多いので、とても寂しいです。庁舎を伊豆を代表する庁舎にしてもいいのではないでしょうか。
（女性/70 代以上/中郷）
○三島に住んで 10 年になりますが、商店街が活気が出てきてよいと思います。電線地中化で景観もよ
くなり、あきんどくんクーポンや駐車券の配布などはありがたいです。もっとゆっくり商店街を見て
みたいのに、遠いので車じゃないと行けないのが残念です。駐車券も何か購入しないともらえないの
で、本当に買う物がないときしか行けないのが現状です。もっと気軽に、買う物がなくてもフラフラ
見てみたいので「30 分無料など」していただけないでしょうか？そこで買いたい物に出会うこともあ
ります。子育て支援についてですが、本町タワーの支援センターの駐車場は無料にすべきです。それ
か街中でなく、駐車場がある所につくるべきだったと思います。子どもを連れての移動ほど大変なも
のはありません。天気がよければ外でいいけれど、雨が降ったときこそ支援センターのような室内で
遊ばせたいのです。悪天候の中では車が助かります。乗り合いにすればいいかもしれませんが、子ど
も一人一人体調や眠くなる時間が違うため、単独行動ができません（１人のせいで皆が帰ることにな
る）。支援センターを利用する期間なんか幼稚園に入る前の３年間ほどだけです。その間だけでも無
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料にしてください。そして託児を利用した際の「2,000 円買い物で１時間キャッシュバック」の制度
はとてもよいです。これからも続けてください。
「託児１時間 600 円」は高すぎると思います。もっ
と安くすれば利用者は必ず増え、母親の負担が減ります。子どもが小さいうちは父親も若いので、お
給料もそう多くはありません。やりくりが大変なので、「自分さえ頑張れば」と託児を躊躇してしま
い、無理しているお母さんがたくさんいます。それから「キャッシュバック制度」のレシートを何故
Ｖｉａ７０１に持って行くのかわかりません。買った重たい荷物を持って、わざわざＶｉａ７０１に
行く時間も「１時間 600 円」の中の１時間に含まれているわけです。子どもを迎えに行った際、支援
センターの受付窓口で保護者にレシートを渡して、そこで処理すべきです。子どもが入園する前の３
年間だけでもお母さんたちを少しでも楽にしてください。（女性/30 代/不明）
○少数意見にも耳を傾けることができる行政の実現。ごみ袋の見直し（透明であればスーパーのレジ袋
も含め、使用可能とする（指定のごみ袋を使用することが本当にごみの削減につながるのか？））
。町
内の公園の整備（公園とは本来どうあるべきなのか？）。商店街の活性化。以上、よろしくお願いし
ます。
（男性/40 代/中郷）
○広小路から大社までの道路の街灯や花など、とてもきれいになったと思います。「三島バル」など人
が集まるイベントを多く開催したり、他の市や県の人がもっと来たいと思えるまちになるといいと思
います。（女性/30 代/旧市内）
○沼津のお祭りに行ったときに、商店街の中にトイレを貸しますというお店がところどころにあり、子
どもやお年寄りはとても助かりました。三島の大通りでもところどころにそういったお店があれば、
お年寄りも何の心配もなくお祭りやイベントに出掛けられるのではないかなと思います。
（女性/30 代
/錦田）
○三島市中に住んでいますが近くに商店がなく、バスなども動いていないため、日常生活がとても不便
です。現在 72 歳ですが（１人住まいです）、足の膝痛のため、膝用コルセットを着用しないと動けま
せん。着用して犬の散歩を１日 10 分～15 分くらい、頑張って迷惑をかけないように努めたいと思っ
ております。日曜日などは長男夫婦と食材の買い物に連れて行ってもらいます。せめて近くにお店が
あると大変助かります。
（女性/70 代以上/不明）
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自然・緑地・公園

○公園に安全な最新の遊具を設置してほしい。特に市立幼稚園の遊具は、幼児が遊ぶには危ないものが
多すぎる。私立保育園の遊具をもっと参考にして設置してほしいです。市立幼稚園の遊具は少しでも
大人が目を離すと、大ケガをしそうなほど心配な遊具が多いです。昔ながらの大人目線で考えた遊具
ばかりだと思います。先日も子どもさんだけで遊んでいたうちの１人が遊具から落ちておでこにたん
こぶをこしらえていました。そばにいた大人は私１人だったのですがとても責任とれないなと感じま
した。子ども目線で開発された遊具がたくさんあります。（男性/30 代/中郷）
○ガーデンシティ構想でまちがきれいになるのはよいですが、もう少し身近な植物を見直して市民参加
で栽培から植え付けができるといいですね。園芸種の購入もお金がかかるのでしょう。どうせ税金を
使うのでしたら市民一体でまちを美しく雇用に一役かったらいいのに！偏見かもしれませんがまち
の花を見るたびに市民は喜んでいるのかなと思ってしまいます。
（男性/50 代/旧市内）
○山間部で家畜を飼育していますが、糞尿処理が悪いためか谷川に流れ込み（特に雨で増水時）水が汚
れ近年小魚の姿が見えなくなりました。前のように谷川に小魚の姿が多く見られる川となってほしい
です。
（男性/70 代以上/錦田）
○本町の商店街のガーデニングはとても明るくきれいでよいと思います。三島駅北口、特に南口の開発
を早めに力を入れてほしいです。楽寿園のあり方としてもう少し工夫して市外の方も来るようなそん
な公園になるようにしたらよいと思います。レストラン、カフェなど民間を入れたり、ガーデニング、
日本庭園などの整備、動物の飼育などももっと工夫してたくさんの人が訪れたいと思える公園にして
ほしいなと思います。（女性/30 代/錦田）
○街中がお花でとてもきれいで嬉しく思います。中年にも医療の充実を願います。
（女性/50 代/旧市内）
○沼津市に住んでいる方から「三島は花がたくさんあってまちが美しい」と言われました。嬉しい半面、
市街地はよく手入れされていますが自宅近くはそれほどではないので、町内そろっての協力を皆とし
ていく方向にはどうしたらよいのかなぁと思います。市長が変わってからか三島広報がとても充実し
ていて見やすくなりました。節約だけではすまされない紙面づくりをしてくれているのでとてもよい
ことだと思います。
（女性/50 代/中郷）
○三嶋大社から広小路までの道路沿いにフラワーポットを設置されたこと、ボランティアの方々の力も
ありますが、街並みが美しくやすらぎを感じます。花は心を優しくするものと信じています。大人の
ボランティアだけでなく子どもたちも手伝える機会がもっとあったらよいですね。私の知らないボラ
ンティア活動はたくさんあります。個人で朝ごみ拾いをしている方を通勤途中見かけます。いろいろ
な形で自分たちのまち、市をよくする心が大切ですね。
（女性/50 代/旧市内）
○三島市内でお花が増えてとてもよいことだと思います。まちがとても明るくなりました。私の住んで
いる御門もごみ収集所の横にお花がきれいに咲いております。何時も手入れされている皆様ありがと
うございます。とても癒されています。
（女性/60 代/錦田）
○三島のまちが大変美しくなったと思います。特に花いっぱいのまちにはあたたかさを感じます。また、
役所へ行ったとき職員の対応が親切で優しさを感じました。これからの三島は発展することも大事で
すが発展ばかりに目を向けるのではなく、三島のよさを活かし守り、充実に力を入れてほしいと思っ
ています。市役所職員の皆様の目に見えない日々の努力に私たち市民は守られていることを感じ感謝
しています。（女性/60 代/北上）
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○道中の狭い所は一通にしてほしい（体育館のテニスコートの横の道、気多方面へ一通）。街路樹の剪
定にひと工夫してほしい。切ればよいのではなく日陰もほしいので。
（女性/70 代以上/北上）
○駅前や本町通りに花があってとても好きです。カナダのヴィクトリアへ行ったようできれいでよいで
すね。できればもう少し広い範囲には無理でしょうか。看板やポスターいつまでも貼られていること
がありますが期限期日で取り外してほしいです。道路の工事は年中どこかで掘っては埋め、また同じ
所を（せっかくきれいになったのに）のくり返し、やめてほしいです。（女性/70 代以上/北上）
○東京より転居して９月で５年になります。空気よし緑も多く川はきれい、人は温かく早く越して来れ
ばよかったとしみじみ思います。歩道も歩きやすく理想のまちだと思います。都会の人たちに見せて
あげたい。あの暮らしにくい都会を脱出してくればいいのに。私のマンションへ遊びに来ると三島っ
ていい所ね。きれいな川があってゆるやかな坂のあるまち。主人が２回ほど救急のお世話になり、親
切な人たちで心より感謝しています。しみじみ住みたいまちだなーと訪れた人たちは言っています。
できる限り市のお世話にならずに楽しく暮らしていこうと思っています。
（女性/70 代以上/旧市内）
○旧市街地の道路沿いに“花いっぱい運動”みたいにたくさんの花を植えてありますが、やり過ぎでは
ないでしょうか？その分を北上地区や中郷筑の主要道路沿いにも行なってください。なぜ旧市街地だ
けを行なうのですか？（男性/60 代/北上）
○源兵衛川、日大銀杏並木、水泉園などせせらぎと緑の他所に誇れる環境があります。これを開発とい
う名のもとに壊さないでほしい。北中が二中と呼ばれていたころの溶岩とくぬぎ林、校庭の桜などが
消え、平坦地になってしまったときは本当にがっかりしました。50 年以上前のことですが、今でもも
ったいないという気持ちが消えません。今残っていたら素敵な教育環境となって、中学生は皆北中に
行きたいと思ったに違いありません。１つのケースです。（男性/60 代/北上）
○三島市に住んで 10 年超、自然環境は素晴らしいと思います。図書館の駐車場を改装するとのこと、
大変よいと思います。以前から駐車できない状態が長く続き、大変不便でした。地下駐車場も対応が
遅く、不便な施設でした。「国民健康保険被保険者証」のことですが、高齢者は字が小さくてわかり
にくいので、氏名だけ太字にするとか、男女別にカラー色別にするとか、考えてほしいと思います。
（男性/70 代以上/北上）
○三島市は自然景観を大切にしてほしい。エコを推進してほしい。自然の破壊は止めてほしい。（男性
/70 代以上/北上）
○住んでいる多呂付近は、狭くて曲がっている道が多いと感じます。小学校の通学路になっているため、
カーブミラーに頼ってしまう交差点も多いのですが、冬になるとカーブミラーが結露、凍結して見づ
らくなってしまいます。子どもたちが安全に通学できるためにも、通学路のミラーは凍結しないもの
に交換してほしいです（どこの校区でも）。三島駅南口や楽寿園付近などは花や緑が増え、とても素
敵になったと思いました。ただ、三島駅周辺には古い建物が多いので、防災を考えた景観のよい建物
に変わるといいなと感じます（大きなビルやマンションは不要）。
（女性/30 代/中郷）
○私は市営日の出住宅に住んでいる者です。最近、住宅に植えられてある木をどうして皆伐採したので
すか。昨今自然を大切に、緑を楽しみましょうと言っているのにどうしてでしょうか。理由を知りた
いです。（女性/70 代以上/旧市内）
○ベンチが非常に少ない！※楽寿園、山中城跡公園、旧東海道（三嶋大社、ＪＲ三島駅）
（男性/60 代/
北上）
○皆様のご尽力のおかげで、住みよいまちになっていると思います。感謝したしております。希望を申
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し上げると、公共交通機関の充実と、河川沿いも散歩ができるように整備していただいたり、広くて
遊具の多い公園がもっと増えると嬉しいです。これからもよろしくお願いいたします。（女性/30 代/
中郷）
○自然（川、緑）が街中にたくさんあるまちだと思います。大社に行事があると街中が渋滞してしまう
のを解消してほしい。大通りはシャッターの閉まっている店のが少なく、他のまちとは違い、努力し
ていると思いますが、催しがあればまちに人が集まりますが、人通りが少ないと思います。三島駅か
ら一番町、芝本町がどのような街並みになるのか期待です。白滝公園は美しくなって、旅行者の皆様
を喜ばせると思います。
（女性/60 代/旧市内）
○三島駅前の水と緑のつくりがとても気に入っています。人口の多いころは沼津の広い道路や空間が羨
ましいと思ったことがありますが、人口の減少や老人が多く見られるようになった昨今、ガランとし
ている沼津市内を通るとき、三島はこじんまりして、花や緑の多いまちづくりが進んでいて満足して
います。できることなら街中にもベンチで一休みできる所があればよいと思います。寒いとき、暑い
とき、休みのとき、ヨーカ堂の中に親子連れ、老人、カップルが多く椅子に座って食べ、飲み、遊ん
でいる姿を見るにつけ、その空間を外につくってゆったりできたらと思います。問６については１つ
１つの内容を熟知しているわけではないので、選ぶのに苦慮しました。（女性/60 代/錦田）
○花がたくさんあるまちが自慢できると思います。また、歴史に根付いた街並み（商店街）になると、
もっと素敵な三島になると思います。（女性/70 代以上/錦田）
○水がきれいなので、このまま維持してください。
（女性/30 代/その他）
○森や林など樹木を壊さないような、自然環境を大切にしたまちづくりをお願いしたいと思います。
（男
性/30 代/不明）
○市内の東部地区に公園があったらいいですね。
（男性/70 代以上/錦田）
○加茂地区の道路の両側にあるツツジですが、11 月中旬に一部を剪定しました。なぜこの時期？春に咲
く蕾があるのに切ってしまうことになります。また同地のツツジ、５月上旬にも剪定しました。まだ
咲いているのにです。なぜ？ツツジは咲き終わった５月下旬～７月いっぱいくらいに剪定するのがよ
いと思います。そうすれば４月下旬にはきれいにたくさん咲くと思います。
（男性/70 代以上/錦田）
○街並みがとてもきれいになりました。花々が溢れてとてもよいと思います。希望としては緑や花のい
っぱいな木陰のある大きな運動公園があればいいと思います。市民全員、大人から子どもまでスポー
ツを楽しめる所、散歩も自由にできる所がほしいです。図書館の利用を多くするために、駅や公共の
場所にブックポストを置くのはどうでしょうか？（女性/60 代/錦田）
○美しい水とそこに生きる動物たちがいて、それを見て楽しむ人たちで交流できて、三島はとてもよい
所だと思います。第九などの文化活動もあって、とても楽しく生活させていただいています。（女性
/30 代/錦田）
○三島市北上地区には乳幼児が安心して遊べる芝生のある公園が少ないと感じています。親子、家族の
交流の公園の充実を望みます。また、花の溢れる整備されつつある街並みは大変素晴らしいし、心が
安らぎます。市街地と同様、周辺の地域にも、街路周辺など、景観向上整備をお願いします。（女性
/60 代/北上）
○街中、花壇の美しさに心がなごみます。散歩だけでも歩きたくなります。最近気付いたことですが、
市内の河川にきれいな鯉が見られません。特に大社の池など、観光客は黒い鯉ばかりだねと口にして
おります。花々と同じように錦鯉を放流し、水のまち三島を名物にしたらと思います。市民の皆様よ
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り贈呈していただくこともよいと思います。三島は自然と文化の濃いまちで本当に嬉しくてなりませ
ん。（女性/70 代以上/旧市内）
○三島駅の駅前も美しく変わり、電柱を取り払い、美しい花々を統一して飾る本町の街路に成熟した文
化を感じています。“歩きたいまち”に変貌しつつある三島市。これからもこの方向性を貫いてほし
いと思っています。今後できることならば、高齢化する住民ばかりでなく、散歩や観光する人たちの
ためにも適当な場所にしゃれたベンチを置いていただけたらと思います。例えば寄付した人の名前を
入れた品のよいプレートを付けたりしたら実現可能になると思います。住宅地では“家々に花木を”
、
三島市がより美しく、やすらぎのあるまちになることを望んでいます。（女性/70 代以上/北上）
○サニーガーデン谷戸（徳倉３丁目）横の公園をきちんと整備していただきたい（草、木、砂場。蜂が
います）。砂場は常に猫のフンで汚れているので撤去し、他の遊具を入れてもらいたい。徳倉小まで
の道のり（川沿い）は車が通って危険なので、歩道（ガードをつける）をつくってほしい。徳倉幼稚
園に３歳児保育（３年保育）を導入してください。中学３年生まで子どもの医療費を無料にしてほし
い。（女性/30 代/北上）
○楽寿園にアスレチック遊具などの遊び場をつくってほしい。100 円のおもちゃばかりでは無駄が多い。
教育的にもよくないし、古くさくて不衛生な感じだけが残り、親として連れていくのに気が引ける。
（男性/40 代/北上）
○楽寿園に年間パスポートがあったらいいなと思います。（女性/40 代/旧市内）
○「三島」という響きに何か癒しのまちのような感じもします。駅の北口は人々の行き来が多いようで
すが、その割に便利さがないと思います。南口は駅前も狭いし、何かもっと駅の整備など。街中は寂
しいですね。特に目的のお店はないし、駐車場はないし、やはり大きなスーパーへ行ってしまうと思
います。学習センターの駐車場は新しくなることと思いますが、市民が気軽に行ける、心の落ち着け
る場所がもっと街中にあったらと思います。特にお正月の街中の渋滞は何とかならないでしょうか。
市役所も新しくなって周りに緑の公園などがあれば人々が集まってくるのではないでしょうか。（女
性/60 代/北上）
○今までのように緑の多い、水のきれいな、富士山の見えるふるさとでいてほしいと思います。（男性
/20 代/旧市内）
○市の中心部や駅前、公園などを除外して、一般住宅の周辺、玄関を出たら植物園と見間違えるような
環境にしてほしい。予想外に個人宅の意外な一面を発見できるかもしれません。
（男性/50 代/北上）
○源兵衛川の水、楽寿園の水が少ないのは東レ他の企業が地下水を取りすぎるから？？そうだとすれば、
なるべく企業の地下水使用はある程度制限して水を多くする。本当に三島は水がきれいで多くしたい。
（男性/50 代/旧市内）
○三島市の公園は大人にとってはよい場所であるが、子どもにとっては制約が多く、遊び場として不便
ではないかと思う。
（男性/50 代/旧市内）
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○ごみが回収日前より出してあることを多く見かける（他の地域より持って来ている人もいる。車に乗
せて持ってくる人もいる）。カラスや猫が早く出しているごみ袋を破って中のごみを食べたりあさっ
たりしていると、その散らかったごみを回収している人も大変だろうし景観も悪い。どうにかならな
いでしょうか。検討願います。
（女性/20 代/旧市内）
○犬や猫などの動物を飼っている家庭は責任を持って飼ってほしい。野良猫や飼い猫が家の敷地をトイ
レにしていて困っています。フンの始末を週に３～４回、動物を飼ってもいないのにしているので放
し飼いはやめていただきたい。
（女性/40 代/錦田）
○下水道を行なっていない人がまだたくさんいるみたいですね。三島のためにすみやかにやってほしい
ですね。こころよく。（女性/60 代/北上）
○ごみ収集場所を通り越して次の場所へ行くので（町内で決まっているため）距離的に近くに出したい。
（女性/70 代以上/中郷）
○市役所の駐車場が狭すぎるので、もうちょっと広ければなと思います。（意見）我が家のまわりには
下水道をやっていない家が多い。市役所で２年以内にやってくださいと北上公民館で説明があったに
もかかわらず、未だにやっていないしやってくれる素振りもない。よって年２回のドブ掃除は大変で
す。虫は出るし悪臭はするし、水道代も上がってしまったので、我が家もやらなくていいならばやり
たくなかったです。当時でも 30 万円くらいかかり大変でしたが、それって矛盾していませんか？（男
性/60 代/不明）
○下水道を早く、市のほうでお願いします。
（男性/70 代以上/北上）
○まちが汚い。
（女性/70 代以上/不明）
○三島裾野線（幸町バス停より北）の歩道や道中を広げる整備を早く進めてほしい。交通量が多い上、
自転車が車道を走るためとても危険（特に老人）。住宅などが多いため大変だとは思うが、大きな事
故が起きる前に考えてほしい。三島市所有の空き地・法面の草刈りを昨年から年１回になったとのこ
と。夏の草の成長で虫の発生、種子が草地を広げるなど環境の悪化（一昨年前までは７月、９月と２
回刈ってくれたので種子ができず、年間を通して草丈が低く、とてもよかった）
。昨年は 10 月末の１
回のみ。予算の都合もあると思うが検討してほしい。（男性/40 代/北上）
○ごみ問題も焼却炉を考えると、根本的に議論していかないとまずいのでは…。
（男性/50 代/中郷）
○ごみを捨てない。まちをきれいにする意識づくり、キャンペーンをやってほしい。田や畑は空き缶、
ごみなどがよく放り投げられている。農家の人たちが拾い歩いているのが現状である。夜、街中で犬
の散歩をしている人が多いが、犬のフンが片付けられていない。夜、街中を散歩すると犬のフンが心
配である。三島市内に散歩コースを設定してほしい（４ｋｍぐらい）。今は毎日夜散歩をしているが、
夜の散歩は何となく後ろめたい気分であり、また怖いときもある。安全に堂々と歩けるような環境が
ほしい。光に反射するタスキなど、市役所で売り出してくれると嬉しい。
（男性/60 代/中郷）
○粗大ごみは、車もないのでセンターへ持っていけないので、とても不便です。
（女性/60 代/旧市内）
○町内の下水道工事計画が進められていません。早く全戸の家々の生活排水が下水道に流れ、用水には
きれいな水が流れることを思っています。（男性/60 代/中郷）
○近所の公園の池や川が昔と比べて魚も少なく、とても汚れている。水と緑のまちにふさわしい環境整
備をしてほしい。（女性/30 代/旧市内）
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○ごみの件。枝や枯れ葉などは生ごみとは別に集め、堆肥にし、三島の野菜に使うなどのサイクルがで
きればごみも減り、野菜（または花など）もよく育ち、よいのではないでしょうか。
（女性/40 代/北
上）
○富士市が実施している、ごみ減量を目的とした衣類、小物雑貨の回収とそのリサイクル、リユースの
取り組みを是非三島市でも実施してください。中郷地区にも健康増進のためスポーツジムをつくって
ください。三島体育館や健康センターは遠いため、高齢者には通えません。中郷プラザまたは長伏プ
ールを室内プールにして併設してつくっていただきたいと思います。もっと内外に対して観光ＰＲし
てください。（女性/50 代/中郷）
○自然や環境に優しい、やすらぎのある都市が希望ですが、市街化が進み、田や畑が整地され、宅地や
マンションに変わるのは自然がどんどんなくなるということで、子どもたちはますます空き地や野原
で遊ばなくなって、不健全なゲームなどをして過ごすことになりますので、以前のように元気で外遊
びが安全にできるようなまちづくりを考えていただきたいです。それと、もうどこにもごみを捨てる
所はないというのに、売られているものには全てごみとなるものが必ずついていて、すぐにごみ袋が
いっぱいになります。お金を出して側も買い、また処分するのも費用がかかるなんて！！なんとか全
てごみなしにできないものでしょうか。真剣に考えてください。
（女性/60 代/旧市内）
○確かに駅南口、北口はきれいになったと思いますが（大場川）文教町体育館の北側の下の橋付近から
川上にかけひどい荒れようで、たくさんいた鯉も今は数えるほどに減ってしまいました。前に（何年
か前）護岸工事をしていただいたことを思うと夢のような気がします。たまには見に来られることあ
りますか？繁華街ばかりでなく、まだ下水道の工事をしていない家もあり、臭さもたびたびです。思
っていることをいろいろ書きましたが、よろしくお願いします。
（女性/70 代以上/旧市内）
○公衆トイレを増設してもらいたい。（男性/60 代/不明）
○個人的な意見ですが、家の周りに下水が流れていて、梅雨時には特に臭いがきついです。早く下水整
備が進んでくればいいと願っています。北上プラザで書類（住民票）など取り寄せることができ、と
ても助かっています。（男性/60 代/北上）
○温水池の周りのアシ、カヤなどの背丈が高く、対岸が見えず、防犯に対して不安を感じます。いつも
９月ころの草刈りではないでしょうか？もう少し早いうちにできないものでしょうか？小学校、中学
校の通学路にもなっています。温水池の整備をお願いいたします。温水池の近くの飲食店より汚水が
池へ流れているように見受けられます。水のきれいなまちなのに、いつも疑問を感じております。
（女
性/60 代/中郷）
○ごみ処理は現状維持でお願いしたい。三島のシステムは素晴らしい。沼津みたいにしないでほしいと
思います。
（男性/50 代/北上）
○道路が狭く、歩道がない。災害時（地震）に道路の歩道が狭い上、頭上に倒れそうな大きな墓石があ
り、子どもも多く通るし車もよく通るので誠に危険を感じる。金網などの囲いがあればよい。徳倉ネ
ギトン橋近くです。下水道の整備は市のほうでされているにもかかわらず、各家庭の下水工事をされ
ない家があるので、不衛生である。側溝に流れ出しているらしく悪臭がする。市のほうで指導願いた
い。（男性/60 代/北上）
○月１回の危険不燃物の出し方ですが、燃えるごみの日と同じ日です。特別にかごなどがあるとよいと
思うのですが、検討しいていただけますか？（女性/50 代/北上）
○ここ数年前から水がおいしくなくなった気がします。
（女性/20 代/北上）
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広報・広聴

○町内アナウンスが聞きとりづらいので、もっと聞きとりやすくなると嬉しいです。また、バスの本数
がもうちょっと増発されたらありがたいと思います。また、子どもが遊べる公園を市内にたくさんつ
くってほしいです。
（男性/20 代/錦田）
○広報みしまなどで、各町内のスピーカーを使用しての放送がしょっちゅうあるが、何を言っているの
かほとんどわからない。うるさいだけです。特に明け方は迷惑です。サイレン、時報なども時代遅れ
だと思います。特にサイレンの音は子どもが怖がります。また、お年寄りの交通マナーが悪い。道路
横断など危険極まりないと思います。（男性/40 代/旧市内）
○ネットなどに限度額高額医療費の案内とか暮らしに困ったことなどわかりやすく案内してほしい。ど
ういう助成があるかよくわからない。人から聞いたりして情報が入って知ることが多い。市役所の駐
車場拡大、ＡＴＭみたいな無人機で住民票など申請できれば嬉しい（仕事をしているので時間内に取
りに行けないため）
。もしくは時間外受付など検討。
（男性/30 代/中郷）
○千枚原の放送が頻繁で、休日の朝早くに流れるので困っています。毎回決まっているような廃品回収
の放送はやめていただきたいです。
（女性/40 代/北上）
○広報みしまを拝見していますが、情報が充実していてとてもよいと思います。駅周辺がもっと開発さ
れたら、利用客も増えて、活性化に繋がると思います。
（男性/20 代/旧市内）
○路線バスの経路をわかりやすく、広報でお願いしたい。ごみの焼却場が数年前よりよくなってきた（親
切）。（男性/60 代/中郷）
○広報などに目を通していますが、いろいろな場所で行なわれている小さな行事（保育園のバザーｅｔ
ｃ）はあまり知ることができない。ＨＰで地域別の行事がわかるようにしてもらえるといいなと思い
ます。
（女性/30 代/中郷）
○いなくなってしまった子ども、お年寄りを探す放送について。夜中、早朝はやめてほしい。9：00～
21：00 にしてもらえませんか？疲れているときに起こされるのはいつも辛いです。北中の剣道場のド
アの警報装置が強い風のとき、激しい雨のとき、大概夜中に鳴ります。すぐ止まればいいのですが、
いつも数時間鳴り続けています。誰も止めにも確認にも来ません。中学校に伝えたいと思っていまし
た。よろしくお願いします。（女性/40 代/旧市内）
○小学校の下校時のアナウンスは毎日のことですが、市民の方のどのくらいの方が気にかけているので
しょうか？申し訳ない言い方ですが私はアナウンスの時間は、今小学校の下校のアナウンスがあった
から 14 時半ころかな、くらいにしか受け取っていないです。通学路でないから特に小学生を見かけ
ることもなくて役に立てませんが。何か別の取り組み方があるのではと少し考えたりしますが（私の
考えだけです）。
（女性/60 代/中郷）
○広報が全く聞こえないので何としてほしい。商店街にある立体駐車場は料金を取られるので、買い物
や美容院に行くことができない。無料の駐車場をつくってほしい。（女性/40 代/旧市内）
○三島は住みよいが暮らしにくいまち。気候温暖で空気もきれい、周りの景観は最高です。一方、物価
は大都市並み、スポーツ、娯楽、文化施設は貧弱で、商店街のシャッターは早仕舞い。大都市を控え
た地域性や人柄もあると思われるが活力が乏しい。東京のベッドタウンか？暮らしやすいまちづくり
を期待。改善されつつありますが、三島市内での地域格差の是正を！！（旧市街地域が中心です）天
気カメラを設置して三島の県内、全国へのＰＲを！！ＮＨＫ静岡では三島の気象情報を流しています
（民放は沼津）。三島の景観を時折放映できるように「天気カメラ」を設置はいかがでしょう！（男
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性/60 代/北上）
○広報のスピーカーが聞き取りにくい。昨年の台風のときの停電の情報を得られずとても困った。春先
から見かける花壇があちこちで見られ、きれいです。水やり、植え替えなどの作業を見かけますが、
お世話様です。
（女性/20 代/北上）
○縦割りなＨＰのつくり方が不便。横のつながりを持たせてＨＰづくりをしていただけるとわかりやす
い。特に子ども支援に関して、図書館、支援センター、イベントなどバラバラで見にくい。市立幼稚
園の送迎に関して、ほんのわずかでも共用の駐車スペースがあればと思う。また、教員の人事異動で
園長と主任が一度に変わると、小さな幼稚園では不安や混乱があると思う。子どもたちの通学に安全
な歩道の確保をしてほしい。壱町田や徳倉地区は狭すぎる歩道に驚きます。引っ越しの際、保育料引
き落とし口座の変更の手続きを早々にしたのに、確認ミスでいつまでも引き落とされなかった。夕方、
担当の方が電話をしてきましたが、結局その方のミス…そんなくだらないミスで残業し、残業代を申
請しているのかと思うと情けない。ミスは誰にでもあるけれど、就業時間内にやるべきなのでは
…！？プロ意識を疑います。（女性/30 代/北上）
○毎月いただく広報みしまは楽しみにしております。以前よりカラー版で美しく読みやすいです。（女
性/50 代/中郷）
○電話で同報無線の情報を取得したくても雑音が多くて聞き取りにくい。外の放送も聞きづらい。（男
性/50 代/中郷）
○私は仕事の関係で１年ほど前に東京より単身で移住しました。近所に知り合いはおらず、少人数規模
の会社であるため三島市民はおらず、三島市との交流はほとんどありません。このような立場の人に
もっと三島市のことを積極的に知れるよう広報やＨＰでアピールしてほしいです。（女性/30 代/旧市
内）
○夜 21 時以降の「人探し」放送をやめてほしい。広報スピーカーが家の近くにあり寝られない！！夜
21 時以降は緊急の場合のみにしてほしい。教育にもう少し力を入れてほしい！！中学の部活が活動し
なさすぎ！！先生によって部活の活動に差がありすぎる！！先生の質も低い！！先生が優遇されて
いるのか！？沼津や長泉に比べて部活が制限されすぎ！！（女性/40 代/錦田）
○広報装置の充実。三島の西はずれで放送がまるで聞けない。清水町の広報はよく聞こえます。市内循
環バスを西町のほうまで回してほしい。非常災害時の避難場所の充実（西小学校の開放や新規充実）
。
市役所の出張所を西町にもほしい（駐車場が狭くて大変である。西小の近くにあれば歩いて行ける）
。
（女性/70 代以上/旧市内）
○市民カレンダー、広報みしまなど無駄が多いと思います。結局使わない人はごみとなるし…。ネット
（ＨＰ）などもあるので、希望者のみにしてほしいです。（女性/30 代/北上）
○不定期に流れる「広報みしま」？や行方不明の人のアナウンスがうるさい（夜 21 時以降はやめてほ
しい。子どもが起きる！！）
。東京ではそんなアナウンスはない（実家は東京都杉並区）。電車やバス
が不便。伊豆箱根もＪＲ東海も接続が悪い。待ち過ぎる。市役所の対応が、担当の課によって違い過
ぎる。丁寧な所もあれば「はいはい」といった感じでやる課もある。口のきき方が乱暴。なぜタメ語
で話すのか？茶髪の社員がいる。多少の茶はよいと思うが、年齢に合った色にしてほしい。三島市が
やっているイベントが何をやっているかわからない。もっとわかりやすく、地域住民の家にポスティ
ングするとか新聞に折り込むとか。三島駅北口にはがっかり…なぜ大学が入ったのか。ショッピング
モールとかそういうものがよかった。三島市の魅力がわからない。行く場所はいつも決まってしまう。
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20 代の人たちは行動力があるから横浜、東京まで行ってしまう。何故行ってしまうのか、三島にショ
ッピングモールなどがないから。南口はもっと改良できないか？古い人たちはいっそ立ち退いてもら
って、市が土地を買ってビジネス、ショッピング街にしてほしい。せっかく新幹線が停まるのにもっ
たいない。いっそのことアメリカンやヨーロピアンテイストなまちづくりに変えてみたら…。市長は
どのような仕事をしているのか不明。ごみの回収時間が早かったり遅かったりで困る。（男性/30 代/
旧市内）
○三島市の放送（家事や迷子、行方不明など）が他の市に比べ聞き取りにくいです。20 代の自分が聞き
取りにくく感じているということは、高齢の方にはほとんど聞き取れていないと思います。音量の問
題でなく、話し手の喋り方の問題だと思います。一語ずつゆっくりはっきりと発声していただきたい
と思います。三島市がよりよいまちになることを願っています。
（男性/20 代/旧市内）
○50 代でまだ仕事を行なっており、日常は仕事場と家庭の行き来で時間が過ぎてしまい、実際に三島が
どういうまちづくりをしているのか、しっかりと把握できていません。これからのために福祉や生活
のためのメリットまたデメリットを誰にでもわかりやすいように、いろいろな方法で報せていただく
といいなと思います。インターネットやパソコンなどができない人たちにも伝えてもらえるような方
法も考えていただきたいですね。（女性/50 代/不明）
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その他

○関係者各位の働きに心から感謝しています。引き続きこれからもよろしくお願いいたします。（男性
/60 代/錦田）
○当地三島市に移転いたしまして約１か月なのでよくわかりませんでしたが周りの方々のお話などを
聞いたりし想像で書きました。よいまちに来られたと満足しております。
（男性/70 代以上/錦田）
○家族は日常は仕事で忙しいので、自分だけでも社会の中に入れる場所や自分の生活で相談のできる場
所があるといいと思う。体が健康であるときは家族に頼らなく社会の中で生活していきたい（男性/70
代以上/中郷）
○このアンケートを書くにあたり自分の生活に直接関わりのない、農業、雇用などの行政の取り組みを
よく知らないことがわかりました。もっと興味を持つためにはどうしたらよいのでしょうか。私も勉
強が必要ですが行政もどうすれば市民に市の取り組みを知ってもらえるかを考えてください。知るこ
とが「まちづくり」の一歩ではないでしょうか。
（女性/60 代/中郷）
○三島市に居住をおいてまだ１年余ですので、あまりよくわかりません。現役のときは西日本を中心に
転勤が多かったのですが、定年を過ぎて三年余、寿命のある限り三島市で過ごしたいと願っています。
（男性/60 代/中郷）
○現役所は建物の老朽化および手狭に思います。旧南校跡地などへ移転はいかがでしょうか？（男性/60
代/北上）
○“まちづくり”とは少し違うかもしれませんが、市の姿勢として、震災によるがれきの焼却処分を請
けることに賛成です。福島などの復興の遅れを見れば、放射能などを心配する声はありますが、それ
が安全な範囲内であればできるだけの手助けをしたいと思います。日ごろ現地で直接復興活動に参加
することは難しいですが、市の意志として、そのように協力できたら市民として嬉しいです。（女性
/40 代/中郷）
○常日ごろからまちづくりへの取り組みありがとうございます。市民誰もが日本一のまちだと自慢でき
る市へと導いてください。現在だけでなく、未来に向かって…。Ｐ.Ｓ.１か月前まで仕事の関係で三
島⇔東京⇔さいたま市を行き来しておりましたが、生活利便ではやはり東京、さいたま市のほうが勝
っていますが、やすらぎを求めることはできませんでした。その点では三島はホッとすることができ
る最高の場所だと思いました。
（女性/50 代/北上）
○大場川の草刈りを年に１回と聞いていますが（６～７月）、年に２回くらいにしてください。お願い
します。（女性/60 代/中郷）
○たくさんいろいろなことをしたいと存じますが、介護人を抱えていますので、なかなか自由がききま
せん。今は無理しないで少しずつ続けて生活したいと思っています。自分の健康を崩さないようにと
思って生活しております。
（女性/70 代以上/北上）
○高齢のため、現状でよいと思っております。（女性/70 代以上/中郷）
○三島市で幸福な老人生活を送らせていただいておりますことを心より感謝申し上げます。この時代の
大きな転換期に財政はじめ他方面の市政に与る方々は大変なご苦労と思います。若い時代は恵まれる
ことが一番の幸せと思っていましたが、しかし今高齢者として生きることの幸せは、まず自分で自分
のことができることだと思います。上げ膳据え膳は手足を萎えさせる失着と思います。生きている大
切さを自覚して、自分のできることを自分でさせることが大切であり、年寄りにとって幸福なことな
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のだと思うようになりました。ノロノロとした年寄りの動きを見守ることは大変なことですが、どう
ぞこれからもこの三島で幸福に生かさせてください。（女性/70 代以上/北上）
○新幹線の停まる駅である三島は別の土地から何となく引っ越してくる人が多い。居住 20～30 年以上
の人は三島が好きで、住みやすいから長く住んでいる。そういう人たちにもっと恩恵があるとよいと
思う。
（男性/40 代/旧市内）
○三島市の教職員組合と市内の学校の保護者でつくられた「子どもを守る父母と教師の会」というもの
があり、娘が保護者の担当を引き受けたそうです。先日、その第１回実行委員会があり、出席してき
たところ、保護者は教職員のサポート的な活動をするのかと想像していたら、司会や議事の進行など
運営のようなものまで実際は行なわなければいけないらしく、子ども会の会長も合わせて引き受けて
いるから、自分にできるかとても不安だと訴えていました。私も娘が体調を崩さないか心配でこちら
に書かせてもらいました。たった１年だからと言われてしまえばそれまでですが、善意で引き受けた
ものに対して、少し負担が大きいのではないかと思いました。このようなまちが住みよいまちとはと
てもいえないのではないかと思います。
（女性/60 代/北上）
○この間当店にお客様として来られた男性（78 歳くらいの方）が主人と私に話をしました。奥様が３年
前先立たれ、今はひとり暮らしをしており、一日中話を聞いてくれる人がいないので、誰か話の相手
をしてくれる女性がいたら教えてほしいと何度も頼まれました。男性ではだめですかと聞いたところ、
男性は酒を飲んだり食べる方向に行くため…その方は話をしたいのだそうです。きっと寂しいのだろ
うと思います。これからは一人になる方も多くなっていきます。何かよい所はあるでしょうか。（女
性/70 代以上/不明）
○市民の全てが三島市が満足度 No.1 の市になるように頑張ってください。
（男性/60 代/北上）
○三島市は現状でもとても住みやすい都市です！（男性/30 代/中郷）
○道州制になった場合、関東圏に入るべきである。そのため静岡県から離脱して、神奈川県への編入を。
東部地域の他市町と合同で検討することなどが必要だと思われる。（男性/50 代/錦田）
○庁舎の改築を望みます。現在地でいいと思いますが、市民が誇れる庁舎となり、外出した際に立ち寄
ってみようと思うスペースなどがあるとよいと思います。10 階建てにし、上にラウンジや三島の歴史
がわかる資料室などを設け、旅行者などにも三島の文化、歴史がわかるようになるとよいです。三嶋
大社を中心とし、老年から寿年、幼年までがまちの中を歩きたくなるように、安全を確保し、魅力的
な商店街を創造していくときに市民が参加、アイデアを出し、一人一人がこの三島を大切にしていこ
うと思うプロジェクトをつくってほしいです。（女性/50 代/中郷）
○現在ほぼ満足しております。
（男性/70 代以上/中郷）
○緑の多い三島が好きです。昔から水の都として全国に知られ、これからも維持してほしいです。また、
東北では震災のがれきが困っているとのことで、同じ日本人同士痛みを分かち合い、少しでも早く東
北が元気になれるとよいと思います。（女性/60 代/北上）
○違法改造車両などの取り締まりを強化してほしい（騒音などにより、夜うるさいときがあるので）。
（男
性/20 代/中郷）
○三島の水や緑に魅かれ、住んで 45 年になります。定年で退職し、列島を少しばかり歩いたり、ある
いは三島に迎えた知友たちが例外なく三島の風光に簡単してくれたりするなかで、改めてこの愛着し、
第二の故郷にとなった三島の自然の魅力が気付かされます。かつて三島に住み始めたころのことです
が、当時コンビナート阻止闘争の余熱があって、何かの折、土地の方からそのお話を聞いたものです。
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今まで小生が水や大気や大地の自然を享受できたのも、また、今三島が列島に自らの自然の魅力を発
信できるのも、こういう先覚者たちや、そして種々の事情があったにもかかわらず、その願いに答え
た市当局の勇断のおかげであります。その真価は歴史的に輝いています。唐突なものいいで申し訳あ
りませんが、自然は我々生き物の生存の安心のもとであると思われます。とりわけ昨年 3.11 以降、
そのことを身に染みて感じさせられます。このたび東北災害のごみを列島に拡散する動きが出されて
きました。汚染ごみについては原則があるそうです。「出した現地で処理し、被害を広げない」とい
う原則です。特に地下水の汚染を広げない、という理由からのようです。それならば放射能のごみは、
その量にかかわりなくこの原則にますます沿わねばならないのではないでしょうか。小生まことに恥
ずかしいことなのですが、3.11 以降慌てて放射能について先見の明のあった専門家や書籍に学びだし
たものであります。放射能は目に見えませんで、自覚的に学ばねばその実相は理解されないものでし
た。臍を噛みつつ、学びの中で核について特に重要な認識と思うことがございました。①人工的に核
を解体して放たれる放射性物質は、特に人間の遺伝子に作用し、それは数十億年かけて進化してきた
生命にさからうものであること。②核の被害は量で規制されうるものでないこと。「弱い放射能」つ
まり「内部被爆」はとくに生体活動の激しい子どもや母体に被害を与え続けるもので、核種によって
は何十、何百万年も被爆させるものであること。従って災害ごみの問題は列島の総環境生命、全住民
の運命にかかわる問題であり、一部の特殊業者の利益の問題などとは秤にかける性質の問題ではない
のでした。これ以上日本人の「命のもと」である列島の自然を放射能列島化してほしくありません。
放射能ごみ拡散の問題はその他多くの問題点を抱えていると思います。その膨大な経費、肝要の東北
住民への対策の欠落、人災の原因や責任を曖昧にし、日本人を放射能麻痺させ、ますます真の問題解
決を遠ざけるなど。環境行政についての優れた歴史を持つ三島が、今回も住民の命の立場で放射能化
の危機を持つ列島に規範を示してほしいと願わざるを得ません。今夏、東北で被災した子どもが放射
能を少しでも一時逃れるべく、三島に参ります。彼を絶望させたくありません。ごみを受け入れない
ことは決して地域エゴといった性格のものではありません。小生、三島には芯のある文化都市・福祉
都市になってほしいと念願しております。その点今活動しておられるもろもろの場所でのご活動に感
謝していますし、三島図書館や郷土館などの充溢や、三島進出の大学の市民講座のさらなる充実、映
画・演劇祭・研究発表などなどを心躍りつつ期待しております。しかし、自然を守り、市民の命を守
ることが文化や福祉の基点です。自然を守った伝統を持つ三島が、ごみ問題拡散においても筋の通っ
た政策を貫徹し、それを発信すれば三島は後代にも多くの日本人に敬愛され、心あるものの行きたく
なるまちになると信じます。市長さんの今回の市民アンケートの企画に敬意を感じ、それに励まされ、
ごみ問題のご勇断に一市民として心から期待しておりますことを書かせてもらいました。
（男性/60 代
/北上）
○よりよい三島市になることを願っております。
（女性/70 代以上/北上）
○特に大きな不満はありません。住むのには暮らしやすいまちだと思います。今後ともよろしくお願い
いたします。（男性/30 代/旧市内）
○子どもがいないので役に立つ回答ができないです。（女性/30 代/中郷）
○三島市内の土壌放射能量測定を定期的に行なってほしいです。全ての学校、公園で測定してほしいで
す。よろしくお願いします。（女性/30 代/旧市内）
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