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１．アンケート調査の概要 

 

 

１．アンケート調査の方法 

   ①アンケート期間 令和 3 年 2 月 15 日（月）～3 月 5 日（金） 

   ②調査対象区域  富士宮市にお住いの人 

   ③対象者      18 歳以上 60 歳の男女 

   ④配布方法     郵便にて発送 

   ⑤回収方法     郵送またはＷＥＢ上の回答フォームより回答 

 

２．配布、回収率 

   ①配布数       2,000 通 

   ②回収数       1,093 通 

    （郵送回答 717 件、ＷＥＢ回答 376 件、ＷＥＢ回答率 34.4％） 

   ③有効回答票数   1,093 通 

   ④回答率        54.7％ 

 

３．集計結果の見方 

 

① 単純集計 

・単位は、人（％）である。パーセンテージは、各項目の値を全体（＝有効回答

数）の値で除して算出している。 

・構成比は四捨五入したため、合計数値が 100％と一致しない場合がある。 

・複数回答は回答者数の割合で算出しているため、100％を越える。 

・図表中の「ｎ」は該当設問における有効回答数であり、設問ごとに非該当及び無

効回答を除いた数である。 
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２．調査結果 

《あなた自身について》 

問１ あなたのことについてお尋ねします 

（１） 性別は 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）年齢は 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 「50 歳以上」が最も多く３５.2％、次いで「４５～４9 歳」が 1６.４％、を年代が上がるほど

増えている。 

 「男性」が４5.５％、 

「女性」が 5４.５％となっ

ている。 

 「男性」に比べると「女

性」の回答率が多い。 
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（３）お住まいの地域（行政区）は 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 「富士根南地区」が最も多く 2０.２％、次いで「富丘地区」が１８.８％、「大宮東地区」が 

1３.９％、「大富士地区」が 1１.６％となっている。 

 

（４）職業は 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 「常勤の勤め人（会社員、公務員など）」が最も多く 5２.９％、次いで「パート、アルバイト」

が 16.７％、「自営業、家族従事者」が７.9％となっている。 
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（５）勤務先又は通学先はどこですか 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 「富士宮市内」が最も多く 65.７％、次いで「富士市内」が 2１.５％、「その他静岡県内」が

7.9％、「静岡県外」が４.６％となっている。 

 

 

 

（６）あなたの現在の住まいの家族構成は 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 「２世代」が最も多く４１.７％、次いで「夫婦と子と親の世帯など（３世代以上）」が 1８.

０％、「その他」が 1７.３％となっている。 
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《お住まいについて》 

問２（１）あなたの住宅の種類は 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 「持ち家（一戸建て）」が最も多く 75.2％、次いで「賃貸住宅（アパート、マンション、借

家）」が１９.７％となっている。 

 

 

 

（２）富士宮市に住んでいる期間は、何年ほどですか 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 「20 年以上」が最も多く 6６.５％、次いで「10 年以上～20 年未満」が 1７.２％、１年以上

５年未満」が７.４％、「５年以上～10 年未満」が６.2％となっている。 
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（３）これまでの居住の経緯はいかがですか 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 「富士宮市に生まれてからずっと住んでいる」が最も多く３０.８％、次いで、「富士宮市出身だ

が、（進学、就職等で）市外での居住経験がある」2６.９％、となっている。 

 

 

《性別クロス》 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 男女別で見ると、男性は「富士宮市に生まれてからずっと住んでいる」が最も多く、女性は「県

内の他の市町から転入してきた」が最も多い。 
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（４）転入してきた方にお伺いします。本市に住まいを選択した理由は何ですか 

【複数回答】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

《性別ク ロス》 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆その他意見 

・実家がある、親族がいる（１９人） ・仕事の都合、転勤（1７人） 

・家を建てた、借りたから（４人）  ・親の介護や面倒を見るため（３人） 

・離婚のため（２人）        ・成り行きで 

・市民税が富士市より安い      ・大石寺のため         

・まだ県外にいる          ・目的があったから 

・富士宮市が好きだから       ・親の都合 

・家族の勧め  

 「家族の都合」が最も多く

29.6％、次いで「生まれ育

った場所だから」2５.

２％、「結婚のため」が 2

４.６％、となっている。 

 本市に住まいを選択した理

由の上位５位を性別で見る

と、男性は「通勤に便利

（仕事関係）」が最も多

く、女性は「結婚のため」

が最も多い 

28.5%

11.3%

14.1%

26.4%

26.7%

11.1%

5.8%

32.8%

24.3%

31.8%

100% 50% 0% 50% 100%

通勤に便利（仕事関係）

自然環境が良い

結婚のため

生まれ育った場所だから

家族の都合

男性 女性
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（５）あなたはこれからも富士宮市に住み続けたいと思いますか 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 「今の場所（家・土地）に住み続けたい」が最も多く 55.7％、次いで「わからない」が

22.6％、「市内の別の場所に引っ越したい（自己の家を建てて・買って）」が 7.9％となって

いる。 

 

 

◆その他意見 

・県外に引っ越す予定（３人） 

・どこでもよい、こだわりはない（２人） 

・いずれ実家（富士宮市）に入る予定（２人） 

・仕事の都合で転勤予定 

・海外へ 

・勤めの都合によって引っ越すのはやむを得ない 

・住み続けたいという強い気持ちはない 

・富士宮に住み続けたいけれど、家を建て直すかアパート暮らしをすすか悩み中 

・子どもの進学先により、柔軟に引っ越しを考えている。（市内の駅に近いエリアなど） 

・富士山噴火が心配なので経済的に可能なら引っ越したい 

・今の場所も好きで住み続けたい気持ちと、市内の別の場所もいいかなと悩む 

・住民票だけ残す 
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（６）市内に今後も住み続ける理由 

 

◆その他意見 

・家を建てたから（持ち家）（22 人）    ・実家がある（近い）、親がいる（5 人） 

・友人がいるから（3 人）          ・仕事の都合で転勤予定 

・引っ越す財力が無い            ・引っ越しが面倒だから 

・実家と離れたくないから          ・引っ越す理由がない 

・考えたことがない             ・仕事の都合 

・自営業だから               ・ひとり暮らしがいい 

・何でも揃うイオンがあるから        ・楽だから 

・現在の居住が賃貸で手狭のため       ・老後の環境 

・住宅ローンがあるので 

・今、住んでいる地区は自然環境が良いですが、交通の便は悪く、年を取ってからの生活がしにく

いため、市内の駅近に越したいと思っている。 

 

  

 本市に今後も住み続け

る理由を見ると、「生

まれ育った場所だか

ら」が最も多く

41.0％、次いで通勤に

便利（仕事関係）が

33.2％、自然環境が良

いが 28.4％となって

いる。 
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（７）市外に引っ越したい理由 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆その他意見 

・不便、土地柄 

・不公平な市だから 

・結婚後相手と相談 

・富士市の税金の方が安いから 

・嫌な人が多いから 

・怖い思いをしたため 

・閉鎖された雰囲気が嫌 

・富士宮市に特に思い入れが無いため 

・想像以上に田舎で、暮らしが不便なため 

・週１日でも実家の親の世話を手伝いたい、土地の相続・申告等（税務署）富士市まで出掛けるの

は大変です 

・富士宮市の子育て世代への税支援環境支援等不満に思うから 

 

 

  

 市外に引っ越したい理由

を見ると、「買い物など

生活の利便性向上のた

め」が最も多く

38.0％、次いで交通の

利便性改善のため

30.4％、転勤や転職

（仕事関係）が 26.6％

となっている。 
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《結婚について》 

問３（１）あなたは現在結婚されていますか 

 

 

 

 

 

 

《性別と年齢別クロス》 

 

 性別と年齢別で見ると、男性に比べ、女性の方が結婚している人が多い。 

 25～29 歳を見ると、男性では結婚している人が 2１.９％に比べ、女性は５１.１％となってい

る。 

 男性の 30～39 歳では約４割の人が結婚していない。 

 

  

 「結婚している」が最も多

く 67.６％、次いで「一度

も結婚したことはない」が

23.9％、「結婚したこと

はあるが、今は結婚してい

ない」が 7.7％となってい

る。 
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（２）現在結婚していない主な理由は何ですか【複数回答】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 「１人でいるのが自由で気楽だから」が最も多く 31.0％、次いで「出会いや交際のチャンスが

ないから」が 2２.６％、「まだ若く、結婚を考える年齢ではないから」が 20.6％となってい

る。 

 

◆その他意見 

・家事、育児、仕事が大変（２人）    ・相手との結婚のタイミングが合わなかった 

・LGBT、同性と結婚でいないから（２人）・子どもが結婚を望んでいないから 

・病気になり結婚できない        ・日蓮正宗を信仰していたいから 

・したい気持ちはあるがうまくいかない  ・結婚の前に自立したいから 

・コロナのため、出歩けない       ・不安要素を相手に共有させたくない 

・異性・同性どちらにも興味がないから  ・する気はあるがタイミングがまだ先 

・離婚して、今は再婚を考えていない   ・結婚に関しメリットを感じないから 

・将来的不安 

・子ども家族同居で家事・学校多々あり、高齢の親の先々の不安 

・子どものことを考えると別の人と再婚しようという気持ちになれない 
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《年齢別クロス》 

 

 20 未満～24 歳までは「まだ若く、結婚を考える年齢ではないから」が最も多い。 

 25～34 歳では「出会いや交際のチャンスがないから」「１人でいるのが自由で気楽だから」の

回答が多くなっている。 

 35～44 歳では「一人でいるのが自由で気楽だから」「結婚の必要性を感じないから」の回答が

多くなっている。 
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（３）結婚したいと思いますか 

 

 

 

 

 

 

 

 

《年齢別ク

ロス》 

 

 20 歳未満～34 歳までの

未婚者は「結婚したい」が最も多

く、「どちらかと言えば結婚したい」という回答が多く半数以上をしめており、「どちらかと言

えば結婚したい」を合わせると７割の方が結婚したいと考えている。 

 

 

 

  

 「どちらかと言えば結婚した

い」が最も多く 29.6％、次い

で「結婚したい」が 26.7％、

「どちらかと言えば結婚したく

ない」が 21.7％、「結婚した

くない」が 20.0％となってい

る。 
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（４）どのくらいで結婚したいと思いますか 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

《年齢別クロス》 

 

 20 歳未満～24 歳までは「10 年以内」が多く 5 割近くを占めている。25～29 歳では「5 年

以内」が最も多く５割占め、30～3４歳になると「2 年以内」が最も多く 45.5％となってい

る。 

 

 

 

 

 

 

  

 「５年以内」が最も多く

41.1％、次いで「２年以内」

が 25.2％、「10 年以内」が

22.5％となっている。 

 

婚約中

7.9%

２年以内

25.2%

５年以内

41.1%

10 年以内
22.5%

10 年以上後
3.3%

N＝129人
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（５）あなたは、つぎのような出会いの機会があれば参加したいと思いますか 

【複数回答】 

 

 

 「友人や知人の紹介」が最も多く 61.9％と半数以上を占めており、次いで「スポーツや音楽な

どの共通の趣味を通じた出会いの機会」が 36.1％、「地元の同窓会など」が 19.1％となって

いる。 

 

◆その他意見 

・ナイトクラブかイベント・フェス等 

・自然な出会い 

・子どもを受け入れてくれる出会いの場には参加したい 

・二つ以上は思い浮かばない 

・いい出合いがあれば… 
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《年齢別クロス》 

 

 どの年代も「友人や知人の紹介」が最も多く、次いで「スポーツや音楽などの共通の趣味を通じ

た出会いの機会」や「地元の同窓会など」が多い。 

 20 歳未満では他に「地元の同窓会など」「スポーツや音楽などの共通の趣味を通じた出会いの

機会」が多く、いろんな機会に参加したいと回答している。 

 40～44 歳は「誰でも自由に参加できる婚活パーティーなどによる機会」「どれにも参加したい

と思わない」の回答も多い。 
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《出産･子育てについて》 

問４（１）お子さんは何人いますか 

 

 

 

 

 

 

 

（２）理想のお子さんの人数は何人ですか 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）実際、将来何人のお子さんを持つ予定ですか 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 「2 人」が 34.4％と最も多く、次いで「0 人」

が 32.4％、「１人」が 16.4％となっている。 

 「２人」が 47.8％と最も多く、次いで「３人」が

29.2％、「１人」が 6.5％となっている。 

 「２人」が 44.6％と最も多く、次いで「1 人」

が 15.6％、「3 人」が 13.9 となっている。 

《年齢別クロス集計表》

年齢（歳） 20未 20－24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50- 計

子ども数（人） 23 131 142 170 275 280 379 825 2,225

親数（人） 14 76 75 81 121 140 170 367 1,044

出生数（人） 1.64 1.72 1.89 2.10 2.27 2.00 2.23 2.25 2.13

※親数は回答者数-無回答者 ※出生数（子どもの数÷親数）

《年齢別クロス集計表》

年齢（歳） 20未 20－24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50- 計

子ども数（人） 17 105 124 145 214 212 279 568 1,664

親数（人） 13 73 75 80 119 133 162 335 990

出生数（人） 1.31 1.44 1.65 1.81 1.80 1.59 1.72 1.70 1.68

※親数は回答者数-無回答者 ※出生数（子どもの数÷親数）
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（４）理想の子どもの人数より、実際持つ予定の子どもの人数が少ない方に伺います。

その理由は何ですか【複数回答】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 「年齢上の理由から」が最も多く 52.2％、次いで「子育てや教育にお金がかかるから」が

38.1％、「収入が少ないから」が 25.0％となっている。 
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《性別クロス》 

 

 実際持つ予定の子どもの人数が少ない理由で、上位４位を性別で見ると、男性、女性共に「年齢

上の理由から」が最も多くなっている。 

 

◆その他意見 

・結婚していないから（予定がないから）（６人） 

・子どもができない、妊娠できなかった（３人） 

・不妊治療をしたが授からなかった、不妊（２人） 

・離婚したため 

・学生だからまだ考えていない 

・子どもにめぐまれたい 

・妻の年齢、健康上から 

・引き継いでくれるかわからない 

・相手がいないためわからない 

・ほかの子どもへの負担 

・出産がトラウマ 

・不妊治療中でそもそも子どもができるかすら分からない状況のため、一人でもできれば奇跡だと

思っている 

・年齢から今後の出産の予定はない、質問がおかしい 

・配偶者が産休育休がしっかりと取れる企業に勤めていれば収入面でも可能だと思う 

・子どもは大きいが一生愛情を注ぎ込みたいし、再婚する気もないから 

・ゆとりを持って子育てしたい。生活のサイズを大きくしたくないから。家の住み替え、それに伴

う光熱費アップ、車の買い替え etc（大きな車を運転したくない。広い賃貸が少ない等） 

・親の介護と子育てが重なってしまったから（２人） 

・なるべく 3 人産みたいのでまだ検討中です。2 人目を産んでから考えようと思っている 

・好きな場所に家が建たない 

・コロナで色々と心配 

・一人目を生んだ後病気になり、治療中のため妊娠できなくなった 

・たまたまできなかっった 
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（５）出産、子育て支援策として重要だと思うことは何ですか【複数回答】 

 

 

 「保育料の軽減や子ども医療費の助成などの経済的な支援」が最も多く 36.1％、次いで「児童

手当の拡充や減税など、子育て世帯への経済的な支援」が 35.2％、「教育費用の軽減や奨学金

制度の充実」が 31.9％となっている。 

 

  



 

 22 

《性別クロス》 

 

 性別で見ると、男性は「児童手当の拡充や減税など、子育て世帯への経済的な支援」が最も多

く、次いで「保育料の軽減や子ども医療費の助成などの経済的な支援」が多い。 

 女性は「保育料の軽減や子ども医療費の助成などの経済的な支援」が最も多く、次いで「子ども

手当の拡充や減税など、子育て世帯への経済的な支援」が多い。 
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◆その他意見 

・産婦人科不足（出産できるのが市立病院だけ）、産婦人科（無痛分娩可）があること（５人） 

・全てが必要（４人） 

・男性の育休制度の一般化、（育休取得の環境）（２人） 

・療育支援 

・子育て世帯への経済支援、教育費も弱者ばかりに目が行って児童手当はカットされてばかりいた 

・所得制限なしの保育料軽減・児童手当・医療費無料等、結婚年齢を若年化すること、早期の婚活

支援や若年夫婦への支援が必要 

・給料、賃金のアップ 

・学校給食の無償化 

・高校卒業までの教育費０円支援 

・不妊治療、出産までができる医療機関の充実 

・地域の活性化→産業が活発で雇用の需要がなければ子育て世代が住みにくい 

・未就園児の預かり保育(就業状況に関わらず希望者が利用可能)やベビーシッターの充実（３人） 

・子どもが遊べる公園やスポーツできる場所が少なく子どもが移動できる場所にない（体育館や白

糸自然公園のホールは異常なほど混んでいる） 

・仕事をこれから探す人にも保育園が入りやすくなってほしい 

・単身者でも子どもをもてるようにしてほしい 

・小中学校の学びの質向上 

・年金など、老後への不安の払拭 

・興味がない 

・離婚家庭の父親から養育費不払いの取り立て代行 

・都市計画の対応 

・生きやすい国づくり 

・転入者は見落とされる 

・当人たちの覚悟 

・会社、企業、施設、行政などのシステム整備よりも一定の年齢での現金支給。子育てしていない

世帯、一人世帯への保障、手当。子育て世帯と同等でなくても。子育て世帯は大切だが、一人世

帯がその分も負担を大きく負うことは大変なのが現状。この点が改善されないと子育て世帯への

協力がしにくい。 

・結婚する人を増やし、経済的に不安のない状態を提供すること。 
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問６ 人口減少を克服するため、活力ある社会を目指して富士宮市が取り組むべきこと

について、最も重視すべきことは何だと思いますか【複数回答】 

 

 「正規雇用の拡大や企業の誘致」が最も多く 37.0％、次いで「地元を離れても、また地元に戻

って働ける環境づくり」が 35.8％、「出産・子育てがしやすい地域づくり」が 35.1％となっ

ている。 
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《性別クロス》 

 

 

 性別で見ると、男性は「正規雇用の拡大や企業の誘致」が最も多く、次いで「地元を離れても、

また地元に戻って働ける環境づくり」が多い。 

 女性は「出産・子育てがしやすい地域づくり」が最も多く、次いで「地元を離れても、また地元

に戻って働ける環境づくり」が多い。 
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◆その他意見 

・市民税や税の軽減（税金をなくす）（６人） 

・医療の充実（機能していること）、病院を作ってください。（４人） 

・子育て世代への減税（子どもの人数に応じた税率） 

・産婦人科の病院があること。 

・一人世帯用のマンションの充実 

・宮バスをもっと増やす。タクシーをもっと安価に利用できるようにする。 

・西町シャッター商店街再生 

・遊園地等があればよい。 

・娯楽施設の増築 

・収入の増加 

・障がい者の家族への相談窓口 

・子どもが安心して遊べる無料の施設 

・バスだけでなく電車でも富士山までいけるようにしてほしい。 

・不公平がないこと。 

・結婚、妊娠、出産、子育てに対する経済的支援 

・義務教育の見直し。奨学金制度の緩和 

・何歳になっても高齢になっても、働き続けることができる環境づくり。 

・どうでもいい、。 

・就職先が少ない。 

・日本全体の人口が少なくなっているので、人口を増やすという政策ではなく、人口が減っても維

持できるというまちづくりをすべき。 

・改善点の情報収集と対策の人材育成と地域協力の組織体制の迅速化 

・市内事業所は副業を容認することを条例にする。身延線を延長して、富士駅から新富士駅を結ぶ。 

・明るさ、助け合いの輪 

・真似事でもよいので、成功している地域を参考にしてほしい。 

・町内会 PTA 等昭和価値観の撲滅 

・若者が子育てをしたいと思える環境、医療、制度の構築 

・治安の安定 
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３．自由意見 

・人口減少すると、私達の将来や今の生活にどんな困った事が起こるかが、いま一つ切実に伝わってこな

い事が、対策や世論の高まりに繋がらないのかな、という気もします。少子化は、市というよりは、国全

体の問題でもあるので、正直富士宮市の人口だけが増えても、周りの市から減ってしまうのでは？とも考

えてしまいます。歴史から人口が増加したのはどんな時で、どんな対策をしてきたかを検証して、市の政

策で似たような事を起こせないのか？と調べてみるとか・・・。あとは、働く場所が近いと、夫さんの育

児に参加する時間（チャンス）も増えると思うので、企業誘致は是非入れて欲しいです。良い意見やアイ

デアが浮かばず申し訳ありません。ありがとうございます。 

・やはり、『魅力ある街づくり』が、人を惹きつけると思います。今色々と工夫されて、富士宮市の名前

も広まっていると思います。ただ住んでみたいと思う為には、子育てをし易い環境づくりや子育てに対す

る支援の充実だと思います。素晴らしい富士山を毎日観る事ができる利点をいかしながら、成長した子供

達も、戻ってきたくなるような環境整備に力を入れて頂ければと思います。具体的でなくすみません。頑

張ってください。 

・高齢者が介護保険を使わないレベルの方の、外出サポートが少ない。タクシー助成金とか、バスも小型

をもう少し田舎運用とか。それを若い世帯がサポートしなくてはならず、子育てもし難くなる。田舎の割

りに、渋滞する場所も多く、交通整理がもう少しスムーズになると良いかと思う。イオンレベルの施設

が、もう１ヵ所欲しい。 

・人口流出を止め増加させるには、やはり魅力ある企業（雇用拡大）、学校がある事、高齢化社会に対応

した環境整備が必要と思います。学校については、もう少し何かに特化したコースを設ける等、特色のあ

る学校があると良いと思います。又、街全体が坂ですので、もう少しバス等、今よりもキメの細かい、車

が無くても移動に困らないインフラ整備が必要。マイナンバーカードを普及させ、コンビニ等での手続き

を更に増加させる。移動販売車・移動図書館等、車で出掛けなくても物が買えるなどの取組みを期待しま

す。 

・富士宮市主催の集団お見合いの実施による、結婚カップルの増加、そういう事を定期的に行い、結婚で

きる人を増やす。そして、そこから少子化対策に、繋げる様にして欲しい。 

・市が、お金を持っている事が大事だと思う。安心する街・市づくりで人が集まる、離れない。 

・コロナに対する情報が少な過ぎる、遅い。もっと市民を安心させるような情報を下さい。みんな市外へ

流れて行きますよ。 

・富士宮市街地は、生活に便利だと思いますが、私の住んでいる大岩２区では、宮バスも通っておらず、

富士急行バスも本数が少ないです。周りにスーパーもありません。将来、車の運転が出来なくなった時、

生活に困らないか不安があります。 

・富士宮市の事は、大好きですが、これから年をとり、車を運転する事が出来なくなってからの生活が不

安で仕方ありません。地域には、友達づくりが出来るような施設も無く、歩いて行けるようなショッピン

グセンターも無く、バスは１時間に１本、それもバス停までが遠いです。少し歩けば電車に乗れて、老人

でも楽しく移動し、生活できる街へ引っ越したいと思ってしまいます・・・。このようなアンケートをし

て下さり嬉しく思います。富士宮市が、住み易い町に変ってくれたら良いと心から願います。 

・他県からの移住者なので思う事ですが、児童館が少なかったり、小学校で５時迄子供を預ける仕組みが

無かったりするので、もう少し子育ての負担が軽くなる仕組みがあると、子育て世代は助かると思いま

す。 
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・産婦人科が無いのは、異常な事だと思います。近所の方も、富士市に引っ越したばかりです。市の方で

も考えて欲しいと思います。 

・郊外の為、バスが来ません。どんどん少なくなってきてしまっています。車が使えなくなったら心配で

す。 

・交通機関の充実・不妊治療の助成 

・大学卒業後に、富士宮市に企業（工場勤務でない）が少ないので、就職で帰る事が出来ません。自分の

周りも多く居ます。企業の誘致を希望します。 

・富士市は、市外から転入した子供の居る家族には手厚く（家を建てた時の補助金等・・・）、富士宮市

も家族（子供の居る）移住者に手厚い補助と宣伝をした方が良いと思います。 

・高齢者でなく、若者を支える事が最もたいせつだと。 

・アニメ等のコンテンツを活用した誘客など 

・市民が使える施設が少ない割りに、住民税が高い 

・富士宮に住みたいと思わせる動機が無ければ、人口は増えないと思います。又、出産・子育て支援が充

実していないと、経済的に厳しい時代では望みが低いと思います。 

・企業誘致による財源（税収）確保→市役所内で専門的に従事できる部門、人材確保をし実行。 

・子育て世代に対する支援。高齢者に対する支援→金銭的な支援。 

・助成金等の充実・医療費助成金（長泉町がモデルケースに？） 

・富士山、自然環境だけでの情報発信では、人口減少対策にはならない。以上宜しくお願いします。 

・産婦人科が少ない。安心して出産できる環境ではない。（生める産科が無いので、子供を産めず、高齢

者が増え、少子高齢化による労働不足） 

・公園を作って頂き、子育てには、良い環境だと思います。 

・他県から引っ越して来ましたが、道の狭さや見通しの悪さが、運転していて危ないといつも思います。

公共交通がもう少し充実して頂けるととても助かります。（バス・電車の本数増加等） 

・経済的支援 

・若者が、進学か就職をきっかけに、市外へ出ざるを得ない環境であり、市内に企業か娯楽施設が特にあ

る訳ではないので、家庭の事情以外で戻ってくる理由も無い。まずは、若者が地元に残れる街づくりをし

ないと、どんどんジジババの街になっていくと思う。（ドンキホーテ等の深夜営業のお店が少な過ぎる） 

・子供が育て易い環境が整っていれば、市外・県外からの転入も増えると思う。 

・子供の医療費無料、出産お祝金、教育費の助成拡大等金銭面での保障。 

・公園の整備、子育て世代のバス料金助成、危なくない通学路の整備等の交通面。 

・これらの意見に耳を傾けてくれる『市』子供を大切にしてくれる政策が、子育て世代を増やし、人口増

加に繋がるのでは？ 

・働きながら子育てする人は、益々増える訳だから、子ども園の増設、企業内保育、子育てを終えた人

が、子育てのサポートをする等。安心して子育てが出来る街なら、若い人は住むと思う。それには、働く

場所がある事も大事。大学に進学すると、そのまま他市に住んでしまう。高卒の就職先を増やせば、地元

に住む人が増える。 

・富士宮から一度は出て、他の地域を経験するのは大切だと思うので、その後 U ターンできるように、

家族を持ち易い支援や子育てし易い支援を、他の市よりよりアピールして行う事。 
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・子供が小さい時より、大きくなった時の方が、学費・制服等にお金が掛るので、中学・高校入学時にお

金を使って貰いたい。赤ちゃんの頃は、３万円とか要らないです。大きくなる頃に金額を多くした方が、

親も子も助かります。ママ友達と口々に言っています。 

・小さい子供が居るので、島田市にできた『ゆめ、みらいパーク』のような、大きな公園が近くにあれば

良いなと思っております。 

・子供を産んで人口を増やす、他所から移住して人口を増やす、そういう事も大事だと思うけれど、市か

らの補助・給付等を富士市のようにして頂きたいと思います。人口を増やす前に根本的な事を変えていっ

た方が良いし、そうなれば自然と人口も増えるような気がします。 

・公共交通機関の充実、車が無くても生活できる環境になればと思います。 

・富士市のような、市運営の結婚相談所や、年１・２度と回数の少ない婚活パーティーの頻度の向上。社

会人になって、出会いが本当に少なくなりました。富士宮市に家庭を築き、一生をこの街で過ごしたいで

す。宜しくお願いします。 

・不妊治療の助成に期待しています。 

・富士山一周できる SL を走らせる。富士山のライトアップ。 

・現在、車が無いと生活できないのが一番の悩み。運転面許を返上したら、生活できなくなるので、子供

の住む他市への移住を考えなければならない。 

・大きな町に出るのに（静岡方面・伊豆方面）、時間が掛かる。 

・他の市にくらべ、支援制度が低い。 

・旧市街地に魅力が無い。 

・コロナ禍の中、お仕事お疲れ様です。広報『ふじのみや №691』 P12 高校生議会、P16～感染 

大きな『字』で分かり易く、良かったです。いつも思うのですが、市長さんが、広報で『がんばりましょ

う』と、励まして（これからも続けて頂けたら嬉しいです）下さいますが、市長さん以外の方の出演もあ

る事で『生の声』を伝える事で、このご時世、『目』も悪く、物を読むのが『めんどう」。更に、『おし

ゃべり』もガマン。それで時には広報から『子供達の歌声とか流れたら、元気が出そうです。 

・人口を増やす事について→産科が少い事は、安心した出産に繋がり難い。産科のお医者様を育成する為

に、産科医が大変過ぎるならば、なりたい人が減ってしまう。それを解消する為に、産科医をチームとし

て、一人一人の負担を軽減する仕組みを提案する等の根本的部分の改善が必要かと思う。又、富士宮市の

魅力を最大限に活かす事が、移住者を増やすポイントだと思う。自然豊かな美味しい水、広い土地、有機

栽培のお野菜が手に入り易い等・・・暮らしを豊かにするのは物資だけではない部分をＰＲすると良いと

思う。『高齢者が住みやすい町』は、今後のポイントにもなるように思う。例えば、バリアフリーの集合

住宅を複数作り、高齢者タウンｏｒエリアを作り、歩いて生活に必要な用事が行える場所を作る。車の運

転もできなくなった高齢者でも、安心して暮らせる街として、移住者が増えるかもしれない。 

・アンケート取るより、一般企業・一般の生の声を聞いた方が良いですよ！ 

・空き家が多い地域や田畑を作る事ができず困っている農家の土地を作りたいと思う人等をあっせん紹介

して、移住や定住に向けた取組みが良いかと思います。 

・コロナ渦で街全体の賑わいが無くなっているのは感じます。シャッターが閉まったままの店舗や空き家

もよく見かける様になり、本当に寂しさを感じています。対策について、全てが当てはまりどれも重視す

べき事ですが、根本は経済的支援、軽減でしょうか。 
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・出産後のママへのサポートや手軽な地域イベントの少なさ。・家事代行、託児の支援金やサポートの強

化。・公民館で子連れ（赤ちゃん）向けの講座を増やす。 

１．交通インフラの整備 通学路に歩道が無く、車の交通量が多く、とても危険。又道路脇の側溝が塞が

れていない為、子供が落ちる危険性がある。（非常に多い） 

２．市バスの増便。住んでいる地域が、一日２便しか来ない為、非常に不便。 

３．産婦人科・小児科が少ない。 

４．その他 多数・・・県外から移住してきたが、色々不便な事 不満に思う事 住み辛いと思う事が

多々あります。一つ一つ改善、対策していかないと、人口減少は、増える一方だと思う。又富士宮市をも

っと魅力ある街づくりをしないと、移住者も増えないと、実際住んでみて、強く感じています。 

・少子化問題で、仕方ないとは思いますが、個人病院での出産が出来なくなった事が、個人的にとても悲

しいです。市立病院だと、他の病気の方も居て、正直のんびりできないのかなとか、ウイルスが移ったら

どうしょうと思っています。個人病院だと、専門の先生 助産師さん、妊婦さんしかいないので安心しま

す。 

・東部（静岡県）の中で、乳幼児医療費の自己負担無しの市が多いので、富士宮市もそうなると、子育て

世帯が増えると思う。（通院） 産婦人科医が少ないが、富士宮で産み育てたい人が増えてくれた場合、

安全に出産できるのか？、又妊婦さんを受け入れられるのか？ 

・一番は、子供を育て易い環境にし、今居住している方々や出生率向上していく事ですが、子育てと仕事

の両立は、現実的に大変で、環境整備は大変です。となると、住み易い地域にし、他地区の人々を取り込

むのが早いと思う。国の人口推移は変らなく、根本解決にはならないけど。市民、みんなで住みやすい町

にしたいですね。 

・原宿や表参道みたいな街を作れば、都会に行こうと思わない。10 代・20 代・30 代・40 代・５０代

が求める店や飲食店を増やす。（イオンに集中し過ぎる） 高校まで義務教育（公立は近くの高校を選

ぶ） 私立選択は別 

・富士宮市は、気候も人もとても良いと思っています。私自身は、このままでも『住みたい』と思う人達

は、自然と来てくれると思います。 

・富士宮商店街の活性化 

・産婦人科が少ないので、増やした方が良いと思います。大富士地区は、子供が多いけど、小児科が無い

ので、近くにあったら良いです。 

・関係ありませんが・・・子供の歯の矯正に、トータル１００万円位掛りそうです。保険が利かないとの

事で困っています。お金に余裕がありませんので、保険の適用を願います。 

・子供が大学に進学し、今の状態で富士宮で働ける企業があるでしょうか？働いて結婚し子供を持つとい

う、漠然とした夢を叶えられる職業があるでしょうか？子供は頑張って勉強し進学します。富士宮に帰っ

てくると、ヤキソバとパチンコと工員さん。帰りたくないはずです。 

・子育てにお金がかからなければ人口が増える。学費だけでなく給食費や諸経費もタダにするとか、幼稚

園タダにするとか。 

・結婚をしていないし、今後も結婚する意志が無いのに“出産・子育て支援”などと質問提議、意図が解

せない。申訳ないが人口減少の為、無理強いする事情は必要なのか。人は生と死、表裏一体。将来の担い

手が子供達だからといって支援だ！給付だ！と金にまつわる事情ばかり。本来、自分らの子供くらい自分
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らで育てるものではないのでしょうか。不妊治療してまで子供を望む事は悪い事ではないが、どうしても

欲しいというのは強欲ではないのか。思考を変える事も重要ではないだろうかと思うのですが。 

・よそよりこちらに来た者としては、大変すばらしい環境だと思いますが、ＰＲ力が弱いのかと思われま

す。他県より観光に来る方も多い富士宮ですが、通りすぎている感じがしますので、定住環境の良さをも

っとアピールしたら良いかと思います。あとは、花いっぱい運動の様なことを市民・地域で取り組めた

ら、ステキな富士宮になるのではないかと思います。 

・主産できる産婦人科が少ないと聞いています。若い人たちが離れてしまいます。 

・耕作放棄地などを利用し、パネル発電などをし、市の財源として市民へ税金などを少なくしたり、魅力

のある市政をしてほしい。 

・事業税などを無くし、仕事を増やすなどをし、市民を増やす。 

・企業誘致やコストコの誘致したら良いのでは？ 

・子育て世代への支援が他の市に比べて少なすぎる。（医療費無料が中学生まで欲しい。インフルエンザ

等予防接種の補助など） 

・車がないと生活出来ない不便な立地となっている。（通勤・通学時間のバス、電車の増便が必要）→朝

５：３０、６：００、６：３０の間にもそれぞれ電車を増やして欲しい。特に電車が富士での乗り継ぎが

悪く、朝早い時間に出発できれば富士宮にいるが、今の時間のみでは不便すぎて他市に移動したいと思

う。 

・大変だと思うが、頑張って（ハングル文字で記入あり） 

・市外、県外に住んでいる人に富士山が見える所に住んでいる事を羨ましがられます。その中には老後の

移住を真剣に考えている人もいます。生活はしやすい土地なので、高価な物件だけでなく、高齢者でも購

入可能な住居などを探せるシステムを作ったらいいと思う。 

・商店街に空き店舗をなくす取り組みが必要と考えます。空き店舗を利用して若い人が開業するのを支援

したり、店そのものを初めからつくるため、古い建物を取り壊すのに助成金を出す等して、空き店舗がな

く、地元の買物客にとっても観光客にとって魅力ある商店街をつくる。そして、それを核にして活気ある

富士宮市をつくっていったら良いと考えます。 

・駐車場がある公園が少ない 

・芝川地区は子供の数など、年々減ってしまっています。空き家や農地でも使われていない土地も多く、

新東名「清水」の入る場所も近い為、もう少し市で考えてくれると助かります。 

・子供が将来、富士宮市に住み続けたいと思う様なもの、ことがなければならないと思う。若者自らが、

自発的に富士宮をより良くするような取り組みが行われば良いと思います。 

・私達が子供の頃に比べたら、今の富士宮市はだいぶ活性化したと思います。しかし大学進学などで東京

など県外に出てしまうと、よほどのメリットや環境が無い限り、故郷に戻る事をためらうのでは。 

・税金を安くしてほしい。 

・図書館を充実させてほしい。 
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・私自身は６０歳でもう子育ては終わっていますが、回りの子育て世代の話を聞くと、子供を産みたくて

も産婦人科自体が無く、富士市まで通院しなければならなかったり、産んでから保育園に入れたとして

も、土曜日に保育してもらうには園に気兼ねがいるなど、共働きが当たり前になっている状況なのに、働

く女性には厳しい現実があるように思える。特に、出産～小学生くらいまでの経済的な支援と、保育園、

学童保育などの環境整備が無いと、人口増加は難しいのではと思う。どの家庭も必ずしも祖父母が手伝え

るとは限らないだろうし、結婚年齢が遅くなっているので、子育てと介護が重なってしまう場合も考えら

れるでしょうから。私自身は、下の子が４歳の時からフルタイムの正社員で働いていたので、子育てと仕

事の両立の大変さはよく解ります。幸い夫も義母も協力してくれたので、この年齢まで仕事を続けて来ら

れましたが、回りの協力なしではとても無理です。男性の意識改革も必要でしょう。誰もが皆、育休を１

ケ月ぐらい普通に取れる位にならなければ、子供を増やすのは無理なのではと思います。男性が育休を取

って注目される様では、まだまだダメですよ！まずは市役所の男性から始められてはどうですか。子供が

産まれたら必ず育休を１ケ月取得し、家事、育児を手伝うのではなく、主体的に行う。そうして感想をレ

ポートにして提出し、皆で共有するのです。 

・医療機関に力を入れてほしい！！ 

・町中どこにいても雄大な富士山が見える町はそうないと思います。そこに感動して県外から引っ越して

きました。年齢的にもう人口を増やすことは自分には出来ませんが、観光地とは違う「富士山と共に暮ら

す町」をアピール出来たらと思います。ワーケーションのモニター企画なども良いと思います。そのため

にインターネット＆Ｗｉｆｉ環境の整備は必須かと。 

・若い人が働く場と富士宮の魅力をもっと地元民にもＰＲが必要。 

・道路の幅を広くする 

・人口が減るのは町に魅力がないからだと思う。一度静岡県で富士宮市は住みたい街ランキングだと何位

ぐらいなのか知ってみたい。これから結婚、出産を控える２０～３０代の人に焦点を合わせないとだめだ

と思う。高齢になってから他の街に行こうと思う人はよほど事情がなければいないと思うので。 

・私は富士宮で生まれ、一度都内へ出ましたが、また戻って来ました。一番改善してほしいのは、医療を

もっと最先端なものを取り入れてほしいです。実際、婦人科の評判は本当に最悪です。富士宮は良い所で

すが、今後の医療体制が変わらないままでは、静岡市や富士市に引っ越しも考えています。医者も良い人

がいないです。 

・自然環境が豊かなことを生かし、居住場所の提供を行う。 ・庭づくり、ドッグラン、ＢＢＱなどが出

来る広い空間の場所と居住空間の一体化。 

・まず、子供を産む環境ではない。産婦人科は閉院してしまい。どこで出産したらいいのか不安である。

医療も同じで市内で手術は受けられず、静岡市の病院を紹介される入院先が遠く看る家族も大変な負担と

なる。本人も体調が悪い体で何時間もかけて通院する事になる。みんな富士宮では大きな病気にはかかれ

ないｔご思っている。全ての科の医療充実を望んでいます。 

・街おこしに関しては、他都市よりアイデア等、優れていると感じています。企業誘致等、もっとＵＩＪ

ターンがしやすい環境になればと思います。児童手当や子ども医療費については、他都市と比べて若干劣

っていると思います。（勿論、財政の問題は理解しています） 

・子育て世代への資金援助 

・３人目生まれたら１００万円など 

・学童保育への支援 
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・子どもを作らないのは、お金が無いから（心配だから）と言ううちが多いので 

・市立病院以外に分娩できる病院があるといいです。 

・現状での公共交通機関では歳をとってからの免許の返納ができない。生活する上で免許が必要なので都

心への移転を考えています。 

・魅力がない。生まれ育った場所だからと言う理由しかない。「富士宮の役所は借金まみれ」とか、「富

士宮はケチ」とか「富士宮の役所の人間は自分達さえ良ければ良い。市民が本当に困っていても他人事」

とか、良い話は聞きません。保育園も、「子どもを預かってやる」という考えの先生が多く、仕事と子育

ても両立しづらい。こちらから言わせてもらったら、「お金払っているし」「休ませても金額変わらな

い」と・・・。それでもありがたく思っているのに。環境を整える前に役所が変わるべきだｔご思いま

す。 

・人口減少＝結婚・出産・子育てだけではなく、誰もが居心地の良い居場所のある市が望ましい。問４

（５）１６の様な考えは違和感、デリケートな問題。中央図書館、大社公園等にリタイアした中高年男性

が日がな一日いては子育て世代、児童生徒学生若い世代がのびのび活用できていない。西川跡地あたりに

市民サロン的に開放され、のんびりできるスペースがあれば、活発な世代と、のんびり世代の互いに不

審、不快も軽減。高齢者の怪しい健康サロン通いもなくなり安心安全、光熱費、暇つぶし、ボケ防止、憩

いの場を充実させることで公園、図書館の本来の機能を取り戻せし子育て世代のニーズに合致した環境整

備、長泉町健康公園は良い成功例では？ 

・産婦人科医院（市立病院以外）が市内になくなってしまったので、あると良い。 

・子育てしやすい、老人にやさしいはもちろんですが、富士山がとても美しく見えるのに街並みがステキ

ではない。景観に力を入れオシャレになれば魅力の一つになるのでは。 

・富士宮商店通り、店が閉まっている所が多いです。イオンでまかなうのもありますが、もう少し楽しい

町になれば良いと思います。 

・広報とかにでも、子育ての事に関する「習い事」の一覧とかを取り扱ってほしい。そうすれば富士宮の

魅力的具体的な事を知れそう。 

・人口減少が問題とは思いません。分かりません。人口減少によって生じる問題、増加によって生じる問

題をメリット、デメリットで検討すると何かが視える気がします。具体的に分からないです。申し訳ない

です。 

・市街化調整区域では住宅を建てる事がかなり制限されているため（家族所有の土地でも）、子供達が結

婚して地元に戻って自宅を建てたくてもなかなか建てる事が出来ません。過疎化が進んでもしかたないと

思います。どうか子供達が地元に戻って、出産、子育て出来る様、市街化調整区域にも目を向けて下さ

い。よろしくお願いします。少しでも制度が緩和されることを願っています。 

・出会いの場所を作り、子ども生まれても過ごしやすい環境を作ってあげる事ができれば。 

・離婚が増え、母親が一人で子供を育てているケースが多い。一人親でも大学まで行ける支援。お金に困

れば望まない結婚。お金の為にだけ結婚し、その後虐待など、父親の暴力など目に見えている。一人親で

も充分生活できれば人を見る目もでき、無理はしない。 

・富士宮の農業の活性化。都市部からの移住者への支援。自然と個人の店などの活性化。親子で楽しめる

公園の充実。Ｙｏｕｔｕｂｅなどで、富士宮の魅力を伝える番組を作る。等、若い人への呼びかけもいい

かも知れませんね。 

・地元企業が少なく、優秀な人材は都市部へ移住してしまう。大企業の誘致が必要。 
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・社会福祉の充実 

・地域の魅力づくりを町全体に広められたら良いと思う。例えば秋まつりは一部地域だけでなく北部に住

んでいる人も参加できるような・・・。小中学生も皆で参加できたら盛り上がり、それぞれの世代のアイ

デアを生かせるような気がする。市民の参加を主体的にしていけたらいいと思う。 

・富士山の清らかな水を活かした富士宮市のイメージアップの戦略が必要と感じます。 

・若い人達は子育て支援、年配の方達は医療や福祉が充実している地域に住みたいと思われるのではない

でしょうか？ 

・私は生まれも育ちも東京の人間ですが、この富士宮市は治安が非常に悪く感じます。特に、車やバイク

の交通マナーはひどく感じます。昼夜関わらず、騒音の元の暴走族も大変多く感じます。富士宮市はもち

ろん、富士宮警察署の対応がひどい為に、奴らも調子に乗るのではないですか？まずは、不良撲滅しない

限り、人口の減少は進むでしょう。あとは、催眠商法の施設も多く見られます。とにかく「悪」を追い払

わない限り、富士宮市の発展は確実に無理です。きちんと対策を練るべきです。 

・子供を産み育てる時のお金の心配がゼロになる様支援があれば、仕事を休んでも生活が出来れば、子供

が増えて人口増加すると思います。支援があれば他の市で子育てしている人達が富士宮市に住みたいと思

います。 

・金銭面の理由が一番多いと思う。出産前後の補助金をもっと増やして欲しい。高齢者への年金の支援を

減らし、若手への支援を増やしていってはどうかと思います。 

・単身者への出会いをもっと市が提供したら良いかと。 

・市街地の空店舗に入居者を増やしてほしい。浅間大社への参拝へ電車や高速バスの利用を促す為に富士

宮駅から大社までの移動時間をパンフレットに明記を。 

・様々な事において富士宮市は老害が多く感じます。 

・根底には、結婚願望のある若者が出会いの場がない様に感じます。又、出会いの場に行けない若者の為

に、ＡＩによる出会いサイトなど積極的に打ち出して頂けたら、結婚→出産につながるのではないかと思

います。 

・子ども、親子で遊べる、食事できる施設を増やしてほしい。 

・さっと食事ができるお店を増やしてほしい。（スタバ、ドトールなど） 

・何であれ、若い人に税金を使った施策を積極的に行うべきだと思います。 

・まず、無作為の２０００名から確実に回答を回収できる手法を考えた方が良いと思います。少なくとも

私は本アンケートに興味はありません。 

・仕事がないため、私以外の３人家族は市外で働いている。仕事があればここにいてくれるのに！さみし

く暮らす老後でつらい。 

・県内に生まれた人だけでなく、県外や国外から静岡県に移住してきた人達が物理的、精神的にストレス

無く住める環境作り。特に、日本語のサポートを増やすなど外国籍の子供の教育面的な支援を増やす必要

があると思う。（小中学校） 

・子育て支援施策として、大学まで学費無料化。子供手当の増額と２０歳までの延長。子育て世代の減税

（所得税免除など）。子育て世代の水道料無料。 

・商店街がシャッター街になっているので、街おこしで商店街を利用して、この街に住みたいと思える工

夫が必要かなと思います。 

・子供にお金がかかるので、子供に対する対策を検討してほしい。 
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・例えば、人口が増加している自治体（長泉など）と、全く同じ制度（育児や児童福祉）を同じ金額を施

行してみたらいかがでしょう？複数年試してみて、それでも減少を続けるのであれば、児童福祉や教育の

充実ではなく、他に問題があるからと判明するでしょう。企業の誘致手腕かもしれません。また、地域の

しがらみが煩わしくて班を抜けた人、他市へ引っ越した人を見て来ました。土着の風習に原因があるかも

しれません。減るということはやはり魅力が無いということなのでしょう。 

・子ども医療費が無償になることを願っています。子どもを遊ばせられる場がとても少ない。平日は富士

の児童館まで行っています。 

・山の方に住んでいる人達はバスも電車も富士宮駅から遠くて不便です。富士山などに直通で行ける様な

電車が富士宮の上の方にもあったら、年をとっても便利だと思います。車が無ければ買物に行くのにも遠

すぎて、生活が不便です。 

・県内の大学に行きたくても行けない現状があります。県外の大学を受験しなければならない現状があり

ます。Ｕターンが難しいです。 

・市外から引っ越して富士宮に住んでいる人達に富士宮の良い所をアピールしてもらったらいいのでは。

個人的には自然豊かな市であってほしいので、あまり人口が増えて欲しくない。税金収入は増えるかも知

れないが、ゴミ問題や犯罪などデメリットもあります。 

・富士宮からの交通（電車）がなかなか本数的にどうかと思います。車が絶対必要な土地ですから、住民

の足をもう少し選択肢がほしいです。 

・プレミアム商品券、不公平でした。早く富士宮市から出たい。二度と住む事はない！ 

・出産できる産婦人科病院がなくなり、第２子第３子を考える安心材料が減った事は大きいと思います。

産婦人科医への市の支援はどうなっているのでしょうか。 ・若い人達のパワーをもっと柔軟に受けと

め、受け入れる体制づくりは不可欠と思います。 

・（コロナが落ち着いたら）子供を室内で遊ばせられる場所を作ってほしいです！ 

・焼きそばをもっとアピールする。 ・商店街の活性化。 ・観光地で良いところはいっぱいあるのにア

ピールできていない。 

・年齢的に無理なのですが、最近産婦人科が少なく、産める病院が市立病院だけになると聞きました。検

診等はしてもらえるが、産める病院が限られてしまうと、そこに集中して受け入れ拒否などががでるので

はないかと思います。もう少し何かいい考えがあればいいかなと。病院が少ないと不安になり、子供を産

むという事をしなくなるのではないでしょうか。 

・第１に村意識の改革。新しい人達に対して優しい町である事。市街化調整区域の活用。 

・医療の充実が必要。若者が移住やＵターンなどしやすいよう、交通の弁を充実させる。 

・共働きではないと子供を沢山産めない時代だと思います。子供の病気や学校の用事で休ませてくれる企

業が少ないと思います。男性が子供の親になる意識や覚悟や、子供の事で仕事や家庭や育児で大変な女性

の事を分かっていない人が多い。 

・雇用先が大企業に頼りすぎている。（転勤等になったりする。）住居を建てるのに、周囲に店や病院が

少なかったりする為、山の上では若い世代が少ない。 

・人口減少を今後減らしていくには、国民の資産を増やさないといけないと思う。結婚したくても結婚で

きないという僕ら世代には多いのではないだろうか。外国人労働者を安く使い、日本労働者が大量に失業

している。文化が違う日本人を装った外国人で補うつもりなのがそもそもの間違いだと思います。 

・人口減少の実感が無く、全国・富士宮市の将来についてもっと実感できる様お願いします。 
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・とにかく子育てにお金が掛かるので、助成金（補助金など）を増やしてほしいです。お金の不安から１

人の子で良いかなと思ってしまいます。 

・結果が市民に分かるようにしてほしい。アンケートデータ内容がよくならないと人が増えないと思いま

す。 

・私、現在無職（病気の為）で１０数年仕事をしていません。ハローワークに行っても６０歳以上になる

と仕事がなかなか見つからない為、預金も少なくなり、結婚を希望してもできません。もう少し労働の枠

を広げてほしいと思います。そしてその様な者に対しての支援、減税をお願いしたいです。 

・富士宮市外からの若者を呼び寄せる為に、住みやすい街という発信は必要だと思います。 ・家を建て

るか悩んでいる人に対して市外から家を建てる人に対して奨励金も出すのもいいかと思います。 

・「毎日の暮らしに富士山がある」「豊かな自然と共に」は、子育てやリモートワークをする人にとって

大きな魅力になると思います。地元に長く住んでいる人以上に転入者の方が、その魅力を感じやすいと思

います。転入者の方々に“富士宮に住んで良かった”（子供のぜんそくが治った。家から車で１０分でキ

ャンプ場。庭でテント泊。富士山を見ながらＰＣワーク・・・）の声を聞き、発信していく事が重要と思

います。特に継続的な写真を使用したＳＮＳ発信は効果的だと思います。 

・富士山があるだけで市に魅力がない。仕事もあまりない。だから若者はみんな都会に出て行くんだと思

う。 

・市内に産婦人科医院が減少し、妊娠出産に対する環境が後退しているように思われる。 

・在宅勤務により、仕事＝都市部という考えが減少している現在、生活の場を自然に近い所でと考えてい

る人が多い。ただ、その為のインフラ（通信）等が弱い（テレビ会議で回線が遅い）。市中心から離れれ

ば、カードすら使えない店、病院などが、まだまだ多い。カードは手数料の問題か？銀行（現金）は市の

中心に、離れた所は現金しか使えないアンバランス感が強い。生活するうえでの利便性をなんとかならな

いか？ 

・耕作放棄地などが目立ちます。農業をやりたいと思う若者もいるようですが、大きな農業法人でもあっ

て、そこで研修しながら安定した収入が得られればＩターンで入ってくる人もいるのではないか？などと

思います。 

・年少人口や生産年齢人口の増加は難しいとすれば、高齢者人口でも増えていくのはどうでしょうか。元

気なシニア世代がいつまでも働く事が出来る環境と学び集うことができる環境があれば富士宮がいきいき

とすることはできないでしょうか？ 

・退職後働ける職場。地区に区分されてる区に入るのを嫌だという家庭だけ区をつくり、区費だけは支払

い、色々とある行事もやる事なく、班長、町内会長、区長もなくてもいいと思います。やはり、色々な考

え方があってもいいのではないでしょうか？でも、地区の区に入っても区費、公法だけにしてもらい、他

の行事、役員はやらない。マンション、アパートの方など若い夫婦などはそう考えている方が多いです。

若い夫婦の方が他県の方と行き来をし、観光に来てこの地区はこうなっているなどの話になれば定住・移

住を考えるのでは。このアンケートはこれから結婚をする方としても、私の家はすでに退職しており、子

供を授からなかった私にとっては苦痛でした。 

・商店街にぎわいの為の活性化の為、歩道等作り、物々交換所や寺子屋等、行動しやすい町作り！ 

・一度は県外に出て色々な世間を見聞し、地元の良さや、変えた方が良い事など違いを学び、戻った時、

結婚し、本人よりもお嫁さんが住みごこちが良い地域になれば良いと思います。同居についても、本人は
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家族でも嫁は他人です。いつの間にかよそに家を建てて出て行く話も聞きます。老人の寄り合い処はあり

ますが、若い方の集まる所が無く、無料で使える区民館と公園が一緒になって使い易ければと思います。 

・人口減少を防ぐには、結局子供を産み育ててもらわなければなりません。しかしながら、子育てには肉

体的、精神的、経済的負担が増すイメージが大きい為、２人目、３人目・・・を産む手にためらいがある

と思います。せめて経済面で子供を多く持つ方がメリットを感じられる施策があると良いと考えます。

（祝い金等の一時的な事でなく継続的な施策）一例として、将来の年金額が子供の人数によって加算され

る。 

・県内の他市では、子供を育てていく環境が充実していて、他県から移住する人が多い地域もあると聞き

ました。昔と比べ街中も人が歩いている姿をみかけなくなり、寂しい町の印象を受けます。まず、財政が

良くならないと子供支援は難しいと思います。 

・身近なコミュニティ行政区のあり方を考えて頂きたい。現在、区に入るメリットが何もないように思わ

れます。子育てにおいても地域ぐるみのサポートをする為には魅力ある行政区の構築が必要だと思いま

す。 

・マイカーの移動がほとんどの地域ですが、高齢者が電車やバスで外出したい時、とても交通の便が悪

く、最寄り駅まで行くことなどとても大変で不便です。バスも本数が少なく役に立ちません。そういう面

から自身が車の運転が出来なくなる年齢になる頃まで富士宮市に住む事に不安が多く、将来的には生活し

やすい地への移住も考えています。宮バスなども市内中心部ではなく、もっと広い範囲で運行して欲しい

です。 

・産婦人科を何とか増やして下さい。お願いします。高齢ママが見た感じすごく多いので、不妊治療の病

院があればいいと思います。 

・産婦人科が少なすぎる ・出産費用等無償化してほしい ・住宅ローンなどの負担を減らしてほしい 

・新幹線など都心へのアクセス向上。 大企業の誘致。 駅前の美化（駅前の老朽化したビルの撤去、補

修） 

・保育料を全員無償化にしてほしいです。（年齢関係無しに） 

・給与が上がらないという経済的事情が大きいのでは・・・。安心して結婚・出産・子育てを行うために

も、まずは経済的な不安の解消が重要では・・・。企業経営者が自信の儲けを重視するがために人口減少

が進んでいると思う。 

・若い人が働きたい企業が少ない。 ・大きなイベントができる広い会場（アリーナ）又は競技場などが

あると市全体が活性化すると思う。 

・身延町にある富士川クラフトパークのような大規模な公園があると子育て世帯としては嬉しい。身体に

障がいのある未就学児に対する支援（対応できる保育園等）が少ないという声をよく聞きます。 

・子供が平日も休日も気軽に遊びに行ける児童館のような場所ができると有難いです。 

・魅力ある施設、エリア、町づくり等。富士宮市に住む事がステータスになれば減少は少なくなるので

は？ 

・子どもは欲しいが、お金の事を考えると難しい。具体的、確実、長期の支援が欲しい。 

・仕事で忙しいのに、地域の役員などが大変。 

・固定資産税が高いので昔からの広めの一軒家に住むのが難しい。売って他の土地に行った方が楽か

も・・・。 
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・コロナで大変です。全く聞こえない。何を言っているか分からないし、意味ないです。市長の放送よ

り、具体的な支援をして下さい！！ 

・子育て中、公共交通機関の不足により不便を感じました。今後、老後免許返納など考えた時も不便にな

るだろうと不安です。 

・保育料など助成よりも子育てできる職場環境を保障出来たら出産を希望する人も増える気がします。 

・市内に勤めていても近郊に住んでいない人は多いと思います。富士宮市内で活発に動ける場や人と人を

結ぶ場（クラブや教室）が充実していると更に良い環境になるかと思います。いつも市の事を考えて下さ

りありがとうございます。頑張って下さい。 

・ある人の意見ではＰＴＡの活動に疑問があり、次の子供を諦めた人がいました。 

・富士山で観光業の活性化を考えているのであれば、電線を無くすべきだと思います。そして、駅前商店

街をシャッター商店街から脱却すべきです。それには無料の駐車場を作るべきです。駐車場のあるイオン

に客が集まるのは当たり前です。車で行って気軽に買物出来なければ人が集まるはずがありません。各店

で駐車場を用意しては店のはしごも出来ず、使いづらいです。山梨との県境の道が狭い割にトラックなど

が走り、行き来しづらいです。山梨側ひいては東京や長野からアクセスがしやすくなれば、いなか暮らし

を求める人が増えると思います。 

・沼津市、伊豆の国市、三島市、富士宮市と４市に仕事関係で住み、子育てをしましたが、子供の事を考

えた時、伊豆の国市が一番子育て環境が手厚く、住みやすかったです。企業の誘致もしていました。富士

宮市も正規雇用の拡大がもっとあれば、若い方が住むのではないでしょうか。 

・富士山がきれいに見える以外、行政も冷たいし、パットしない町です。新しい事や目先の事ばかり考え

ず、今あるものや、やってきた事にもっと力を入れるとか考え直すとか・・・とにかく今は住みにくい。

こんな事、調査するのもおかしい。 

・住みやすい市だと思っています。これからもずっとここにいたいです。 

・ＩＤで誰かわかりますね。とにかく富士宮市、焼きそばで経済効果何億でも、何も市民は恩恵なし。体

罰を受けてた子供は死にたいとよく言っていたが、私が逆に体罰した部活コーチ、見逃した教師（校長の

教え子）。 

・公務員は１家族１人でいいのでは。子供を助けられない児童福祉？センターいらないのでは。毎年、子

供が無能な大人の為に亡くなっている。 

・保育園の延長料金について・・・。職場の若いママさん達が「今日も延長料金がかかってしまい残業の

意味がない」とよく耳にします。熱などで休む時が多々有るので「残業出来ない」と言えないと・・・。

企業にも課題がありますが、延長料金の発生をせめて１９：００～にしてあげてほしいです。１８：００

に仕事が終わり、余裕な気持ちを持たせてあげたい。急いで帰っていく姿に事故など心配です。 

・生まれてからずっと住み続けているが、神田通り、西町商店街のさみしさはある。シャッター商店街を

うまく使った方がいいと思う。富士宮の良い所をもっと市内外にアピールした方がいいのではないか？住

んでいても知らない事などもあるので。（現在も発信はしているとは思いますが） 

・もっと子育て世代に割引などしてほしい。 

・市街化調整区域でも住宅が多くある場所がある。土地が市街化区域より安く買えるので、出来れば条件

を緩くして一般の人でも購入して家を建てられれば良いと思っている。そうすれば市外の人も富士宮市に

移住したり家を建てたりして、人口が増えるのではと思う。 
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・何をするにもお金が掛かるので、保険料とか、今給料から引かれているお金がもう少し少なくなったら

いいなぁ～と思います。年金も、今しっかり払っていても自分たちが高齢になった時にしっかりもらえる

のかどうかも不安なので、そういう不安が全部無くなったら、結婚する人も増えるかもしれないですね。

私の友達は、ほとんどが県外で頑張っています。でも、「富士宮帰りたい」と言う子が多いです。「帰り

たい」って思ってもらえるという事は、それくらい富士宮が居心地がいい所なんだと思います。お疲れ様

です。ありがとうございました。 

・今、富士宮で出産する病院が少ないと聞いている。安心して出産する体制では無いと思う。 

・不妊治療の助成をもっとしてくれたら人口が増えると思う。 

・人口減少には、男女共に結婚する年齢が遅い事が関係していると思います。特に女性は出産したくても

出来ない状態になる事があり、つらい思いをします。もっと出会いの場を作るべきだと思います。市役所

内に専門の場を作るのはどうでしょう。（料金は出来るだけかからない様にして欲しいです） 

・うちは子供が３人ですが、児童手当が無くなる方向（制限があり）ですが、子供の事は公平にして欲し

いです。これでは子供を産もうと考える人も少なくなると思います。 

・結婚して富士宮に越して来ましたが、子供が産まれてから遊びに行く公園が無く困りました。 

・人口を増やしたいなら、子育て世代が魅力を持つ街にしないと、高齢者ばかり増えていく。ある市で

は、１人出産したら、１０万円～１００万円のお祝い金や、医療費（子供）が無料（容器代のみの支払

い）だったりと、子育て世代に力を入れてくれている所は沢山あります。やはり、そういう所は人口が多

いです。 

・市外、県外からの人を呼ぶばかりではなく、ずっと富士宮に住んでいる人にもメリットや楽しみのある

イベント等もやってほしい。ずっとここにいたいと思える様な・・・。 

・若い人が住みやすい環境。都会にも通勤可能な交通状況。大学建設。 

・自身の健康維持を第一に考えているからアイデアは思い浮かばないが、人生を楽しく過ごすには、問５

の１～２１までは全部理想と思います。 

・政府はＰＢ黒字化などという馬鹿げた目標をかかげ、緊縮財政を続け、デフレなのに消費税を上げ、改

革という名の破壊を行い、日本は危機的状況となった。世界と逆行し、農薬の基準をゆるめ（ラウンドア

ップの農薬を廃止してほしい）、遺伝子組み換え食品があふれ（米までも）食の安全がなくなり、日本人

は人体実験されている。条例で水道民営化を阻止し、種子法復活し、外国人が土地を簡単に購入できない

ようにしてほしい。富士宮は安全で美味しい水、自然農法の食の安全が保たれている素晴らしい市である

という事をかかげていけば意識ある素晴らしい若人が移住して来ると思う。 

・富士市内に通勤していますが、富士市は側溝に全て「ふた」がしてあります。富士宮市に入ったとた

ん、ふたのない側溝が目に入ります。ベビーカーなど通る時にもとても不便です。ふたの無い側溝を調

べ、少しずつでもいいので、ふたをして欲しいと思います。 

・子どもの頃から、Ｕターンを意識させるような環境が整っていること。 

・Ｕターンしたいと思っても、自分のキャリアや資格を活かせる企業が無い。今までは製造業中心の誘致

であったかもしれないが、次世代のＩＴやＡＩにかかわる企業の誘致、また自然環境の中で仕事ができる

（ワーケーションやオンラインによる遠隔地での働き方ｅｔｃ）ということをもっと内外にアピール。 

・富士宮市ほど産業が多様な所は無いと思わせるほどになれば人口も増える（移住やＵターンｅｔｃ）と

思う。また、自給自足ができる自治体であると思うので、もっと１次～６次産業まで幅広い職につける市
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であって欲しい。良い点であると思うが（自然があるから）年を取ったら帰って来たくなるかも・・・。

でも人口は増やせないですよね。 

・基本的に他の地域や都心部よりも物価が高いにも関わらず、交通の便が悪い。 ・暴走族などが増え、

治安が悪くなったように感じる。 

・北部地区に大型スーパーの誘致 

・富士宮に住み子供が出来て思った事は、歩道がなかったり、狭かったり、斜めになっていたりしている

為、子供と一緒に歩く事やベビーカーを押して歩く事が大変でした。そして少し裏道に入ると道路が狭く

側溝も開いている所もあるので危ないと感じました。そんな所が生活するのに不便だと思いました。少し

でもいい環境になり人口増加につながれば・・・と思います。 

・産婦人科病院（産科）が少なくなり、安心して出産する環境でない。 

・宛名に県内他市よりなので、宛名がご本人の返答というのは納得いかない。私は生まれ育ってここが良

くて住んでいるのに。 

・回覧板通知すれば富士宮市水道部の腕章を着けた作業員が敷地内へ当然の様に進入しても問題は無いと

考えるプライバシー意識の無さは都心からのＩターンした者には理解が出来ない。※２／２４当方に起き

た出来事。監視カメラにより発覚。 

・富士市と比べると医療体制が良くない。（産婦人科、小児科の予約が取れない。集中する。対応が良く

ない病院が多いのでかかりつけを探すのに苦労した） 市での健康診断を市内の病院に指定するのは仕方

ないが、結局富士の病院で診察を受けた方が安心するレベル（産婦人科）。よそから転入してきて一番苦

労したのが病院対応が悪いところが多い。富士宮市民の方は温厚で好きですが、あまり苦情を言わない為

か病院の質が悪い。観光資源はたくさんあるのに、活かすＰＲできていない為、もったいない。ごじん火

祭り等、県内でも知らない人がたくさんいて、見たら驚いていた。市役所の相談・包括支援センター相談

等は感謝しきれないほど親切で満足できています。 

・富士宮市の人口が減少傾向にあるかどうかは知りませんが、なぜ人口減少するのかという視点で考え

て、主要因を潰していくのが良いかと思います。転入、転出を考えなければ、生まれる人の数が死ぬ人の

数を上回れば人口は理論上減らないので、出生数が少ないのであれば、出生数を増やすための取り組みが

必要になってくると思います。逆に出生数は十分あるというのであれば、進学や就職等のライフイベント

の際に、若年層が富士宮を離れてしまっている（若しくは富士宮から出る人の数が富士宮へ来る人を上回

っている）ことになるので長く富士宮に住んでくれるようにする為の施策を行うことが効果的だと考えま

す。ただ、これを実現するのは難しいとは思いますので、何らかの成果が出る事を期待しています。 

・周りのお母さんたち、本当はもう１人子供が欲しいと思っている人がとても多いです。経済的な不安、

子供が成人する頃、自分達は何歳でそのころ仕事がどうなっているか、という不安。実家が夫婦共に遠方

（私はこれです。何かあった時にすぐ頼れる人がいない。ファミサポや一時保育は今すぐ！緊急！という

時に使えない）などで諦める人が本当に多いと感じています。大きな会社が複数ある市なので、転勤等で

富士宮に住んでいる家族も多いと思うので、そういう部分で安心できる制度があれば良いのではと考えま

す。子供が少し手が離れたお母さんたちの中に、手伝いたいと思っている方も多いはずです。もっとす

ぐ、カンタンにつながれる仕組みが必要です。私も下の子の妊娠中、切迫早産で大変な思いをしました

が、その時もファミサポは使いづらく一時保育も予約制満員、子育てヘルパーも有名無実で３人目は諦め

ました。 
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・車がなければ移動が難しい。今いるところは近くに色々あるから歩いて行けていいけれど、少し遠い所

の車に乗れないお年寄りにはバスが少なくて不便そう。若者の楽しめるお店はイオンモールぐらいしかな

く、富士や沼津に多いので富士宮にももう少し大きい商業施設があったらなと思う。 

・商業施設は充実しているがマイカーがない私は生活がなかなか不便。個人的には宮バスが廃止されない

事を願っていますが、U ターンの方などには自家用車無料レンタルも対策に加えてみては？など思った

りします。 

・税金を安くする 

・市街地としての魅力は無いので、田舎暮らし・世界遺産等でアピールするべき。工藤夕貴さんに PR し

てもらう。 

・人口を増やすためにはこれから出産を経験したり、出産適齢期の若者にとって魅力的なまちづくりの政

策を検討するのがよいのではないか。 

・子どもにかかる費用の支援学校と地域のトラブルの解決や仲裁 

・物価が安い、生活費が安いなど金銭的に楽な地域であると嬉しいです。また、子供の成長に合わせて、

通える魅力的な大学や企業があると都会に行かないで、地元に、定着しやすいです。行きたい大学がない

のは、残念です。 

・裾野みたいな目立つ街造り。上場企業に協力を頼む 

・少しずつは増えてきてはいるが、ベビステ対応のコンビニがまだ少ないので昔からあるコンビニにも搭

載して欲しい。 

・自然がたくさんあり、公園、スーパーなど、子育てはしやすい環境だと思います。ただ、都会のように

最新の習い事や、これからの未来に繋がる施設がないので、少し残念に思います。質問の答えに繋がって

いなかったらすみません。 

・企業誘致や大型スーパーなどこの土地に住みたいと思わせる環境を作って欲しい 

・市立病院の受け入れの困難さ、商店街の活気のなさに富士宮市に失望を感じる 

・非正規労働者が増えていく中で、お金の面で苦労してる人が多いので経済的なサポート(出産祝い金

等、主に子育て)を市が率先してやっていく又はアピールすればいいと思います。実際に知り合いが、他

県の市の方が子育てサポートが充実していて移住した例があるので。 

・企業誘致により法人税を財源とした子育て世代への経済支援浅間大社周辺の商店街を商業地から第一種

低層住居専用地域にして、商店街を排除。高級住宅地として都市富裕層に斡旋。 

・未就学幼児 2 月を連れて他県より移住した。住民票より予防接種や乳児健診の案内は送られてきたが

保健師らからの訪問や連絡は何も無し。もしこれで虐待や知的指数が低い家庭の場合は見落とされて終わ

る。現に我家は予防接種を忘れていたが、役所は「書類は届けた」で対応は終わった。子育て支援に力を

入れようとしているのは分かるが、グレーゾーンが沢山あり過ぎる。老人も大事かも知れないが未来ある

子供支援にもう少し力を入れるべき。 

・AEON 以外の商業施設の充実。商店街を富士宮ブランドとなる様に作り上げていく。 

・人口が減少することは、止められないので、人口が減っても持続できるまちづくりを行うべき 

・静岡市、御殿場でキャッシュレスのキャンペーンを一時的にやってたのでやってほしい。特に商店街に

活気がない。活気がないと人も集まらない。コロナ化で大変ですが…・税金を減税（移住してきた人か定

住して 30 年以上の方限定）他の県、市がやってないことをやってみてはどうでしょうか。このご時世大

変ですが…    以上です。よろしくお願いします。 
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・ベーシックインカムもしくはそれに似た政策を富士宮だけで行う 

［アイデア］・富士山を背景にあらゆる宗教団体が集まった信仰の街の歴史アピールと神秘的イメージ区

画の街づくり 

・住みやすさや働きやすさの対象年齢層を 50 代以上に特化した区画の街づくり（例：おばあちゃんの原

宿/巣鴨） 

・外国語のみで授業をする全寮制学校の誘致と外国語を公用語とした区画の街づくり 

・主に外国人を対象とした日本の宗教学を教える大学キャンパスを誘致 

・全国通訳案内士や旅行業務取扱管理者など観光関連国家資格取得を目指す養成校の誘致 

・ヘリコプターパイロットスクールの誘致・ヘリコプタークルージングの整備 

・個人的に住みやすい町だと思ってます。富士フイルム、テルモ、アマダなど、安心出来る就職先の拡充

が大切だと思います。その上で、富士宮に住み富士宮で仕事する良さを伝える機会があれば。例えば、中

学生や高校生向けに課外授業の一環として富士宮で暮らす人、富士宮で働く人の声を直接聞く機会がある

と、少なからず富士宮で就職したい、暮らしたいと考える生徒もいるのではないでしょうか。さらに、難

しいかもしれませんが、地元の学生や若者と協力し若者向けのイベント行事に力を入れてもらい、新たな

魅力作りをしてみてはどうでしょうか。バレンタインコンサート（イメージとしては、ディズニーシーバ

レンタインナイト的な感じ）などや、三島市が実施しているハロウィンイベントなど。 

・富士宮自体に全く魅力がない、毎月商店街をホコ天にして大きなイベントを開催するなど、町全体で取

り組まないと皆んな都会に出て行ってしまう 

・誰もが自由に発言がおこなえ、権力者のみが決定権を持たない世界へ向かう必要がある。 

・子育ての金銭的支援。I、J ターン者の為、地元農業、酪農などの就労支援。合わせてリフォーム中古

住宅などに安価に居住出来る支援。空き家、中古アパートなどの活用し新たな箱ものはいらない。浅間大

社周辺の開発とそれに関連する新たな雇用の拡充。 

・市の出産祝金とか欲しいと思う。他だと沼津市は子供の医療費は無料と聞きます。確かに大人ほどは金

額はかからないから何か体調が悪ければすぐ病院かかれますが、あと市内の産婦人科をなんとかしてほし

い。私は結局 2 人目は富士の病院でお世話になりました。市に申し立てしてもしょうがないと思います

が 

・助成金や支援金等の政策がいろいろ今もあるのだろうが、いまいち認識されていないと思うので、わか

りやすい冊子等の発行などにより認知徹底を図るのが良いと思う。 

・良い環境で、優れた対策が沢山あるのに、穏和で心地よいですが、もっとスピード感があれば良いのに

と思いました。 

・補助金を増やす。 

・昨今コロナにより、富士宮市も少なからず影響を受けていると思われます。生活に困ってる家庭も少な

くないはずです、それに伴いとにかく経済的支援をお願いしたいです。その１つに市独自の給付金、それ

に加え以前に行った市のプレミアム商品券の販売を再びするなどの提案を提示致します。 

・出会いの場は必要だと思うし 商店街とか活気がなければダメだと思う 富士市より 良くならなくて

は 

・そこに居住するメリットがなければ転入も定住も期待できません。転出を減少させるには転出した方に

理由を調査すべきです。転入を増やすには、狙いを絞った政策を検討していただきたい。あと、政策には
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実施後の効果を含めて責任を持ってい対応していただきたい。また、実施の結果、効果がなくても誰も責

任を取らない現状には、誰も協力しません。 

・大企業誘致して若い人達の雇用の確保子育て支援住宅支援の拡充全ての世代の医療の充実特に若年層か

ら魅力を感じて住みやすい富士宮市そして老後も安心して暮らせる富士宮市 

・市で支援してくれているものや制度を知る機会が少ない。広報のチラシだけではなく、インスタや

Twitter 等の SNS アカウントでも、もっと情報を載せてくれると嬉しい。 

・市内の医療機関が年々縮小、減少しているところに、移住したいと考える人はまずいないと思います。

特に若い夫婦は出産まで診てもらえる医療機関が市内にない時点で移住は選びません。妊娠から出産まで

診てもらえる病院が新設されるよう、行政が医療従事者に開業や維持の援助をする必要があるのではない

でしょうか。 

・南陵の工業団地などへの企業誘致と正規雇用枠を増やすことが先決だと思います。小規模な IT ベンチ

ャーなら、大きな空き古民家を改装してオフィスとして活用いただくのも良いかもしれません。 

・小児医療施設の集積とリニューアル初等教育の充実 が子育て始めたて世代に響くかも。 

・市街化調整区域の見直し検討ネット整備の充実 

・もっと経済面で魅力がある市にした方が良いと思う。 

・コロナ禍で首都圏から地方へ移住する人が増えているそうなので、富士宮で暮らすメリット(世界遺産

がある・１年を通して過ごしやすい気候・美味しいものがたくさんある)を都会へ、SNS などを駆使し

て、どんどん発信して欲しいです。富士宮出身の有名人に観光大使になってもらい、魅力を伝えて欲しい

です。学力向上のため、教育に力を入れて欲しいです。弱者に優しいまちづくりを期待します。 

・人口減少対策の予算確保の為に富士宮市が収入を増やすには観光しかないので、その為の商品券等の発

行。 

・子育て中、妊娠中の人はその環境にものすごく敏感になるので、その人たちが本当に欲しいと思うサー

ビスを提供する。 

・YouTube を利用した地元企業やブランドの発信、地元出身著名人の紹介芝川エリア活用方法の募集大

宮城、井出氏、富士氏等、富士山信仰以外の歴史宣伝、発掘片倉真二を起用し、富士宮遊々記の発刊 

・役人の給与の為にはたらいているようにしか思えない。減税必須！！裾野に出来る新しい街（発展して

いく街）に期待を寄せ、いずれは死んでいく富士宮市に別れを告げ、移り住みたいと思っています。10

年以上前から人口減少と言われていたのに、今からアンケートを取っているような遅れた仕事をしている

人達に、税金使われ給料を支払ってやっていると思うと腹立たしい思いでいっぱいです。若い世代と話を

しても「こんなクソみたいな街から早く出て行きたい」という意見もありました。移住の出来ない年寄り

が多くなると思いますので、福祉の充実をして上げて下さい。 

・『富士宮に住むとこんな支援があるんだって』と、住みたくなるような支援が無いと、結局何処に住ん

でも同じだとおもってしまう。『この制度があるから富士宮に決めました』的な、支援・サポート。子育

て世代からお年寄りまで、それぞれの世代で皆んなが、富士宮でしか受けられない支援を作ってみたら、

魅力的だと思う。 

・市内で考えると、北部に住んでいると、１０ｋｍ以上車を走らせないとお店が無い。人が居ないからこ

そ、まず集まれる店 買える店をお願いしたい。 

・高齢者の病人に対して、もっと医療が充実していればいいなと思う。 

・全ての人が、住み易い環境を作って下さい 
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・子育て世帯へ、経済的に支援して欲しい。3 人も居ると中々余裕が無い。 

・子供を生み易い・育て易い、そして誰もが働き易い事。この三本柱が確りしていれば、根幹はとても住

み易い町だと思うので、人口が減少に歯止めが掛るのではとおもいます。 

・職場の環境も少なからず人口減少に繋がっていると今の職場で感じている。実際、パワハラやモラハラ

で退職した人が、『もう富士宮に住みたくないから市外に行く』と言って辞めて行った人がいました。何

処に行っても今の時代、こういったパワハラやモラハラがあると思うけど、それを市の方で何かしら対策

をして欲しい。でないと皆んな心がダメになってしまって、次に繋げられなくなり、結婚を諦めたり子供

を生んでイジメに遭う位ならと考える人が少なからず居ると思う。皆んなが皆んなそうとは限らないけど

小さな声、自分の気持ちを相手に伝えるのが苦手な人も居ます。私もその内の一人です。強い人が勝つ時

代ではなく、皆んなが勝つ住み易い富士宮を作って欲しいです。 

・お爺ちゃんお婆ちゃんが一緒に住んでいないと、学校の送り迎えが必要な時や子供の具合が悪い時に困

る為、仕事をしながらの子育てが難しいです。共働きでないと、高校や大学が限られてしまいます。働け

る内は働きたい、でも子育てとの両立には、家族に負担を掛けてしまいます。３０代・４０代が皆さんそ

んな感じで困っています。 

・長泉町のように抜本的な改革をして、子育て支援をしない限り、人口増加は難しいと思います。 

・外国人を含む婚活パーティー参加者に、飲食店で使えるクーポン券を 

・『富士宮市の魅力を発信する努力』 

・地元の人では気付かない良い所を、移住してきた人にアンケート ・地元の人が知らない店や場所等を

アンケート 

・高知県にある有名な図書館のように、市民が何度も行きたくなるような、公共の場所を提供して頂ける

と、親子共々楽しめる場所になり、有難いです。ずっと住み続けたい気持ちが高まると思います。 

・進学による他地域への流出。これにより、富士宮を出る若者が多く、子供はいるが夫婦のみの世帯が増

加している現実。子供を生み育てるには、確りとした雇用を確保するだけの企業を誘致し、若い世代が住

み易い環境が必要。 

・30 代の子供がいない世帯に対しては全く政策がない。富士や三島に比べると起業やコミュニティが弱

い。市政に先進的な取り組みがまったくない。 

・コロナ禍で今はあまりいないが、公園等にわざわざ県西部に遠出をする人が多いので、遊べる大きな公

園や、子供が遊べる公園が身近に少なすぎる。個人的には富士宮駅東にある大和橋の下にバスケのゴール

が欲しい。中学生が富士西公園や白糸自然公園等に行くのを多く見掛けるので、身近に沢山欲しい。 

・U ターンしたくなるような、魅力ある企業が増えてくれること。若い人が就職し、富士宮に定着出来

るようにすることが大事だと思う。 

・富士宮専用サービス券の配布。・ゴミのないきれいな街。・渋滞解消の道路整備。・動物の住みやすい

街。・歩行者に優しい散歩道の新設。宜しくお願い致します。 

・他県から引越ししてきましたが、特筆する魅力は無い。今回のコロナの問題も近隣の自治体ではマスク

支給したり、独自の給付金出したりしてます。ここは、毎日のように何を喋っているかわからない市長の

戯言のみ。大変な時にどうやって市民と寄り添うかをもっと現実論で考えるようにして、ここに移りた

い、ここから出たくないという気持ちにさせてくれる市政を期待したい。 

・住んでいる地域にすぐ行けるアウトドア施設を充実させ、子供にアウトドア体験を気軽に簡単に触れさ

せ、アウトドアが身近にある体験型子育ての市として移住を促進する。 
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・土地区画整備が整わず、道路が狭かったり複雑。転入者を迎え入れたいのであれば、もっと計画性をも

ってまちづくりをしていくべき子どもの教育環境に不満を感じている。公立中学の学力が低すぎる。市を

あげて学力向上の策を建てるべき。特に、教員の意識レベルを見直す必要がある。学力の改善が見込めな

いのであれば、せめて部活動に力をいれてほしい。活動時間の少なさ、専門指導者の少なさを改善してほ

しい。勉強も運動も環境が整わない中で、子ども達は何に夢をみれるか。公園も少なすぎる。各地区にひ

とつは大きな公園があってもよい。そこでお母さん同士の繋がり、地域の人々との繋がりが出来る。こん

なに土地は余っているのに、もったいない。地域住人との繋がりは犯罪も減らす効果があると思う。 

・出産後、職場に復帰しやすい。仕事や家事をしていても子供を見てくれる人がいてほしい。近所・地域

で見てくれる人がいると良い。 

・子育て世代への経済的援助と、自然環境を生かした子育てのしやすい環境が今後さらに増えていってほ

しいと思います。市内の公園が整備が進んで、子どもを連れて出掛けやすくなっていると感じています。

特にトイレが使いやすくとてもありがたいです。支援センターもよく利用していますが、小学生と乳児が

おりますので、富士のぐるん・ぱ よねのみやのように、児童館が公園に併設されていればなと感じるこ

とがあります。また、城山公園横の若の宮神社に遊具があり遊びに連れていくのですが、高い木々で囲ま

れていて、子どもだけで遊びに行かせるに少し心配かなと思います。また、家族でよくキャンプに出かけ

るのですが、ここ最近はキャンパーも増えていますので、田貫湖やふもとっぱら周辺などに買い出しでき

るスポットなどがあれば、賑わうのではないかと思います。 

・郊外の土地活用、特に市街化調整区域の区分に柔軟性を持たせたらどうか。同居を望まない子世代が、

親から引き継いだ土地に家を建てられず市外へ引っ越したという話をよく聞く。手続きが多くなるかもし

れないが、市の構想と地権者との間で土地活用の交渉があってもよいと思う。（例として、ひょっとした

ら道を広げる構想があるので、それを加味しての宅地化なら承認など）・新築、改築、リフォーム、修繕

など一般戸建て住宅への助成 or 減税支援・ボランティア活動世帯への助成 or 減税支援など 

・自然の多さと通勤圏内に大手企業が多く安定して働ける環境が好きです。ただしバス、電車の公共交通

機関が充実しておらず成人 1 人に車 1 台が必要なのが現状です。よく後期高齢者が運転しているのも見

かけます。自分が高齢者になり運転が難しくなった時、どのように生活をしていけばいいか不安になりま

す。交通の便がいい場所へ転居しなければならないと漠然と思います。 

・若い人が子供を作る環境整備が必要。第一に収入の安定。次に、治安や住みやすい環境。そして、富士

宮だから在住する理由付け。富士山の麓に住んでいたい！という人はたくさんいるはず。でも、仕事がな

ければ当然いけない。コロナ化によるリモートワークが推進された環境だから、wifi などの通信環境を充

実させ、都会にある IT 関連会社と富士宮が連携し、住宅斡旋などすれば、お互い winwin な関係が構築

出来ないかと 

・市だけの問題ではないが、子育て中で世帯年収 600 万円程度の共働き世帯は決して肉体的にも楽では

ない。納税金額の少ない専業主婦家庭の生活の方がゆとりがある不公平感も。子育ても社会貢献もしてい

るが生活にゆとりのない 600 万円程度の世帯への手厚いサポートがないと、少子化も人口減少も地域活

性化も見込めないと思います。 

・安定雇用先の確保、出会いの機会 

・子供にかかる教育費や、学校や幼稚園や保育園の支出額。収入に寄って金額が違ったり、不平等かなと

思います。子供欲しいけど、出来ない人の為の、窓口を作って欲しい。 

・所得が少ないこと、職場での結婚や産休育休に関する理解が得られること(まだ早いのではと思われそ

う…など周りの目を気にしている人は多いと思う) 
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・進学、就職において県外に出ていく若者を止め、子育て支援を行う。公共施設の拡充、インフラ整備

等。いきなり市単位で改変せず、住みたい町・村ランキング上位の政策や環境を実験地区で真似、良い事

例を調査、改修して波及を行う。 

・南陵工業団地などまだ余っている時もあると見られる(世界文化遺産の規定に引っ掛からないところ)の

で、そういった土地に大規模コンサートが行えたり、イベントが行える施設を作るべき。(市内にはない)

そういった施設を作り、観光客を誘致し、そういった機会で富士宮市の魅力をアピールすれば都市部の人

を誘致できるメリットができ、経済効果も認められると思う。 

・農業、林業、酪農等に若者が働ける活動を実施して行く 

・首都圏での勤務と他県への移住を経験した後、富士宮に戻ってきました。世の中では多様な働き方(フ

ルリモート、フルフレックス、週休３日制など)ができる企業が増えていますが、富士宮の企業について

は古い働き方の企業が多く感じます。富士宮での就職は魅力的に乏しい印象です。関係人口に関してです

が、魅力的な宿泊施設が少なく、友人が県外から遊びに来る場合には山梨の方に宿泊することが多いで

す。せっかく観光資源や素敵なロケーションが多いので、何日か滞在してもらえるような施設や滞在プラ

ンがあると良いかなと思いました。（グランピング施設、コテージ、バンガロー、露天風呂付きの宿泊施

設など。）子ども達が将来戻ってきたいと思う故郷であって欲しいと思います。 

・人口が増えるのはいいことですが、富士宮は交通量の割に道幅が狭い道路が多い気がします。子供の登

下校を考えると、人口が増えて 朝晩の交通量が増え、いろんな人が行き交う街は 少し不安もあります。 

・富士市に比べて富士宮市は税金が高いと言われている同等レベル位にする事で住みたい条件に繋がる 

・比較的、大きな企業は妊娠、出産に関してはしっかりとした方向性がありますが、中小企業に勤めてい

る方はそうでもないようです。働く方が理解出来る様に企業側も示さないと、これから妊娠、出産をする

女性たちに優しい環境にはなっていかないと思います。 

・勤めていないと保育園に通えないシステムを改善した方がいい。働きたくても、保育園に預けられない

と仕事を探せないのが困る 

・大学生が地元に戻ってくれば、学費を払ってくれる等の経済的支援。 

・大学が無いため子供たちが出てしまい、出た先で就職・結婚となってしまう。地元に残れるよう大学の

誘致も良いと思います。 

・市内に大きい会社、大学を増やす 

・子供一人当たりにつき支援の額を定め、子供が 1 人、2 人と増えるとその増加に伴って何%か支援額

が増える仕組みを確立してみる。 

・今、暮らしている地域は近隣の方が温かく親切です。自分の子供も、将来この地で所帯をもって暮らし

てほしいと思っています。しかし、交通の便が悪くマイカーなしでは生活できません。子育て時代には子

供のものが買える店、学生は学用品が自分で買いに行ける場所に文具店・書店、友達と遊びに行ける駄菓

子屋や食堂などあると良かったなと思いました。芝川は店がなく、交通の便が悪いです。学校を卒業した

ら、ほとんどが便の良い所に生活拠点を構え実家があっても県外市外に出て行ってしまいます。働く場

所、生活必需品が買える店が作られたら良いと思います。 

・出会いがなくて結婚できない知人が数名います。出会いを斡旋してもらうこと自体が恥ずかしいと感じ

ている人もいるので、そんな人があと一歩踏み出せるような、気軽に相談できる場所があればいいなと思

います。難しいかもしれませんが、市が運営するマッチングアプリみたいなものがあると安心して登録で

きるかもしれません。・幼児が 2 人いますが屋内の遊べるところがなくて困っています。今はコロナ禍
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で特に出掛けられずステイホームでの親のストレスも大きいです。雨天でも遊べる公園(屋根付きなど)や

屋内遊具があると嬉しいです。・子育て中のママが安心して働ける職場の情報が欲しいです。子育てしな

がら職場を探すのもなかなか大変です。ママ専用の求職窓口があったらいいなと思います。そこで職場だ

けでなく保育園等の募集の仕方だったり、託児サービス等社会資源の活用方法や情報提供してもらえたら

尚嬉しいなと思います。 

・人口減少対策として他地域からの移住を促しても結局は取り合いになるだけ。子どもを生み育て楽しめ

る環境作りが大切かと。そのためには教育＝未来への投資に力を入れるのが良いと思う。また、コンパク

トシティ化も必須で、働く場所は市街地にあっても生活は出来るだけまとまった場所にしてもらう。その

代わり、勤務地(会社や農場など)までへのアクセスを保証する。住みやすく機能的なまちづくりと同時に

教育を充実し、さらに潜在的な魅力を発信する。個人的にはそんなイメージを持っています。 

・現代の子育てには医療費や就学費含む教育関連費等に多額の費用がかかります。特に多子世帯はそのま

ま 2 倍 3 倍の費用が親の負担になります。複数の子を持つことに借金と同様の抵抗感を感じている人が

多いの事実です。子育て特に多子世帯への税制医療教育費支援の充実を望みます。 

・県内には長泉町などのように子育てしやすい市町村があり、富士宮でもできるのではないかと思う。各

保育園、子ども園、幼稚園がもっと特色をアピールし、働いている働いていない等関係なしに園選びがで

き、子育てをしていけることができたらと思う。 

・子供を持つまで、経済的負担がありました。子供が沢山持て、育てていくのに安心な環境に取り組んで

いる市町もあるようなので、参考にしてもらいたい。 

・魅力あるショッピングモールコストコなど 

・様々な経済的支援の拡充 

・交通が不便すぎるので若者の通学や高齢者が免許返納しやすい他県のように交通環境を整える必要があ

る。この面は特に遅すぎる。駅も商業施設で賑やかにしないと観光客も再来は無い。全国的に有名なイメ

ージが閉鎖的という環境なので昔ながらの残し方の間違いが人が寄らない地域にしている。改善しないと

活性化することも無いと思う。自治体の運営は変えなければ無理だと思う。富士宮は班や地域の活動に出

なければならないような強制染みた感じだと思う。他県は地域の清掃や集まりに出なくても一律 500 円

で出ることに遠慮がないので住みやすく永住するのに不安がない。このような班や区の縛りが戻りたくな

い理由に大きな影響がある。 

・県外出身の市会議員を辞めさせてほしい。 

・まず働く人を増やす為に、雇用の多様化と企業誘致が重要だと思います。 

・分娩を取り扱う産婦人科の奨励・整備 

・若者が楽しめる街づくり。家が最寄駅から車ないとなかなか行けないので電車に乗るまでが不便です。 

・富士宮には働きたくても数少なく限られてくる接客業や女性がショッピングしたいような美容系やファ

ッション系のお店が少なく、子どもたちも遊ぶ＝イオンモール富士宮が定着している。他にも楽しめる場

所、魅力のあるカフェやお店などが増えれば、これからもコロナで密ということは急激に減るわけではな

いけど少なくはなるのではないかなという考えがあります。また、富士宮をもっと大袈裟に魅力をアピー

ルできるようなお宮横丁を拡大したりしてもいいと思います。個人的に音楽活動をしているので、先程密

を減らせるのではないかと提案したことに対して矛盾はしますが、路上ライブなど音楽活動してるアーテ

ィストが音楽をできやすい環境にしてくださるととてもありがたいです。 
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・実際産んでから子育てするのが大変すぎる。実家などサポートする人がいないと成り立たない地域の実

情があり、転入などがしにくい傾向にあると思う。希望の保育園に入れられるような各園の定員的余裕、

保育士の確保、一時預かりの拡充、一時預かりチケットの配布、産院の確保、懇談会や PTA 活動を子連

れでもできる設定、男性の育休産休取得率の増加、女性の多様な働き方の確保、保健センターの子育て当

事者に寄り添う姿勢の強化が必要。公的相談機関が、発達や病気の早期発見に重きを置きすぎていてそれ

ぞれの家庭の状況を想像できていない。移住定住促進事業にももっと力を入れたほうがよい。子育て支援

策は、民間の力をもっと借りたほうがよい。子育て支援ネットワークが見える化できていない。市が行う

すべての講座は、アンケートを取ることを必須化したほうがよい。議会も議員も、提案と追及だけではな

く、建設的な意見交換の場となるべき。 

・結婚して子育てをするのが当たり前だった昔の考え方が変わってきたように思います。世の中に不自由

さがなく一人でも生きやすくなった昨今、結婚って素晴らしく子供って愛おしい！と思って安心して暮ら

せる富士宮になってほしいです。 

・たくさんの人が賃貸ではなく持ち家に住めるような住環境が理想です。経済的支援や空き家の活用など

をして、持ち家で子育てをすれば騒音なども気にせずに親も子も生活できると思います。地域の活性化に

も繋がると思います。 

・大学生の新幹線通学費用の援助をしてほしいです。私は大学進学で東京に一度転出し、就職を機に富士

宮市に戻ってきました。大学四年生の時は受講している講義数が少なく、就職先が富士宮に決まっていた

ため、富士宮の実家に戻り一年間程度新幹線通学をしていました。静岡市等では新幹線による通学費用の

援助があると聞いたことがあるので、そういった制度があれば東京等に進学した大学生が地元に残る可能

性が高まるのではないかと思います。実体験から一度県外に出ると、就活の移動費用がかさむことや気力

的にも地元に戻るハードルが高く感じました。 

・若年層が働きたい、という企業誘致。それに伴うメガバンクの支店の設立。市内唯一の片側２車線道

路、東高から前田交差点までを三次産業の商業地域（ベンチャー企業や金融）にして市内経済の活性化。

都市と地方の違いは、都市は経済、商業、住宅地とだいたい別れているが、富士宮は「ごちゃ混ぜ」状

態。市内の整備により活性化する事で人口減少になるのではないでしょうか。川崎市川崎区からの転入者

の意見です。 

・もう少し子供に対してお金を使うべき 

・市街化区域内での都市開発は進んでいるものの、U ターン世帯などで市街化調整区域に実家がある世

帯などへの建物建築に伴う都市計画法の更なる緩和が必須。親の財産を有効活用しその土地を有効活用す

るために必要以上にな規制を掛けられさらに土地の整備などにも費用が掛かる事を平気で指導する方針も

どうかと思います。これではわざわざ出戻りする必要もなく、富士宮市以外で土地を購入し定住すると言

う選択肢を選ぶのも無理はないと思います。本当に人口減少対策をしたいのであれば、市外化調整区域に

家を建てたいという市民の立場に立って指導される事を強く望みます。今の市政の立場では、許可･承認

してやるから指導に乗っ取ってこちらの提示する条件にしなさい!!と言うような行政指導をしているよう

にしか思えません。もう少し、行政が市民に寄り添った政策をするように市役所内での配慮がまず何より

も先だと思われますが、いかがお考えでしょうか? 

・隣の富士市に通勤するなら、税金も安いし、子育て支援センターもたくさんある富士市がいいといって

娘夫婦は引っ越しました。ほとんどの理由がここに集約されています。 

・長いデフレによる賃金の低下消費税増税により生活難自分の生活がままならない生活能力の高い家庭は

一夫多妻、一妻多夫でバンバン子作りして欲しい 
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・富士宮は、医療過疎地だと思う。医師会が変わらなければ、どうにもならない。 

・個人の自由が尊重されるべきという価値観の中で育った若い世代と、かつては正しかった価値観とのギ

ャップが大きすぎることが人口減少の大きな理由だと思います。日本の特区制度等を利用し、積極的に古

い価値観を打破していく姿勢が必要かもしれません。規制緩和を求める具体的なものとしては・学校教育

習熟度に合わせた飛び級、留年制度・労働問題金銭解雇を認めるジョブ型雇用(同一労働同一賃金の徹底)

これにより会社内での評価に労働時間が加味されなくなるので途中でキャリアが途切れやすい女性に有利

になる。また男性も安心して育児のために仕事が休める。特に個人の自由を尊重する若い優秀な人たちが

富士宮に移住したいと思えるような町作りが必要だと思います。上記のようなアイデアは昭和的な価値

観、特に中高年の男性からみるととても容認できないような内容かと思います。だからこそどこの自治体

も問題が解決できないものかもしれません。 

・小学生と中学生がわが家にいますが、何十年も体質が変わらないなと感じてしまいます。私立中を希望

する親御さんも増えていて、教育への関心はみなさん高いです。東京都には、公立でも魅力的な学校があ

ると都在住のお友達から聞きました。民間の人材登用などして、本当に身につくような教育をしてもらえ

ると、塾など通わせなくていいので助かりますし魅力的です。英語以外に中国語に触れるとか、スポーツ

も本格的な人に教わるとか。大人が聞いても面白いな！為になるなぁと思えるような学校を作れたら、勝

手に人は集まってくる気がします。 

・新型コロナ等伝染病や、自然災害があった際など、むしろ人口が少ない方が管理や把握がしやすいので

はないかと思うので、人口減少が逆に生き残る強みではないかと思ったりする京都から富士宮に引っ越し

て感じている事は、とにかく不便(車がないと病院にも銀行にも市役所にすら行けない)自分で運転出来な

い人間がもっと気軽に利用できる安価な移動手段がほしい また地域の活動に億劫さを感じる 回覧板や

集会やゴミ当番など、それをしなくても済むようなシステムには出来ないか 後個人的に、ここに住んで

思う事は、横断歩道のない信号で車が全然止まってくれない(企業さんのトラックなどは止まってくれる

が)ので、そこの部分ではこの辺の人は感じが悪いと思うただ引っ越して犬を飼い始めて、ご近所の犬飼

いさんと交流が出来てとても楽しいし、ここに引っ越してよかったと思っている 

・浅間大社を中心とし四季で観光スポットになる場所を作ると良いと思います。又、富士山遺産センター

から浅間大社までの間で、もう少しインパクトのあるポイントを作ると良いと思います。神田川・潤井川

をもっと活かしてほしい。富士宮市は、自然を満喫できると他県の方が言ってた事があります。滝・川・

高原・湖・神社・富士山、まだまだ可能性はたくさんある町です。 

・道路を基点とした住宅、公園、病院、スーパー等の整備をして子供達が安心してくらせる町づくりが出

来れば良いと思われます。 

・子育て支援は既に恵まれている。職場で子育て中の人の急な休みや時短勤務などの穴埋めばかり負担さ

せられる私は疲弊しているが、そこに対する不満を口にしたらハラスメントだと言われた。退職を考えて

いる。 

・これから結婚する人、子育てする人がこの街で我が子を育てたいと思えるようなことをしなければ、ひ

とは入っては来ない。実際親がいなければ、この街に来ることはなかったと思うし、後悔すらあります。

児童館や医療に関しても不十分。子育てしにくい。この街に来て子育てするメリットはほとんどない。若

い人向けの対策をしなければどんどん衰退していくだけではないでしょうか。もし今何か対策をしている

んだとしたら、周知されていないか需要にあっていないかなので、再考された方が良いと思います。 

・大学卒業後の就職先の積極的な斡旋。魅力ある企業の誘致。 
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・コロナ禍で、都会では職場に行くことなく、自宅でのリモートワークが盛んになり、大企業など都内で

の事務所や工場を企業は地方などに移転することもあり得るのではないかと思います。また子育てや住み

やすさと環境が重要視されてきていることもコロナ禍で変化して来ているのではないかと感じておりま

す。都会や海外から移住するのにもとてもよい環境だと思います。ただ交通手段が車でなければ、不自由

さがあることが弱点だと思います。裾野にできるトヨタタウンのような、企業が富士宮市の土地を利用

し、企業タウンのようなおもいきった政策考えて有名になってほしいです。夢のある富士宮、ヘリコプタ

ーや飛行機で世界から来ることが可能な町など思い切った政策を行い雇用も潤うような事を考えてほしい

と願います。災害にもきっと役立つのではと考えます。市街化調整区域の活用をお願い致します。芝川は

よいところです。 

・子育ての体験談です。 土日祝日の、幼児の預け場所に苦労しました。 ファミリーサポートのマッチン

グのシステムが煩雑に感じました。料金も市の補助があると助かります。これから長年住み続けるであろ

う若い世代に手厚い支援を期待します。 

・住民税が他地域より高い 

・安易な改革を避け、現状維持を考慮した街づくりを目指し、いつ、ペイできるか判らないものは作らな

いで欲しい。市民文化会館は改修を行い、外壁塗装位はして欲しい。 

・富士宮市は税金が高いと聞く。就活しても就労したい企業もなく、雇用が増える住みやすい街作りをお

願いしたいです。 

・空き店舗、空き家、空き地、を一定期間(慣れるまで)無償、もしくは格安で、提供し、リモートワー

ク、農業、子育て、なんでも好きに利用してもらう。そして、それぞれに対してサポート、フォローし定

住を目指す。 

・政治、経済、環境全てにおいて市民に向け考えて頂きたい 

・農業従事者以外でも農地を取得し農業ができる環境作り 

・今までみたいな微々たる対策は効果がない事は何十年と実証済みなので、もっと大胆な対策をやるべ

き！子供手当(専業主婦の場合は全額、収入のある主婦は収入によって変動)１人:なし、２人:３万、３人:

１０万、４人:２０万といった具合に、３人以上の子供がいる家庭は、育児に専念出来る環境をつくる。

目標は３人なのだから、中途半端な対策は無意味? 

・不妊治療に対する精神的、環境的サポート。税収の支出割合を若者世代に多く割り振る。市街化調整区

域を柔軟に利用する等。 

・市街化調整区域の再整備。現在の市街化調整区域では若者の地元離れにつながって高齢世帯の増加、死

去後の土地の管理ができない。市街化調整区域の再整備を行なって若者が地元に戻ってこれる(家族所有

の土地に持ち家を建てられる)ことなどをするべき 

・すみません。 質問の答えではありませんが、Q4_2 の理想の子供の数を 0 人としましたが、0～5

人以上の選択しかなかったので 0 人としました。 実際は「わからない」が正しいです。 よろしくお

願いいたします。人口減少対策は色々あると思います。成功した例から学ぶ事もできます。コンサルタン

トに相談するのも良いと思います。ですが最終的にやるかやらないかの話だと思うので、案を実行に移せ

るだけの強いリーダーシップを市長に発揮してもらい、周りもサポートするということが一番大事だと思

います。頑張ってください。 
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・①子育て環境の充実②交通 計画道路の見直し③富士山を生かす街づくり世界中から来日する富士山へ

の観光客が富士宮から登山をする導線づくり富士山５合目までケーブルカー④やきそばの再ブランディン

グ化 第二、第三のお宮横丁をつくり点を線で結ぶ街づくり⑤通信会社とタイアップして日本で一番ネッ

ト環境が高速の街を作る 5G が爆速で東京よりもネット環境が充実している街企業の誘致 ②の道路計

画を練り直し 企業は燃料費を考えるので 西富士道路→新東名・東名のアクセスの良いエリアに（杉

田・村山など）都市計画の見直し・緩和し大型の工業団地を作って企業誘致 

 


