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共に創ろう浜松 新生活大会議 

募集意見 結果報告 付録 

以下に募集意見の自由回答を記載いたします。 

募集意見は全て原文の通り記載しております。 

 なお、誹謗中傷に繋がるような意見、個人を特定できるような意見に関しては閲覧を控えさせていただいてお

ります。＊浜松市への提出資料にはそのまま記載させていただいております。 

1 自由回答（②コロナ禍において、あなたが

困っていることは何ですか？） 

●我が家は花農家です コロナ禍で収入が減りました（50代・自営業） 

●サイクリングなどで自由に動けない（〜10代・学生） 

●就職活動で求人数がコロナ前より少なくなっているところです。（20

代・その他） 

●生活保護で暮らしてますが、 まだ 40 代なので担当の区役所職員か

ら 執拗に就職指導を受けます。 それが更に精神面を圧迫してスト

レスを感じ、 うつ病が悪化してます。（40 代・その他） 

●今は仕事がありますが、今後どうなるか分からない不安があります。

（30 代・会社員） 

●市長はじめ、市議のみなさんがコロナ対策にどうやってかかわり、今

後どうしていきたいと考えているのか、見えません。今年の成人式も、

会場は感染対策をしている、参加者はココアをスマホに入れて??、二次

会は参加しないようになどのアナウンスがされていたようですが、実

際にどれだけの式参加者が守れていたのでしょうか？マスクをしてい

ればうつらない、うつさない根拠はどこにあったのでしょうか？昨年

夏の頃に、冬にはコロナの感染者が再度増加すると言われていたのに。

成人式を 1 月に行ったメリットを教えていただきたいです。数ヵ月ず

らしてゴ―ルデンウィ―ク以降でも良かったのではないでしょうか？

基礎疾患をもつ人や高齢者だって、若者の周りには大勢います。うつし

てからでは遅いと思います。成人式を中止や日程調整出来たのは行政

だと思います。浜松市は市長はじめ、市議のみなさんはコロナは他人ご

と、他人任せにしているように見えます。コロナが流行している中、市

内に越してきた芸能人と写真を撮り、広報に載せている場合では無い

のではないでしょうか？（50 代・未回答） 

●不景気感がでてきて、消費が鈍っているように思います。（40 代・自

営業） 

●会社で特別休暇措置が取られ出勤日が減少している。その日数分の

交通費が控除されるため結果として給与が減額となり困っている（50

代・会社員） 

●何がどこまで許されるのかの線引きが難しい。少人数の会食、ゴルフ

等許容範囲の行動であっても人の目を気にしてコソコソしないといけ

ないことがストレス。（30 代・会社員） 

●コロナでマスクや消毒は必須。 子供たちは友達と遊ぶ事も我慢。 

週末も遠出はもちろん、ショッピングセンターや本屋さんに連れて行

く事も出来ず親子共々ストレスがたまっています。 かと言って ず

っとテレビやゲームをさせる訳にもいかず家で家族でボードゲームや

トランプをしたり、少し近所を散歩する週末… 早く子供たちが思い

きり友達と遊べる日々が戻ってきて欲しいです。（30 代・専業主婦） 

●卒業式・3 年生を送る会・縦割り大会・球技大会・などの行事が出来

なくなった事  体育大会・合唱コンクールの短縮  合唱コンクー

ル 保護者     気怠い・イライラする（〜10 代・学生） 

●個人事業主への補償の拡充（40代・自営業） 

●地域でのコミュニティ活動が停滞しており、人間関係の希薄化や自

己中心論者などの出現を危惧しています。（60 代・専業主婦） 

●入院してる、父親に会えない（50 代・その他） 

●近くの眼科は自動扉は開いてるけど、 ソーシャルディスタンスし

てなくて、 娘を通わせたいけどためらいました。（40 代・専業主婦） 

●人と会えない(会食、旅行、イベント)子供の教育医療、介護施設が利

用しづらい 去年の 6 月に出産しました。コロナで面会や立ち合いが

禁止されている中、看護学生さんの実習が許可されていたことがなん

とも心に引っ掛かりました。学生さんの実習が今しかできないように、

旦那の立ち合いも最初で最後かもしれないのにと。誰よりも旦那が感

染対策をしていることは隣で見ている私が１番分かっているのにと。

初めての出産であったため、一人で出産をむかえることがかなり心細

かったのです。そんな中、出産してから分かった子どもの病気…それを

旦那や両親には電話で伝えることしかできず、一人きりで自分を責め

ました。子どもは黄疸もあったため、その治療で入院期間中は離ればな

れ。さらに、退院後すぐに乳腺炎にかかり心も体もボロボロでしたが、

発熱があったためスムーズに受診することさえもできませんでした。 

親戚や友人は、赤ん坊にコロナをうつしてはいけないからと気を使っ
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てくれるのですが、有難い反面、コロナが始まって以降親しか会ってお

らず、はっきりいって孤独です。スーパーへ子どもと行くと知らないお

ばあさんが「可愛いね」と声をかけてくれることがあるのですが、そこ

で人間って暖かいなと忘れていた感情を思い出します。子どもを周り

に紹介できない間にもどんどん子どもは成長していきます。本当はた

くさんの人に子どもを可愛がってもらいたいのに…子どもにとっても

親しか知らないで育つと何か悪い影響がでるのではないかと心配です。

どうか新米ママにも優しい世の中になりますように…。（30代・専業主

婦） 

●巣籠もりするのは簡単だが、地域絡みの季節感を肌で感じられない

のはやはり淋しく感じてしまう。 少しでも巣籠もりを快適にしたり、

地域イベントを感じる術はないのか。（30代・専業主婦） 

●ビジネスマッチングする機会が少ないこと。（40 代・自営業） 

●仕方がないですが、コロナ疲れです。 goto キャンペーンやったり、

緊急事態宣言出したりで一貫性を感じません。（40 代・会社員） 

●歩きタバコ、今だに禁煙でない飲食店が多い。 特に子連れでは入れ

ない。（70 代〜・その他） 

●市内老人施設で看護師をしています。医療崩壊は既に浜松でも起き

ています。施設内の利用者は嘱託医以外の病院受診を自粛している状

態です。そのために早期発見が出来ず適切な医療を受けられず亡くな

る方もいます。 市内病院も大変な状態だと思います。コロナ禍でまだ

治療が終わってない方が早々に退院され施設に入所され 2 日で亡くな

ったケースもありました。 コロナ患者を受け入れるためにその他の

患者が必要以上に早期退院させられているのではと思います。（20代・

会社員） 

●県庁ホームページのご意見募集ページにも、意見を投稿しました。 

静岡県や浜松市は、費用の半分税金から支出、半分は、個人負担でもい

いから、在住の人全員に、こうげん検査または、PCR検査を実施して、

コロナウイルスの感染実数を把握、発表して欲しいです。フラワーパー

ク、フルーツパーク時之栖、球場、オートレース場、ボートレース場、

大病院の駐車場に、列をいくつか設営して、防護服着た医療従事者を配

置して、(待機&防寒用コンテナハウス 1列に 1個用意して、)アメリカ

みたいに、回覧板やテレビ、ラジオなどで、「何月何日は、何々町在住

の人を検査します」と、告知・広報を徹底して、居住者全員の感染実数

を把握した後に、発表して欲しいです！ 東海地区で検査実施してい

るのは、愛知県だけです。静岡県は、クラスター発生した場所だけ！こ

れでは、神奈川、愛知県に囲まれて、新幹線も東西に通っている静岡県

は、数ヶ月に、1 日あたり、1000人の感染者が発生しますよ！（60代・

その他） 

●父が 4 月に脳梗塞で救急搬送、現在は施設に入院中ですが、約 9 ヶ

月面会できない状況です。 そのため、認知症がかなり進み、家族とし

ても病気の父に何もできずもどかしく心配でかなりのストレスになっ

ています。感染予防は理解しているものの、現実と感情の整理がつかな

い苦しい状態です。（60 代・その他） 

●コロナ禍の影響で懇意にしている飲食店が業績不振で閉店してしま

う恐れがある  バス、電車などの公共交通機関を使用する際にコロ

ナ感染の恐怖を感じる  コロナに感染するとまるで犯罪を犯したか

のように扱われる（40 代・会社員） 

●飲食店に勤務していて、街中で飲食すると感染するというイメージ

があり 街中=悪者みたいになっているのが悲しい。（40 代・会社員） 

●介護施設が利用できない。（50代・会社員） 

●公園へ子供といっても人が多いし、子供たちもストレス溜まってい

るのか、 遊具が壊れるのが早い気がします。 なかなか直してもらえ

ないので壊れたままで遊ぼうとする子が出てきていて注意しなければ

ならないので気を使う（30 代・専業主婦） 

●必須となっていたため、あえて選択。 街中に夜出る機会がなくなっ

たため、他人との出会いがない。（30 代・会社員） 

●小学校、幼稚園の発表会の中止や、運動会の縮小など…イベントが延

期や中止になり、大人も子供も思い出が作りづらい。（30 代・専業主婦） 

●ジムに通ってますがジムからクラスターが？とか思ったり、近所に

医療従事者の方も。政府も？？と思う提案。私達会食遠慮してる中、飲

食業どれほど大変か。！混乱だらけ。誰がいつ何処で。鬱になりそう。

すべては補償金に繋がる。国を守る人が誤魔化したり隠蔽したり？正

しくやってる人、を助ける様に。（70 代〜・専業主婦） 

●浜松においてコロナで困ったことは一度も無い。 対策がよく出来

てると思う。 ありがとう康友！（〜10 代・学生） 

●子供の学校イベントがなくなった（40 代・その他） 

●自治会の活動。組長や婦人部の子供会の役割が順番で回ってきます。  

たとえば、今年は浜松まつりは開催されそうな雰囲気ですが、もともと

地元がこちらではなくて参加したことがなかったり、ゴールデンウィ

ークも普通に仕事がある職種であったりする自分には自治会関連での

祭りの手伝いはかなりの負担です。 ましてやコロナ禍の今。感染の可

能性もある中での手伝いを強いられるのはほんとうに苦痛です。 万

が一そういった中で感染した場合、仕事も休まなくてはいけなくなり

ます。そういうときはどこにも補償してもらえませんし。  浜松まつ

りだけではなく、夏祭り、秋祭り、自治会主催の運動会などすべてです

が、自治会の活動について市のほうでも在り方を考えていただきたい

と切に思います。（40代・その他） 

●祖母と隣り合わせに住んでいるけど、 自分自身は通学で愛知に出

たり、 感染者が落ち着いた時には、県外で買い物をしたりしているけ

ど、どうしても祖母に感染させないか不安になる。（自分は若くて無症

状かもしれないなどと考えると） どんなことしてもいつもそれが気
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になって少しストレスになる。  また、人と会えないという面では、

県外に出た友人や家族に会えないこと。（20 代・学生） 

●今まで慣例としてあった定期的な職場、自治会、労働組合、PTA な

どの会議がコロナ禍でなくなり、それに伴う会食等もなくなり自分と

してはそういった集まりが煩わしかったので嬉しく思う。 今後もそ

ういった慣例としての会議は無くしてほしいし、WEB 会議でいいと思

う。ただ、飲食店の時短営業は違うのではないか、少人数や家族、もし

くは一人で感染症対策をしてる飲食店に訪れるのは問題ないのではな

いか、大人数での集まりを控えるだけでコロナ対策はできると思いま

す（40 代・会社員） 

●旅客運送業ですが仕事が減りすぎて収入激減でみな困っています。

（40 代・会社員） 

●中学生の子供がいます。 コロナ対策で学校内での換気が必要とな

り常に窓が開いた状態で寒い環境で授業や勉強をしなければならなく

なっています。 ひざ掛けの使用やタイツの着用などお願いしました

が、未だに学校側から何の連絡もありません。なぜ許可しないのか？ 

子供の立場に立った早急な対応を是非お願いしたいです。（40 代・専業

主婦） 

●東京にいる娘に会えない事（50代・会社員） 

●子育てに関する情報が少ない。 コロナ禍で子育て広場が使えない、

人数制限があったり、コロナ禍で中止している所もりやっているのか

やっていないのかわかりずらい。 島田市ではオンライン赤ちゃん講

座や触れ合いあそび、他の親子との交流、オンラインラジオ体操等の取

り組みをしている。 浜松市もコロナ禍でも親子や赤ちゃんがいる家

庭が孤立しないような取り組み、人と繋がれる場を工夫してつくって

ほしい。 しているのならもっと周知してほしい。（30代・会社員） 

●常に、自分や家族、友達がコロナにかかってしまっているのでは…と

不安になります。(小学校 2年生の息子の意見です)（30代・会社員） 

●行事や習い事がすべて中止になり 友人にあえなくストレスがたま

っています スマホの利用方法をもっと知り活用したい（70 代〜・専

業主婦） 

●61 歳ニックネーム ひらどんです。派遣社員で 60 歳で高齢者雇用

継続で派遣社員を続けて来ましたが３月で継続契約無しを告げられま

した。妻もパート打ちきりとなり寝たきり老人の介護もあり不安しか

ありません。賃貸住宅で住み続けていけるか心配です。リーマンショッ

クの時も解雇されたことをまた経験するとは‼️コロナによる自殺者が

増えるのが分かる気がします。（60 代・会社員） 

●若手の音楽家や音楽家を目指す学生達が活躍できる場が欲しい。音

楽の街と謳っているが、吹奏楽が目立っている印象が強いので、声楽や

合唱にも力を入れて欲しい。安いチケット料金で本格的な音楽家の演

奏が聴けるのはとてもありがたいが、若手音楽家の育成がない、若しく

は認知度が低いので増やして欲しい。（20代・学生） 

●子どもの予防接種に行くときに主人と２人で行ったほうが絶対楽だ

けど、感染症予防対策で付き添いは１人まで！新米母にはなかなかツ

ラい現状です。（20 代・その他） 

●・比較的近い未来に対して不安を抱え続けていること  ・子どもに

対して様々な機会が失われていること ・新しい生活に慣れてしまう

こと（40 代・会社員） 

●主人が街中で飲食店経営をしています。 街中のどのお店もそうで

すが、閑古鳥が鳴いています。浜松市は緊急事態宣言こそ出ていません

し感染者も他の地域と比べると少ないかもしれません。 でも、浜松市

民が危機感を持って外出を控えているおかげで、私たちは生活をして

いけないほど今苦しいです。 誰が悪いわけではない。わかっていま

す。 助けて下さい。給付金、助成金がなければ、私たち家族は生きて

いけません。（30 代・専業主婦） 

●ただでさえコロナで会社が倒産したり就職先が減っている中で、コ

ロナに感染しにくい仕事がないか探している為、就職活動がしにくい。

（50 代・その他） 

●野良猫の不妊手術で捕獲に行くのですが、捕獲器を仕掛ける時は 必

ず近くにいるようにしています。 お腹に宿る前にやってあげたいと

気持ちだけが焦ります。 大分県や名古屋のセンターのように 愛護セ

ンターで野良猫の不妊手術が出来るようにしていただきたいです。 

浜松市の助成金は 9 月ですでに底をつくと知りました。春にならない

と、また助成金は出ません。センターに、ＯB の獣医さんでも良いので

す。 手術台もあります。 浜松市の愛護センターが出来た時に、セン

ター長の方が、いずれは不妊手術をしたいとおっしゃっていました。あ

れから 7 年経ちますが、手術はされているのでしょうか？ コロナで

す大変な時に 野良猫の不妊手術の事を自腹でやろうと言う方はいっ

たい何人いるでしょうか？ 殺処分を簡単に言う方もいらっしゃいま

す。 今日もニュースでサッカーのコーチがいる猫の虐待動画を載せ

捕まっていました。 野良猫を手術済みの地域猫で管理し、数を増やさ

ないようにし、動物も人間も住みやすい浜松市になって欲しいです。

（40 代・専業主婦） 

●コロナ以外の病気になってしまったが、病院は今忙しいと思うので

手術することが申し訳ないと思ってしまう。 また、病院がどの程度の

感染対策をしているのか写真付きで分かりやすいページがあると良い

と思った。（20代・会社員） 

●必要最低限以外の外出、買い物ができない。 (大型ショッピングセ

ンターに買い物に行きたいが、自粛している)（30代・会社員） 

●1 番は金銭面 家にいたらいたで光熱費、食費 あとはコロナ予防の

マスクやアルコールなどもいつもなら決まった期間にしか使わないも

のが年中になりしかも予防するにあたり結構な量を使うのでそおいっ
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たところでも出費がでる。 給料が上がるのが一番いいがなかなか難

しいとは思います。 でもやはりお金でのストレスがかなり精神的に

きますね。（30代・会社員） 

●毎日 LINEで浜松市のコロナ情報を拝見させてもらってます。 日々

思うのですが、判明した人数はともかく、始めの頃を戻って見ることも

できずとてもわかりずらい。（40代・会社員） 

●子供が通う中学校の部活で毎週のように他校と練習試合。自家用車

での送迎も密ですし、だいいち体育館で複数校が毎週集まり試合をす

るのもどうかと思う。（40 代・会社員） 

●コロナ対応の温度差（「不要不急」の定義など）によって、もめごと

が多い コロナを理由にすればなんでも通ってしまうような風潮があ

る（30 代・自営業） 

●浜松市にコロナ禍の中、旦那の転勤で他県からやってまいりました。

生後まもない初子と共に。少しずつ浜松市の暮らしにも慣れてきた一

方で、コロナの恐怖と隣り合わせの生活で、最寄りのスーパーに行く事

でさえ勇気がいる事です。本当だったら、子育て支援のイベントも充実

した街なのだろうけどなー。。と思いながらも、自粛せざるおえない状

況であることに寂しい思いと、先の見えない不安があります。もっと、

子どもにとって夢や希望が描けるようになってほしいと思います。（30

代・専業主婦） 

●子供たちと自宅で過ごすとタブレットやテレビに頼りがちになって

しまいます。時間で区切りをつけるようにはしますが、自分の忍耐力が

もたないと見せっぱなしになることも、、。 コロナありきの生活にな

り、買い物もママ友との遊びも減りました。 公園もタイミングを見て

なので確実に自宅の時間が増えたなと感じます。（30 代・専業主婦） 

●子供が４人いるので、生活費が大変。さらに次男と三男が ADHD な

ので、私の精神面も大変（40 代・専業主婦） 

●昨年、４月に定年退職しました。退職前は、あれをしようこれをしよ

うと考えていましたが、色んなことが出来なくなりました。特に旅行が

出ませんでした。 そんな中、浜松市の良さを再認識しました。佐鳴湖

は、ほぼ毎日出掛けますし、 浜松市の歴史、徳川家康に興味がわきま

した。何故家康が戦国時代を生き残ることが出来たか？勉強中です。 

浜松市は、良い所が一杯あります。 色々と勉強したいと思います。 

（60 代・未回答） 

●○残業ができないので収入が減っている。 ○仕事が見つからない

仲間が沢山いる。 ○友達と出掛けた方も不要不急の外出は控えてい

るので行けない。 ○マナーの悪い人がいる。（40 代・会社員） 

●この時勢の中、マナーを守らない人が以外に多い。（70 代〜・その他） 

●子連れで安心してお散歩できるように、 路上喫煙を撲滅しよう！

（40 代・会社員） 

●市県民税が高すぎる 高い割に市民に対して何も貢献できていない

（20 代・会社員） 

●腰痛持ちの為、運動と定期的な整形外科に通えない事が非常に厳し

い。（30代・会社員） 

●県内で発生したコロナ変異株について、地域が公表されないこと。 

地域がわかれば行動範囲も自制するし、あれこれ心配するよりも安心

につながる。 川勝さんのゆるい警報にはガッカリした。 特定の職種

に協力金を配ることより、政治家を除く国民に給付金を配って欲しい。

（50 代・会社員） 

●浜松市は「政令指定都市」にもかかわらず、公共交通機関が非常に不

便。 交通機関を利用して市内を東西方向に移動する方法は、天竜浜名

湖鉄道のみである。 いずれにせよ、一度は浜松駅に出て、遠鉄バスを

乗り換えなければならない。また、遠鉄バスも運行本数を減らしてい

る。 交通機関の不便さ、何とかならないものか。 高齢になったら、

将来的には、浜松市を転出し、便利な所に住み替える予定である。 気

候の良さ等だけで、住むには非常に不便な「政令指定都市」である。（50

代・会社員） 

●①子供は小学 2 年生。 スマホで何でも見れる時代だからこそ、子

供が興味を持ったものは、本物を見せたいと考えて幼稚園時代から子

育てをしているが、不要不急の外出自粛、他県への移動自粛、本物を見

せに行けない。 何より、敏感な子供がコロナを恐れて家から出たがら

ない。 小学校に入って、興味を持つものも広がるはずだが、家にいる

だけで可能性を狭めていないか？ 本来家庭や学校以外から刺激を受

けるはずの経験をしないで、今後の思考や、やる気、人とのコミュニケ

ーション力は大丈夫なのか不安。 ②一緒に遊びに行ける今の子供の

年齢に、閉じこもっていなければならないのが辛い。 小学校高学年に

なると、親と出かけるのも嫌がると思うので。  ③マスク生活が始ま

って１年になりますが、相手の表情が目しか見えないので、子どもたち

が相手の表情を読み取りにくくなっていないか心配。 逆に、マスクで

隠れているため、顔の筋肉を動かしにくくなっていないか、表現ベタに

ならないか、心と体がズレてこないか心配。 大きな声の先生を、かな

り怖がっています。（40 代・その他） 

●人々の心のケア（30 代・会社員） 

●昨年子どもが生まれたばかりでどこに行くにも気を遣う。また、子ど

もの成長に応じた〇〇教室のようなものも開催も中止が多く、不安を

感じる。（30 代・会社員） 

●空家を十年弱所有していたが、やっと売れた。街に近くても、逆に不

便で限界集落のようになっている。その間、固定資産税を払い続けてき

た。解体費用、測量費で、手元に残ったお金はわずかで愕然とした。更

に追討ちをかけるように税金、国民健康保険代が高くなり、殆ど０に近

くなった。３年を過ぎていたので、空き家問題の軽減税も受けられず、

只々疲れただけだった。（70代〜・専業主婦） 
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●今まで子供を連れて行きやすかったショッピングセンターなどのキ

ッズスペースが無くなってしまい、子供と買い物がし辛くなりました。

（40 代・専業主婦） 

●お仕事はかなり減りました。（60 代・その他） 

●町内会の活動がすべてアナログなため、今年始めてやらせていただ

いたのですがとても大変でした。コロナということもありますが、行っ

ていることはまるで真逆で、対面でお金のやり取りをしたり、集まった

り、配布物を配ったりととても触れ合いが多いように感じました。この

事自体はとても大切なことであるとは思いますが、ある程度は、行政の

指導の元デジタル化していただけると助かります。一人が声を上げて

集金をキャッシュレスにしたいとか、回覧板をデジタル化したいなど

言っても、話が進みません。お金の集金だけでも年に 3 回ほどありと

ても負担で時間を取られます。配布物の配布に関してもとても時間を

取られます。自治会活動に関しては昔からさほど進歩していないよう

に思います。これを気にこういった部分もデジタル化していただきた

いです。（30 代・会社員） 

●介護施設でたくさんの人と関わる仕事のため、友達と出掛けたり、１

人で買い物にも気を遣い気軽に出掛けられないストレスを感じる❗（60

代・会社員） 

●自分も含め周囲のコロナによる複合的なストレスが凄く、人間関係

が悪化している。 業績悪化で、リストラが始まるのではないか、社員

同士あら捜し。（50 代・未回答） 

●4 月からの起業で 国や市からの補助の枠に入らないので 半年の

実績があれば対象にして欲しいです（40 代・自営業） 

●職場でも密にならぬ様、時差出勤をしています。今後も通常勤務にな

る見通しも無くコロナ収束は未だみえず不安です。（40代・会社員） 

●このコロナ禍で色々な事がありこの先不安（20 代・自営業） 

●上４つも全て、対策疲れに繋がります。 とにかく、１年もこの生活

で疲れている。（40 代・自営業） 

●学校行事の激減（〜10代・学生） 

●2019 春に親の入院で東京から戻り浜松の実家に長期滞在中です。追

ってコロナ禍が発生。東京住所のまま浜松に住んでいます。去年の特別

給付金をもらうためやむを得ず転居届を出しましたが、転居届は 1 度

出すと撤回できず、色々不自由を感じます。証券会社は書類転送不可で

すし、浜松で銀行の口座も開けません。今後 2 ヵ所でリモート仕事を

しようとするにはどうしたらいいのか、セミナーやコンサルが必要と

感じます。（60代・自営業） 

●金銭面はマスクや消毒液などの出費 市からクーポン発行してくれ

たら 助かるかな 提携先は杏林堂とか。  外食【黙食】もくしょく

を 実施して貰いたい。  これは店側が客に対し中々言えない の

が事実で そこで市長が名乗って 食黙を実施すると発令して 貰え

たら みんな安心して 食べれるし 外食以外も活用 出来る訳だか

ら 経済を優先にするから 後で困ることになると思います。  （40

代・その他） 

●自粛しろ、街に人が出ていると緩んでいるとマスコミは恐怖を煽っ

て非難するばかり。たいした保証も無く、頑張っているサービス業は本

当に大変だと思う。 最近どんどん店が潰れている。 これから潰れた

店を中国や外資に二足三文で買い叩かれて、外国化しそうで怖い。 

（50 代・会社員） 

●マスクでの肌荒れ、ボーナスの大幅減少、以前出来ていたストレス発

散ができない（30代・会社員） 

●カラオケ・キャンプ・映画鑑賞など娯楽活動（20代・会社員） 

●コロナ対策自己チェックを作成して欲しいです！ Pcr 検索を受け

る歳どこでどのような手順で受ければいいのかを具体的にわかりやす

いリストを配布して欲しいです！（50 代・その他） 

●製造業が多い地域な故に、 海外据付が出来なくなると、 他の地域

に比べ景気が悪くなるような気がする、 人とも会えないので、なにか 

行政を通したリモート会食行うのありかも！（20 代・会社員） 

●実家に帰省できない。 町内会の集まりとか普通にしていて怖い。自

覚なさすぎ。 子どもたちがおともだちと遊びにくい。 （40 代・会

社員） 

●26 歳の一人娘が東京に憧れて、友達を頼りに上京して 2 年余り。居

酒屋でアルバイトをしています。このコロナ期に出勤日数もへり収入

も余りないので多少の仕送りをしています。最近になり友達のアパー

トも退出しないといけなくなり、アパート探しをしています。私は 69

歳、妻 60 歳なので、手伝いに上京するのに躊躇しています。引っ越し

費用などの工面にも頭を抱えているのが最近です。（60代・会社員） 

●この一年間の暮らしが、子供たちへ将来的にどのように影響するの

か、 また、経済的にも今後、どの程度の間、回復までに時間がかかる

のかが現在見えず、漠然とした不安があります。 高齢の親などにも、

会いずらさを感じています。 高齢の親の方も、気を使っているのが感

じられます。 また、かかってしまった場合の職場、学校、地域からの

反応に対しても、ある種の畏れのようなものがあります。（40 代・その

他） 

●24 時間ジムが増えて来たけどもっと気軽に運動できたらなと思う。

例えば公園にマラソンコースを作るとか、公園の利用方法を用途別に

利用しやすくしてくれたらなと思う。（30代・会社員） 

●通学の際にもマスクの着用をする様になり、徒歩通学が大変になっ

た。（〜10 代・学生） 

●私のようなひとり暮らしのおばさんは仕事に行ってなかったら、ほ

んと、ほとんど人に会わない暮らしになってしまってる 趣味の合唱

はもうほとんどしていない 我慢するのはいつまでなんだろかと思う
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と不安になってしまう 家の中を片付けたら、お菓子作りや手の込ん

だ料理も自分だけ食べることが多い 冷凍しておいてもやはり食べて

もらえる方が好きだ ショッピングも楽しみがなくなってきた お出

かけの機会があれば、何かいい服とかアクセサリーとか選ぶ楽しみが

あるのに、残念だ とにかく何かいいアイデアがほしい（60 代・未回

答） 

●私は、生活行き詰まっています。 生活費節約の結果入院ですし、 

夜人気が無いため、さんざんイタズラされほーだいの状態です。 夜警

とかしてください。 最低です。（50 代・その他） 

●新しく子供が生まれての行事、初節句やお食い初め、幼稚園の子供の

行事を行えない、縮小しての開催は寂しい。 （30代・自営業） 

●幼稚園（年長）、小学校（小 2）の休園・休校がとても大変でした。

うちの小学校では、自習室として開放してくれたので、とても助かりま

したが、幼稚園の方が預かり保育も停止してしまい、苦労しました。や

みくもにやめるというのは本当によくないです。（40 代・会社員） 

●遠方の親族に会いづらいです。 浜松は保守的な人も多く、市内から

出ていない人も少なくないので、 県外に行ったと言いづらいのが辛

いです。 行かない方がよいのは分かってますが、 親族もテレワーク

などして気をつけて暮らしてるので、会いたいです。（30 代・専業主婦） 

●コロナで収入低下→住民税の支払い困難（30 代・会社員） 

●全然金が足りない（20代・会社員） 

●会社の指示や、世間体で友人と会えない事。 また、結婚式を予定し

てますが、今後の状況が見通せず、式を挙げるべきか判断できない事。

（20 代・未回答） 

●今医療型介護施設で入院している方がいます。その介護施設の費用

が高く、特養にお願いしたいと思っています。みんな働いていたり、腰

が良くなく、診れないのです。 しかし入院している方の治療の関係で

特養で受け入れてくれるところが無いに近いのです。  もう少し費

用も安く特養も受け入れて欲しいけども、今の場所でも減税とかお金

の面で保証があればもう少し周りが楽に生きられるんじゃないかと思

っています。（30 代・専業主婦） 

●人との接触を避ける為に、休日は家族以外の人と会わない生活を続

けています。 家族で過ごすとしても、密を避ける為買い物等にはでか

けません、しかし運動の為に公園等に出掛けると同じ考えの方が多い

為か野外の公園は遊具が密… 自宅にて休日を過ごすのも早一年、運

動不足、カロリーの取りすぎである意味不健康かな…（30 代・自営業） 

●子宮がん検診に行くのをためらっています。期限が３月末です。 コ

ロナが収まったら受けようと思ってずっと延期しています。（40 代・会

社員） 

●もし感染してしまったら、どこへ連絡すれば良いかわからない。（50

代・会社員） 

●とにかく経済的、医療的な問題が一番 大変です。人ごとではなくな

って来ています この状態から、少しずつ終息させる為に一眼となっ

て取り組んで行きたいですね（50代・会社員） 

●九州の実家に 1 年以上帰省できていない 実家に帰省できず気分転

換ができない 医療機関で働いている為、毎日多くの方と接し自分の

身を守れるのか不安 少しでも体調を崩せないプレッシャー（20 代・

会社員） 

●旅行に行けないことが辛いです。 妻が九州に帰省するのを 1 年以

上も我慢しているので…（20 代・会社員） 

●私の娘は発達障害があります。 現在は、発達支援級のある小学校へ

校区外通学しています。 本来通うはずだった校区内の学校に来年度

から支援級が開設されますがもっと早い段階からあればなと思いまし

た。 兄弟が別々の学校へ通っている家庭は沢山あると思います。 同

じ学校じゃないと行事など被ってしまえば別々に行かなければいけな

いし仕事先への理解を求めるのも凄く大変です。（20 代・専業主婦） 

●外食に対する主人との考えの違い（30 代・専業主婦） 

●外出や外食も減ったが収入も減っている。人と会えなかったりする

ことでストレス発散が上手く出来ず、その事もあり生活が余計に苦し

く感じる。（30代・その他） 

●活性化するためにも、地域内の訪問者も地域限定のトラベル企画を

打ち出したら良いと思っています。（50 代・自営業） 

●現在、子どもが高校２年生です。 本来は就職希望でしたがコロナ不

況で進学に変更しました。 コロナのため、志望校のオープンキャンパ

スがずっと中止でした。また、県外の学校には、開催していても行くの

がためらわれます。いまだに進路が決まっていません。 感染したら非

難されるだろうと思うと、何をするのもストレスです。  職場の研修

や会議がネットなので伝わりづらくイライラします。消毒が追いつき

ません。（40 代・会社員） 

●部活の大会が何もない オープンキャンパスがやってない 学校休

みが多いから勉強が心配（〜10代・学生） 

●飲食などのサービス業が減っており バイト先が少ないです。 サ

ービス業で働きたい者からしたらいまのこの雇用情勢は厳しすぎます。 

金銭面で厳しいのでサービス業に支援金を出してもっとバイト先を増

やしてください。（20代・学生） 

●医療従事者なのですが、 病院の先生の危機感がないのか、 ほとん

ど対策が取られていません。 市から規程を定め、要請をして頂けると

ありがたいです。（30代・会社員） 

●子供の遊び場！私にはもうすぐ 1 才になる子供がいます。まだ年齢

的に公園だと遊べる遊具がなかったり、砂や石を口に入れてしまう為

遊ばせることが出来ません。イオンなどのお店にある遊び場がちょう

ど年齢的にもいいのですが、コロナの為封鎖されています。早く遊べる
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ようにならないかな？といつも思っています。 おもちゃで遊べるだ

けでなく、他の子と関わりを持てたりおもちゃを貸し合えたり、ママ友

ができたり…といいことがいっぱいあると思います！（30代・会社員） 

●コロナなれして、危険を理解してない連中が多い 咳、くしゃみをす

るとき、マスクをワザワザはずしてする奴らがいる、特に女性、外国人

（40 代・その他） 

●フォークダンスのサークルが活動しにくい（60 代・その他） 

●コロナ、コロナで振り回され夢にまでコロナ禍が出てくる始末。 仕

方ない事だとは思いますが、テレビ報道も不安を増すものがあり、疲れ

ます。（40 代・会社員） 

●保育施設や小さい子どもの遊び場が少なすぎる 野球場を作るより

もまず先に保育施設や遊び場などを優先的にやるべきではないのか？ 

もっと浜松市民の声を聞け‼️ （40 代・会社員） 

●コロナよりも、誹謗中傷におびえています。 介護施設に勤めていま

すが、自分が感染したら、会社にどれだけの損害を与えてしまうのだろ

うと、大変なプレッシャーを感じています。 GOto キャンペーンなど、

イラッときました。（50 代・会社員） 

●コロナになって、1 年近くテレワークをしているので、人とのコミュ

ニケーションが極端に減ってしまいました。家でゴロゴロする生活に

も飽きてきたなと感じます。  （30 代・会社員） 

●コロナ影響で、収入が減り大変困ってます。 食べ盛りの子供達もい

る中、最低限の出費に抑えて何とかです。 市民の為の市政をお願いし

ます。 （40 代・会社員） 

●介護施設の祖母に 1 年会えていない。 認知症が進み誰か認識して

もらえないのではないか心配。（30 代・会社員） 

●感染予防対策には疲れていないが、不安を煽るマスコミからの情報

や、コロナ感染者に対する非道な行動に疲れている。（30 代・会社員） 

●昨年祖父が入院し、数ヶ月後亡くなりました。 コロナの影響でお見

舞いにもほとんど行けず、最後に会えたのは会話もままならなくなっ

てからでした。医療従事者の方のご苦労も理解できますし、感染予防の

ためには仕方のない事だとは思いますが、本人もとても寂しい思いを

したのではと複雑な気持ちで一杯になりました。（30 代・その他） 

●肴町で飲食店を経営してる者です。 浜松市は街中をどう思われて

るのですか？ 不要不急の外出自粛を呼び掛け、人も出なくなりまし

た。 回りはどんどん閉店しています。 これ以上うちも経営が苦しい

です。 市制の声が届きません。 不安の毎日。 今後どうして行くの

か？ 是非とも教えて頂きたい。（40 代・自営業） 

●街中で飲食店を経営してますがコロナ過で集客が難しいです。（40

代・自営業） 

●子供の成長の節目で大事にしたい行事が次々と中止になっていき心

が沈みます。（40 代・その他） 

●障がい者の自立支援をしています。特に飲食を中心に 6 事業所を運

営しています。うち 3 事業所は、高齢者の宅配弁当、弁当、カレーレス

トランをやっています。店舗の場合、国の発令する緊急事態宣言で来店

数が極端に減ります。テイクアウトも余り伸びません。売り上げが 4 割

り減です。当事業所は、利用者さんの工賃は、全て時給支給しているの

で売上がなくても減額していません。大変な打撃です。  また、一人

でも感染者が出たらと風評被害を恐れています。（60 代・その他） 

●新型コロナウイルスで旅行もいけなくなり、遠方の友人とも簡単に

会うことができなくなった。（30代・会社員） 

●昨年 4 月に結婚式の予定でしたが、コロナで延期となり 1 月に執り

行うことができました。 式を行うにあたって、感染対策、来賓者へ不

安なことがないように努めました。 私たち夫婦は何事もなく終える

ことができましたが、これから式を執り行う方は金銭的にも精神的に

も不安は尽きないと思います。 結婚式をしなくても人生で困ること

はないと思いますが、お世話になっている方に感謝を伝えたい！人生

に彩りを！と色んな想いでこれから執り行う方も多いと思います。コ

ロナに対して色んな考え方があるなか、単に会食は禁止！という啓発

ではなく、コロナ禍でもこういった会食方法があるよ！などポジティ

ブになれるような発信があれば、これから結婚しよう！という楽しい

ことに胸をふくらませることができるのではないかなぁと思いました。

結婚式をやりたい！と口にすることもなんとなくはばかれる世の中に

なってしまっているので、そういった心のもやもやもカジュアルに相

談をできる場があればいいなと感じました。（30代・その他） 

●コロナ禍でパート勤務がすべて休みになりパート代は 0 です、私の

ような主婦は大勢いると思いますが、少しでも救済があるのかないの

か、職場からもその点についての助言もなくこちらから尋ねるのも難

しく、もっと大々的にお知らせのような物が知れ渡れば双方が話し易

くなると思うのです、大きな企業なら経営者側も情報や知識があると

思い従業員も沢山いて声を上げやすいと思いますが私の職場は個人経

営のお店なので「こんな時だから休んでもらってゴメンネ」と言われれ

ば従うしかありません、大小関わらずパート従業員のいる会社にお知

らせのような物を配布するとかしてもらえないのでしょうか? ちな

みに私の職場は長い間県の最低賃金以下の時給でした、こちらの知識

不足もありますが金額が改正された時点で職場側から伝達 変更する

のが望ましいと思うのですがこちらが気付いた時点で指摘した所「知

らなかった」そうです、雇う側の知識不足で（働く側もそうですが）こ

のような事が普通に起こっている事も知ってもらいたいです。 （40

代・その他） 

●妊娠、出産、育児世帯への手当がなさすぎる。 これに尽きます。 

安心して子どもを産んで育てる環境がない。  市に相談しても冷た

い言葉を言われるだけで、ニュースで他の都市の対応を見ると、引っ越
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したくなります。（30代・専業主婦） 

●今年、幼稚園の年長と年少になる子供がいますが、休日に安心して遊

ぶ環境がありません。 体を動かしてもらいたいのに、公園には多くの

人がいても管理する人はいません。 それぞれの対策を取っているに

しても、緊張感は感じられません。 多くの政令市が緊急事態宣言の

中、静岡はそれぞれの自粛を強いられているため、知り合いの飲食店は

壊滅的なダメージを受けています。 税金はこういう未曽有の際に使

うためにあると思います。（30 代・会社員） 

●街中に於ける風評被害です。 郊外での飲食業などは比較的に昼間、

夜を問わず集客が多く見られるが「まちなか」には人の数は少ない！ 

周囲からは「まちなかには行くな！」と言う声が多く聞かれる。 どこ

でも同じ筈だが？（60 代・自営業） 

●コロナで学校行事など、いろいろ制限され可哀想だなと思ってしま

う。 仕方がないことだけど。子供たちのこれからの事を考えると大丈

夫かなーと不安です。年中マスクをつけさせられ。ないと注意され。生

きずらい世界になってしまって。 （20 代・専業主婦） 

●医療の仕事をしている為 常にストレス 特に誹謗中傷はなれまし

たが、この先の不安 自分達は go to 無縁です 隣県に行くにも家族の

帰省も制限があります アルコールで手はカサカサ 心もカサついて

ます（50 代・その他） 

●出掛ける場所に困り、子どもがゲームをして過ごす時間が増えてし

まう。 幼稚園児の息子ががマスクを嫌がる。（30 代・会社員） 

●婦人服販売の仕事をしているが、コロナ感染拡大防止策として短縮

営業を強いられている。正社員ではあるが時給の為、この一年給料は下

がったままで会社からの補償は無い。有給休暇も使えず、勝手に時短の

時に買い上げられてしまう。（年 2 回） 店も毎日営業はしているが、

お客様からの『着ていく所も無いし…』攻撃で売れず接客していてもス

トレスが溜まる。（60代・会社員） 

●昨年３月から浜松市民です。この春、以前住んでいた町に残っている

彼女と入籍し、浜松での新婚生活を共に始められることを楽しみにし

ていましたが、このような状況で入籍や両家の顔合わせ等順調に進ん

でいるとはいえない状態です。浜松に多くある魅力的な飲食店やレジ

ャー施設もほとんど経験することなく１年が終わろうとしています。

気分が沈むことが多くあった１年でしたが、久保ひとみさんが出演し

ているラジオを聞くことで、何度も笑顔にしてもらえました。外に出な

くても、元気になれる方法はいくらでもあると教えてもらえました。早

くコロナが落ち着いて、魅力的な浜松を、妻となった彼女と一緒に存分

に楽しみたいです。そのためにもステイホーム頑張ります。ですので、

ひーさん、これからも私たちに笑顔を届けてくださいね。会員の皆様も

まだ先の見えない状況かと思いますが、私たち浜松市民のために精一

杯駆け抜けてくれることを期待しています。頑張ってください。（30代・

その他） 

●先の見えない毎日に不安を感じます。 （30 代・会社員） 

●浜松市街の寂しさを外側に責任転換せずに自ら進んで内側から進化

していけるような街作り、イベント等が起きてくるのを願っておりま

す。（30代・会社員） 

●巣籠もり需要や報道による医療資材の買い占めなどにより、医療機

関で必要な物品が回らなくなることが度々あること。（30 代・会社員） 

●旅行ができない。（30 代・会社員） 

●自身が本当に困っていることはないと感じていますが、デジタル化

に対応していく流れが無い個人や組織について今後が心配です（30代・

会社員） 

●私自身が困っているのではなく、このコロナ禍でさらに大きくなっ

ている「格差」 本当に困って給付にすがるしかない人たちと、ズルし

て甘い汁を吸おうとする人たちと、むしろ儲かってゆく人たち。 みん

なの心を分断して、お互いに信じる、という一番大切なことを見失いつ

つある。 それはこれからの日本全体のためにも、とても不幸な状況だ

と思う。（40 代・自営業） 

●学校行事、子ども会や PTA 活動がコロナ禍で制限されている。単純

にイベントをやめてしまうのは、簡単だが子ども達の思い出の為にど

うしたらイベントが出来るか、どの対策を実施すれば良いのかを市が

率先して示して欲しい。（40代・その他） 

●コロナでマスクを買う機会が増え、それに伴いお金の出費が増えた。

数千円でもいいから、浜松市から補助がでると生活しやすくなる。 医

療機関行った際、コロナウイルスの検査ができていないと思った。行政

がＰＣＲ検査に対し、ＰＣＲ検査をする団体に対し一部補助金を出し、

ＰＣＲ検査自体にも一部補助をすることで、ＰＣＲ検査をより多くの

人にしてもらい、コロナにかかっていたら自宅待機できる環境づくり

がほしい。 自宅待機する人に対しては安価で食事を提供することを

検討したほうがいい。 一人で暮らしている人が食事どうする？って

なった場合嫌でもネット注文し必ず会う必要がでてくる。 コロナ対

策をしたスタッフとかが届けるなど対策が必要。 コロナが収束しな

いため、食事やトイレットペーパー不足が深刻。 小売業の方に補助を

出してもう少したくさん商品を用意できるようにするべき。 （40代・

会社員） 

●運送業に勤務のため、平日の休みに、大学生の子供二人が、日中、リ

モート授業で１日家の事(家事)が出来ない。（50代・会社員） 

●小さい子供を安心して遊ばせる場所が縮小されたり休止したりして

いること。 支援広場などもせまい屋内でおもちゃを共有しているの

で、対策はしているとは思うが心配で行く機会が減りました。 （30

代・会社員） 

●感染した場合の誹謗中傷酷いと聞いています。悲しいです。疑心暗鬼
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の生活は早く終わってほしいと思います（70代〜・専業主婦） 

●去年、コロナ拡大のため派遣先を解雇されほかの派遣先に変わった

けどコロナでクビになったからここに来たんだろう、とかなり高圧的

な態度を取られた。（50 代・その他） 

●■運動不足 Before コロナで毎日出社していた日常が、With コロナ

において原則在宅勤務となり。外出する頻度が相当減った。すでに半年

以上、体を動かさず、公私で PC・スマートフォンを使い過ぎてしまう

生活が新たな日常になりつつあるが、20 代ながら体力の衰えや、視力

の低下の加速に困っている。  ■人と会えない 仕事の関係で静岡

に初めてきてから、大学の友人や仕事の同僚と休日を過ごすことが多

かったが、コロナ禍においては県境をまたぐ移動が相当数制限され、学

生時代の友人と対面することが難しい状況になった。さらに職場にお

いても公私の不要不急の外出は避けるように言われる中、浜松に根差

した人間関係がないままにここまで生活してきたので、地元の浜松市

民と比べて一層疎外感を感じているような気がしています。（20 代・会

社員） 

●浜松まつりを開催に対してものすごく不安です。クラスターが起き

そう。 観光客が訪れるイベントなので。市民にアンケートをとり 80％

以上賛成 なら開催くらいにして欲しいです。 （40 代・会社員） 

●近隣に不法投棄が増えています。 すこしづつ個人のできる範囲で

処理していますが追いつきません。 自治会長に直接言っても動いて

はくれません。 市が警察と連携して対策をしてもらう(監視カメラ等)

かゴミの回収をしてもらえる窓口を作ってください。 お願いします。

（50 代・その他） 

●茨城に住んでいる息子が結婚するのだけれど、お嫁さんにも会えな

い！御両親に挨拶もできない！ 結局式は挙げずに同居を始めました

… 早く会いたいな〜（60 代・専業主婦） 

●コロナ渦での婚活（30代・その他） 

●天竜区在住です。各家庭の同胞無線機廃止、ADSLも近々サービス終

了で山間部の スマホ通信も不安定、いつ光ファイバーが設置される

のかお聞きしたいです。（50代・専業主婦） 

●高齢者のご自宅を訪問したり、関係者で会議をしたりする仕事なの

で、直接顔を合わせて話すことが難しくなっている。また、仕事の研修

も中止になったり、ZOOM になってグループワークがやれなく（やり

にくく）なって影響が出ている。（50 代・会社員） 

●仕事柄、対面できないのは辛い。  風邪すらひけない恐怖。（30代・

会社員） 

●家族が余命の短い難病と診断されたのに家族旅行にも行けない。入

院中は面会もままならなくて辛いです。（40 代・その他） 

●帰宅路に街中を通るのですが、客引きの若者に声をかけられて困る。

このご時世出来るだけ話したくないのにしつこく誘ってくる。確か浜

松は客引き禁止条例が出ているのに一向に減っていないのが現状では

ないですか。一時期見回りをしてる市職員を見かけたましたが今では

まったく見かけません。（50代・会社員） 

●私は年金生活者ですが 少しの買い物、少しの会食などが唯一の楽

しみです。商店街等 規制のない生活様式が懐かしいです。（70代〜・

その他） 

●今ぼくは中学 2 年ですが、GOTO キャンペーンなどでコロナが広が

ったので、3 年生の修学旅行は中止になり、市内の遊園地に行くことに

変更になりました。 今年は、ぼくたちが修学旅行に行く年ですが、ぼ

くは和風の建築が好きなので、ぜひみんなと一緒に、京都や奈良に行き

たいです。 大人の人たちが子どものころには、みんな修学旅行に行け

て、とてもいい思い出になったはずです。 だから、大人の人たちは、

今は、自分たちの飲み食いとかのことは我慢して、ぼくたちの一生の思

い出の方を大事に守ってほしいです。（〜10 代・学生） 

●先ほどアンケートを送ったホワイニーです。 メールアドレスを間

違えていました。 申し訳ございません。 ほとんど同じものを送りま

す 私は浜松で生まれ、東京で育ち、祖父母の面倒を見るために浜松で

働くことにしました。 しかし、失敗に失敗を重ね周りに白い目で見ら

れていました。 自分でもあまりに失敗するものですから原因を探っ

たところ発達障害(ASDADHD)であることがわかりました。 それを

会社に報告すると会社からリストラにされ、就活中です。 いまだ採用

されません。（20 代・その他） 

●私は関節リウマチの為抗リウマチ剤を服用しています。それはメト

トレキサートという抗がん剤としても使用されていたもので免疫力が

下がるから風邪をひかないようにと、かかりつけ医より助言ありイン

フルエンザワクチンや肺炎球菌ワクチンなど接種受けてるので新型コ

ロナワクチンも受けたいと思っています^ ^世界中の新型コロナ終息の

ためにも不可欠ですよね！（60代・その他） 

●今後経済がますます停滞し社業に影響がでること、子供を連れて行

ける場所が制限されていること、自由に旅行はいけないことなどに困

っています。（30 代・会社員） 

●散歩が好きで自宅から磐田市やら弁天島まで歩いています。（50代・

会社員） 

●収入が減り、喘息持ちで自律神経失調症でパニック障害があり、 コ

ロナ感染が怖く 医者に行けなくて薬がない状態です。 発作がおき

たら心配です。 （30 代・専業主婦） 

●買い物に出掛けると、三蜜対策無視の人達がいるので、怖くて安心し

て出掛ける事が出来ない、 （70代〜・自営業） 

●運動不足解消のために自転車に乗っていますが、道路の路面が悪い

ところが気になります。また、継ぎ目に段差が大きなところがあって危

ないです。（50代・会社員） 
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●タクシーが怖い（40 代・会社員） 

●この先の見えない恐怖と不安（40 代・会社員） 

●病院の面会ができなくなって苦労した。  浜松商工会議所青年部

が会食でクラスターを起こしたせいで、浜松市内のほとんどの会社が

外部で飲み会禁止になった。  商工会議所とか青年会議所とか浜松

の中枢を担ってる人間たちのモラルが低いから浜松が衰退しているの

では？  （30 代・専業主婦） 

●長らく実家に帰省しておらず、祖父母も高齢のため顔を見せたい気

持ちともし感染させてしまったらという気持ちで少ししんどくなりま

す。 遠方の他県のため、万が一感染する、させるリスクを考え、行動

には移していませんが、これで正解なのかと自問自答してしまいます。 

また、私は現在パートなのですが、不妊治療や歯列矯正中なので金銭的

に不安な面も大きいです。（20 代・会社員） 

●感情的になって過剰に恐れてしまっている人が多い。そのために、お

互いにとって住みづらい世の中になってしまっている。 過剰な対応

により、高齢者は運動不足になったり、人と会わないために認知症など

が心配。 赤ちゃんや子供達は人の表情を読んで感情を学ぶそうです

が、マスクのせいで子供の心が育たなくなるだろう、心の病になったり

人の気持ちの分からない人になってしまわないか心配。（40 代・会社員） 

●仕事が減った事もあり、将来に不安がいっぱいあります。 子供が 4

人いるのですが、 今年中学入学、小学校入学、お金がかかるのは当た

り前ですが、 コロナ禍の今友達付き合いもできず中々ストレス発散

できる場がなくなってしまい。 悲しい気持ちになります。 （30代・

自営業） 

●風評被害と誹謗中傷（30 代・会社員） 

●感染症予防対策のため、コロナ禍以前と違って外出の頻度が減り、人

と会う頻度が減り、様々なシーンで今までの常識が非常識に変化して

しまったこと。（30 代・自営業） 

●卒業旅行や学校の行事が中止になってしまって思い出が減ってしま

って悲しいです。 子供の学校でもリモートを取り入れていますがパ

ソコンが苦手でリモートがよくわかりません。（40 代・自営業） 

●大学進学で東京へ行った子どもを帰省させられない。（50 代・その他） 

●ウイルスそのものより、適切な理解がされていないことによる風評

被害や、必要以上の自粛ムードが問題だと感じています。 究極の感染

対策は家をでないことでしょうが、経済とのバランスを常に取る必要

があり、度を過ぎる意見や雰囲気は、停滞を生んでいるなと感じていま

す。（30代・会社員） 

●コロナ過で売上があまり下がっていない会社や業種も存在すると聞

いておりますが、現在の助成金や補助の部分ではそのような会社様は

無関係となっております。 しかしそのような業界も今後遅れてコロ

ナの影響を受ける業種があると想像しています。 そこで遅れて影響

が出る企業が出てきた場合どの様な対策を考えておりますでしょう

か？ （30代・その他） 

●・経済鈍化による社会不安。これに尽きる。 幸いにもウィルスによ

る生命の危機、健康不安はあまり感じていない。 感染発覚段階におけ

る差別など、民度の低い話はいずれ自然淘汰されるであろうが、 停滞

してしまった経済をどう動かすか、表立ってであろうが、水面下であろ

うが逐次進めていかなければならない。   ・正確な情報の収集 持

論や自説による世論形成が、あまりに容易におこってしまっている気

がする。 社会を構成する一員として、正確な情報の収集と判断ができ

る人間でありたい。（40 代・自営業） 

●テレワークや WEB 会議が推奨されており、直接会って話ができない

現状に強いストレスを感じます。 話していることは画面を通しても

伝わりますが、複数人が参加する会議等では発言者以外の顔色や雰囲

気が伝わりづらいため、進行が難しい。（30 代・会社員） 

●コロナを意識した期間が長く、仕事、家庭等様々な場面で影響が出て

います。早く元の生活に戻ってほしいです。（30代・会社員） 

●病院に入れない、行きづらい。 人の不安が増長して他人を巻き込む

のが一番怖い （30 代・自営業） 

●コロナになることの風評被害が最も怖いです。 世の中の雰囲気が

コロナにかかることによって、村八分になってしまうような風潮を止

めて頂きたいです。（30 代・自営業） 

●飲食関係、音楽関係のお仕事をしておりますので、仕事にダイレクト

に響きました。 （30 代・自営業） 

●陽性および陰性者の救済処置がないのは、厳しいです（50 代・会社

員） 

●自粛警察等のコロナにかかる事は悪い事ではないのに悪いことのよ

うになっている世間の流れ（30代・会社員） 

●飲食店などが潰れてしまわないか心配している。お店に行きたくて

もあまり行ける状況ではないので、補助などを充実して欲しい。 病院

で働いてくれている方へも手厚い補助をお願いしたい(働く方が減っ

てしまう懸念)。（30代・会社員） 

●コロナ禍によりアルバイトを辞めさせられることがありました。リ

モートが増えて、課題もスライドを作るなど、スマホだけでは限界を感

じてきています。しかしパソコンを買いたくても費用がなく、生活費だ

けでも精一杯の状況です。キャッシュレスについては、まだカードを作

れない若い世代には不便な面も多く、スマホに疎い母がキャッシュレ

スにするのは心配でなりません。（〜10 代・学生） 

●コロナに対して全体的にストレスですが それ以上に万が一自分が

コロナにかかったら 周りからのバッシング、その後の活動への不安

が凄いです。（40 代・自営業） 

●浜松は自治会活動など地域活動が比較的活発なエリアと認識してい
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ますが、それらの活動の実施可否、感染対策の判断に困っています。 

企業や学校など仕事として関わる活動であれば業務時間内に業務上

様々な情報を収集し、それを基に判断をし対策もたてられると思いま

すが、自分の仕事に加えて行われている地域活動では、時間も労力もか

ける余裕がなく情報もないなかで判断をする必要があります。結果と

して中止にせざるを得なかったり、実施するにも効力がある対策なの

か不確かな状態で進めなければなりません。仕事に比べ活動に対する

責任感が低い場合が多いのも原因かもしれません。 コロナ禍の中で

の地域活動の実施可否、対策の有効性などを相談できる受け皿があれ

ばありがたいと思いますがいかがでしょうか？（40代・会社員） 

●対面でのコミュニケーションの制約により、交流の機会が減った。

（30 代・会社員） 

●接客業なので、マスクをしてくれないなど非協力的なお客様への対

応が苦慮しています。 常に、感染リスクを抱えながら、仕事をしてい

ます。 こちらの店側の、対策に対して、苦情を言われるなど、心を冷

静に保つのが大変です。（50代・会社員） 

●高齢の親が施設に入っていますが コロナ感染リスクで面会ができ

ません 痴呆症がある為顔を暫く見ないと誰か忘れられてしまいます。

今までは顔を見ればすぐにわかったのですが、先日やっと会えた時に

は誰?と言われました。 できるだけ会うようにしたいけれど中々叶い

ません（50代・会社員） 

●旅行を 3 回キャンセルした。（40 代・その他） 

●日本のコロナ対策は基本的に自粛要請しかなされておらず、どの程

度予防に気を遣うかは個人のモラルに委ねられています。指定店舗の

一斉検査やドライブスルー式の検査をいち早く取り入れてきた浜松市

ですが、濃厚接触者にならない限り行政検査は受けられない現状があ

り、これでは市中感染者の掌握には足りず、安心して外出できません。

濃厚接触者の適応範囲も非常に狭く、このままでは浜松でも濃厚接触

者の追跡取りやめになる日が来るのではと危惧しています。実際に浜

松市内でも多くの経路不明陽性者が出ています。病院もよっぽどのこ

とでない限り控えていますし、子供を通学させる事も、学業の遅れを考

えて仕方なく送り出していますが毎日不安な日々を送っています。（30

代・その他） 

●給付金や補助金を出したりして貰えてるけど各種税金に対して猶予

や免除などにもっと幅広く対応して欲しい。固定資産税も前年比較出

来なければ対象にされない。など新規事業者に対してどの制度も厳し

すぎて新規事業者ほど余力の少ない中で頑張っているのにどの制度も

厳しすぎて苦しい思いしています。臨機応変な対応を可能にして欲し

い。誰がどう見てもコロナの影響を受けて売上が下がってるのにそれ

を今の制度では対象外です。ばかりなんです…   あと浜松で現在

はコロナが 10 人ずつくらい出ています。 東京などの首都圏に比べた

ら少ないかもしれませんが人口密度での比較をしたらもっと深刻に捉

えなければいけない数字だと思いますが市民の警戒の意識がとても低

く感じます。 もっと強く警戒呼びかけなければ取り返しのつかない

ことになりかねませんよ。 （20代・その他） 

●障害者がバス・電車を利用するときに障害者専用席を使いたくても

健常者が座っていて使えない。 座っている人の前に行っても、知らな

いふりをしてスマホをやっていたり一度目を開けてまた寝た振りをす

る。 私は足が悪く杖をついていますしヘルプカードも付けています。 

いかにも障害者じゃ無いだろうと思える人のルールが守られていない。 

健常者が座っているに何故に障害者同士が席の譲合いをしなければい

けないのですか?? （50 代・会社員） 

●コロナで色んなお店の人が困っています。テイクアウトでお弁当な

どを販売して頑張っているお店が沢山あります。 

でもしがない主婦にとってはそのテイクアウトのお弁当を買うのも家

計の痛手です。お店のために、頑張っている人のために買ってあげたい

けどそう何回も買ってはあげられません。 

クラウドファンディング 

してあげたいけど主婦ではそんなお金出せません。 

これは市が国が補償するべき事ではなきでしょうか？ 

知り合いのお店、辞めてほしくない！ 

でも、私にはどうすることも出来ません。（60 代・その他） 

●車を運転出来ない私は、交通機関で困っています。 

浜松はバスの経路が少な過ぎる。 

それなのにコロナが輪を掛けて本数が少なくなりとても不便 

（60 代・その他） 
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2 自由回答（③どのようなシーンで、②の回

答を感じますか？） 

●コロナ禍で色々なイベントが無くなり花の需要が減りました（50代・

自営業） 

●休日（〜10 代・学生） 

●ハローワーク、就労支援施設（20 代・その他） 

●年収 200 万以下市民の免税/減税 (市民税/固定資産税/国民健康保

険/国民年金)（40 代・その他） 

●いつ、どのような場所でも感染防止に気をつけていますが、正直疲れ

てしまって休日は引きこもりのような状態です。 趣味であるアウト

ドア等も、人と会えないので楽しめなくなりました。（30 代・会社員） 

●ショッピングや外食なんて怖くて行けません。もちろん、生活に必要

なス―パーやドラッグストアに行くのも怖い。（50 代・未回答） 

●西区篠原町から浜北区まで公共交通機関で通勤している。浜松市は

市バスがないうえ、他県と比較してバス・私鉄電車とも運賃が高額。ま

たバスにおいては浜松駅を経由しないと他地区への移動ができない路

線のため運賃がかさむ（50 代・会社員） 

●子供の学校・幼稚園行事が軒並み中止になっていることが、命・感染

拡大を防ぐためと・・・頭では理解するが、成長を見れない・学校、ク

ラスの雰囲気を直接感じれないためとても悲しいです。 今まで経験

出来ていたことが、出来ない。という点で、子供の経験値を与えれない

のが可哀想に感じてしまいます。 このような状況なので、仕方ないの

ですが・・・（30 代・その他） 

●生活苦しい為、買い物 1 週間一度まとめ買い、 一日 2 食、明日は

どうなるのかわかりません。（50代・未回答） 

●人間活動の基本はフェース toフェースです。人との交じわりの中で

様々な豊かさを生み出し、創造してきた社会、歴史が崩壊してしまう可

能性があります。（60代・専業主婦） 

●学校もマスクしてるとか、換気してるとは いえ集団で生活してる

ので、休みは人混みに 行かないようにしていても学校は大丈夫な

の？ と感じる事多々あります。（40 代・専業主婦） 

●飲食店への対応はするのに、同じ立地の店や関係業種は置いてきぼ

り。先生方がご挨拶に伺うのも飲食店。他の業種には耳を貸す必要性も

感じないのか？ 解っているとは思うが、街中で仕事をしているのは

飲食店だけではない。 クラスターが街中で発生する度に予約が無く

なり客足が減るのはみんな同じはず。（40代・自営業） 

●集まりが無いこと（40代・自営業） 

●旅行やサウナ等も行けず、ワークライフバランスが崩れています。 

オフを楽しめず気分が落ちます。（40 代・会社員） 

●自治会活動等地域の活動ができない（40 代・会社員） 

●病院だけでなく介護現場も大変なストレスを抱えています。感染対

策も大変ですが、コロナ禍で家族に会わせることが原則できず、その事

でトラブルになるケースもあります。 オンライン面会や写真つき手

紙を送るなど施設も努力はしていますが職員の負担はもう限界です。

（20 代・会社員） 

●医療センターだけ、コロナ特定施設にするのでは無く、総合病院は、

入り口や病棟も分けたり、駐車場に、トラックで運んで、陰圧室にして、

空気清浄機、エアコン付きの簡易コロナ専用病棟も、県内で 2,000〜

5,000 戸ぐらい設置して欲しいです。財源は、県の予算+沿岸の防波堤

みたいに、県内の大企業の法人税を減額する代わりに、医療に出費して

もらう。 が、いいと思います。（60 代・その他） 

●施設利用者に、コロナ感染者が出て、施設が利用できなくなり、家庭

内でストレスや疲れが溜まり、喧嘩になってしまうことがある。（50代・

会社員） 

●買い物に行っても必要なものを買ったらすぐ帰るので書い忘れがな

いようにとか気を張っているのでストレスを感じる。（30 代・専業主婦） 

●他人との出会いがない。（30 代・会社員） 

●コロナワクチン打ってもコロナになった。⁉️とか？エリートの犯罪、

組織ぐるみの犯罪、先生の犯罪。（70 代〜・専業主婦） 

●自治会関連の活動の中で。（40代・その他） 

●やはり、経済を回すためには、4月 5 月の休業要請では収まらないと

思います。休業しても生きていくためには食事しなければいけないわ

けで、様々なお店を閉めてライフラインのスーパーやコンビニだけ営

業すればそこに人が密集し密になります。それに、他地域から帰省した

りする人を排除するようになり差別が生まれます。（40代・会社員） 

●飲食店がかなりすいている。フードデリに参加しやすいように市か

らもっと働きかけて欲しいです。今後新型コロナが収まったときに飲

食店が少なければ経済回すのも一苦労となるのは目に見えています。

（40 代・会社員） 

●会社ではコロナ慣れなのかマスクをしない若者が増えています。風

邪くらいの感覚の人が多い気がします。（60 代・会社員） 

●③この話は、まず新居のコンビニでのこと、 弁天島に新幹線が止ま

るとはなによ。 とのこと。 駅の基準は勾配と曲線と長さでまた、初

期加速距離は今の A タイプ、S タイプの新幹線で約 3.5 ㎞つまり 駅

をはさみ 7 ㎞区間が平坦でなければならいのですが（新居は 20/1000

の急こう配が 1㎞、と 0，9 ㎞、＝19．9 扱い 2 ㎞があります）平坦が

新居にはないわけです。当然線路、路盤の変更はできません。（新幹線

はそういうもの）、下手な加速でコンピュータとの信号が取れない場合

はアウトまともに走れません。このくらいは知っておいてほしいので

す。ただ、この話駅のできるところでは、1964/7/17 の前後で話されて
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いるようですが。 また、舞阪駅近くのスーパーでは、70 代くらいの

男が あらいだ、あらいだと連発。（ばかでしょ、どうやら篠原中出の

人ですかね）この詳細はうちの FB,TW で書いていますのでよろしく。

ともかく腹の立つ思いです。新幹線の駅の話を聞かなかった、追い出さ

れた当時の篠原中卒様たちへは文句が、まだありますがこの辺で。 ?

は私の回りでうるさく言われる話で、既往症があると重症化する、コロ

ナで病院が混むと自分の病気で万が一のとき見てもらえない、また女

性の 60 代はコロナ報道にまいっており、暴走ぎみとか。 ?単純にお

金がないので、困りますが（60代・その他） 

●・購買意欲の低下 ・外出している人数の激減 ・大人の気力の低

下 ・子どもの意欲の低下（40代・会社員） 

●街中の猫。たくさんいるなぁと思ってはいたのですが、妹の店が老朽

化で開店して間もなく立ち退きになりました。 立ち退きまでは半年

ある。 あの猫達、手術しないと増えてしまうじゃない。えっ？でも誰

がやるの？ 私しかいない？ 妹の駐車場に車を置かせてもらい 通

いました。 幸い、近くに店を借りる事が出来て、今、まだオス 1匹だ

け捕まりません。 家の周りの猫も手術し、40 匹以上やり、赤ちゃん

を 30 匹 神様にお願いしました。 大分県のセンターを参考にしてい

ただけないでしょうか。よろしくお願いいたします（40代・専業主婦） 

●青年会議所の運営において（30代・自営業） 

●バスに乗ろうとしてバス停で喫煙している人がいると、バス待ちも

できない。 かと言って離れていると、バスに乗れない。 遠鉄さんに

もなんとか考えて欲しいです（40代・会社員） 

●テレワークの為、運動不足になる。（30代・会社員） 

●コロナの関係で週休３日になってしまったが（正社員）休業補償が十

分でないし、生活に余裕がない。 見通しも立たない。 定期的に通院

の必要があるが、それさえも不安でしかない。（50 代・会社員） 

●先月、遠方で一人暮らしをしている主人の母が高熱を出し看病に行

きました。家の暖房がうまく使えなくて寒さを我慢し熱を出しました。 

でも、このご時世でコロナの検査が終わるまで治療を待つしかなかっ

たです。まる 2 日かかってやっと母は点滴してもらえました。治療に

たどり着くまでに母の熱も上がったり下がったりし、食欲もなく、この

まま死んでしまうんじゃないか…と眠れなかったです。老人や弱い人

は検査を待つ間、何もないのが心配でした。（60代・その他） 

●イベントが無いのは辛い。 自治会のお祭りから、大きなホールでの

ライブ等。 皆と楽しい気持ちを共有したい。（40 代・自営業） 

●経済優先よりも 対策をしっかりとしてから だと思います。（40

代・その他） 

●祖父が病気になり入院になったが、面会ができず、様子を充分に見た

り知ることができず、心配な気持ちのまま過ごしている。（30 代・未回

答） 

●潰れた店を見る時。 マスコミの、サービス業の努力を無しにするよ

うな報道、煽りはいい加減にしていただけませんか。 今はコロナ以上

に、テレビに洗脳され自粛、自粛と騒ぐ人たちが怖いです。（50代・会

社員） 

●休日に出かけることが少なく、余暇を持て余している。 幸いコロナ

禍で直ちに影響のある職業ではないため金銭面の余裕はあるが、地域

の経済に回すことも難しい。 オンラインショッピングが多くなり、浜

松に対してお金を使うことが減った。（20代・会社員） 

●機械オペレーターのため体を動かすよりも頭を動かすため肩こりや

腰痛になやまされる。運動不足からきていると思う。（30 代・会社員） 

●ソーシャルディスタンスやマスク、消毒等を当たり前にするため、電

車内や買い物先でマスクをしていない人がいると心配になってしまう。

（〜10 代・学生） 

●自宅がイタズラされほーだいで 困っています。（50代・その他） 

●小人数やおひとり様であれば、特に問題がないし、そもそも密でない

場所（街中）でも、いってはいけないイメージはついてしまって、よろ

しくない。 また、感染すること＝悪のような風潮や、感染者を特定し

攻撃するような行為があって、非常に残念。病気にかかることはしょう

がないし、誰のせいでもないのに、心がすさんできて悲しい。（40代・

会社員） 

●街中の運動可能な場所が近隣しかわからない為行く公園等はいつも

一緒。 イベントの告知などもコロナの為に控えめですし、まとまった

サイトも昔からのものばかりでわかりづらい（30 代・自営業） 

●外出を控える。という決まりが子供の心身の成長に不安を感じてい

ます。 勉強やタブレット、視界が狭く、視力低下も心配です。外に出

て広い場所で思いっきり体を使って子供達と遊びたい‼️（40 代・会社

員） 

●夫婦共に 年金生活者なので、まさに自宅で自粛生活をすることだ

けですから(スマホもかけ放題ですし コロナは憎いですが…スマホ

のある時代でまだ良かったと思います)若い子育て世代のことを思え

ば、この生活を困るなんて、言ってられません。（60 代・専業主婦） 

●主人の街中での飲食(アルコールを含む)に対して、小さい子供を持つ

母として、どういった環境で飲食をしてきたか分からず、ただ家で待つ

しかない立場としてはとても不安でしかない。（30 代・専業主婦） 

●家族がいる人は食事や話をするのに多少なりとも相手はいるが、単

身すまいだと、本当に人との関わりが減って心も引きこもりになる。 

身内での食事や会食と言われるが、居ない人はずっと 1 人で味気ない

食事になり苦しい。（30 代・その他） 

●知人、親戚から連絡がきたとき（40 代・会社員） 

●浜松祭りをやろうとしている 人を集めてどうする コロナが増え

たら実行委員会は責任を取れるのか？いや取らせて欲しい（40 代・そ
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の他） 

●フォークダンスサークルを長年続けています。昨年の緊急事態宣言

の時は休会していましたが解除からはマスク手洗い消毒検温換気と

色々気をつけて再開しました。フォークダンスというものは何時でも

誰とでも手を繋いで踊るところに良さがあったのですが今現在は手を

取らないで踊っています。人との触れ合いが無くなってフォークダン

スの良さが半減してしまいました。また高齢の会員が多いため第 3 波

が心配でも完全に休会してしまうと運動不足によるフレイルが… な

かなか悩ましい現状です。（60 代・その他） 

●まちなかでイベントをやっていると、悪のように言われたり、出店者

ですら「まちなかは危険だから、終わったら早く帰ってきなさい」と家

族から言われたなど、偏見ともいえる言葉を言われます。 （イベント

出店は自由ですし、いつもはキャンセル料もいただいていますが、体調

不良の場合は来ないで！またキャンセル料はいただきませんと通達し

てます） 

●まちなかの誹謗中傷とも言えるのでは？？（40 代・会社員） 

●ホテルで飲食店に従事していますが、ホテル利用もレストラン利用

もコロナの影響により著しく減少したまま一年が経過し仕事もコロナ

前のように戻ることなく、私にとっての日常は程遠いものになりまし

た。（30代・会社員） 

●外食すると飛沫感染などの心配と同時に、なんとなくの罪悪感に襲

われます。（30代・その他） 

●浜松市が好きで色々なイベントにも参加させて頂きました。 大好

きな街を潰したくないです。（40代・自営業） 

●イベントのしごとをしているので収入が凄く減りました（40 代・そ

の他） 

●7 月に結婚式を挙げる予定で、県外から親戚、友人が集まります。去

年の 9 月に入籍しましたが予定では５月入籍予定でした。コロナによ

る自粛、職場でコロナ対策を行っている中、入籍しても良いのだろうか

悩みずれ込みました。結婚式も出席者が安心して行えるようにしたい

です。（20 代・会社員） 

●浜松市に初めてクラスターを持ち込んでしまったと言われている男

性の父親は自殺したと聞きました。SNS の人々の過剰な反応が追い詰

めた結果だと聞きました。市民は、感染そのものよりもそれが原因で問

われる責任やパッシングに怯えています。報道や第二類の感染症とし

ての扱いの必要があるのでしょうか。疑問です。  上記の理由から事

業所では、サージカルマスクによる着用を徹底し、空気清浄、消毒にお

金をかなり使っています。（60 代・その他） 

●５月の祭り、地域の活動！事業、祭りがないと、地域間の繋がりや絆

が薄れていくような気がする。（60 代・自営業） 

●これはけして職場批判では無くこういった状況の職場もあるんだと

言うことです。（40 代・その他） 

●会社訪問 営業（30 代・会社員） 

●休日（30代・会社員） 

●実家に帰省できない アルコールで手が荒れる（30 代・その他） 

●外食など動物園など、コロナがおさまったら行こうね。が口癖になり

ました。子供の口癖はソーシャルディスタンス。（20 代・専業主婦） 

●基本的に新型コロナと言っても、インフルエンザと基本的に対応は、

変わりないと思うので、ウィルスの付着予防対策強化、免疫力低下、体

調悪化前の生活習慣の改善、マスク、のど飴、市販薬剤使用などの早期

使用、服用により、体調悪化を予防し、毎年のインフルエンザの流行と

同様に落ち着くまで、緊張感を持って過ごしていきたいと思います。

（50 代・自営業） 

●遠鉄電車が休日減便になったのが痛い。（20 代・会社員） 

●浜松は他の県、市と比べて感染者が少ない傾向には ありますが、今

後テレワーク推奨していくと、 私は派遣業で事務職をしています。 

テレワークをしたいと会社の考えはありましたが派遣業は個人情報を

扱うことが多く、テレワークは現実的ではありませんでした。 なかな

か難しいなと思いました。（20 代・会社員） 

●お料理教室等、実際に体験はして学ぶ事が疎かになり、子供の情緒教

育の仕方に困っています。（30 代・その他） 

●部活動の件で 犠牲になるのは子供たちの部活動だと思った。 中

学県大会、中学一年生大会が中止になり、せめて延期という選択をして

欲しかった。 中止にする先生達は、本当に子どもたちのことを考えて

いるのか疑問に思った。 特に我が校の顧問が一年生大会をやるか？

やらないか？の権限があると…偉そうに子供達に言っている。 口ば

かりの顧問だが、やはり口ばかりだった。 中止にした時に、子供たち

も顧問の言葉に疑問を抱いた。 言い訳ばかり。権力の自慢。いない生

徒の悪口。 本当に子供達のことを真剣に考えて決断しているのか？

ということがコロナ渦をきっかけに、先生の人間性がよく分かった気

がする。 この先生は、他校先生の悪口、校内の先生の悪口、生徒の悪

口を生徒に言っている。 こういう先生が調子に乗って野放しになっ

ているのはあり得ない。 解決するにはどうしたら良いですか？（40

代・会社員） 

●毎日の生活において、常に感じております。（30 代・会社員） 

●テレビを観ていると自粛ムードになっている（30代・会社員） 

●それを大きくした原因は結局「経済」を第一に考え過ぎたからだと思

う。 経済成長のためには競争が必要であり「勝者」が生まれることを

是とする世の中。 勝者は良いけど、圧倒的多数の弱者は打たれ弱く、

そこにコロナ禍のしわ寄せが集まる。 法に触れなければ「勝ち逃げ」

したものが褒められるような世の中。それで良いのか？  国って何

のために存在するんだろう？？ それは弱い個人を守るためではなか
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ったか？ 決して、強者をより強くするためではなく。 つまり「資本

主義」というものを一度徹底的に疑ってみないといけないと思う。（40

代・自営業） 

●カラオケボックスやお酒を提供する店に対し、時短や営業自粛要請

を強め、応じた場合、協力金を少しでも払ってもらって少しでも感染し

ないリスクを構築すべき 商品会計の際にキャッシュレス化を押しす

すめる政策があったが、その政策を浜松市単独で行って、 キャッシュ

レスを推進してほしい。小銭を渡す際に菌が移るリスクを減らす必要

はあると思う。 マスクは特に困っている人が多く感じられる。昔ほど

マスクが欠品しないにしても常に使うものだからほしい。 浜松市が

東京都のように、YOUTUBE などでチャンネルを作って、コロナに対

する広報活動をしてほしい。 テレワークできるところはテレワーク

するように促してほしい。 中小企業の補助金関係は知らない人が多

く、していても補助受けていないところが多いのではないか？（40代・

会社員） 

●人と会って外食が出来ない今は Uber eats やフーデリックスを利用

して食事をする事が多いかと思います。 ですが、デリバリーを利用し

て食事をする事が出来るのは、ほとんどが浜松市中区であって特に浜

松市西区は Uber eatsが利用出来ない。 フーデリックスにおいては利

用可能店舗が 3 店舗程しかない状況です。 この様な今の状況では外

食は出来ない、デリバリーによる食事も出来なくて困っています。（30

代・会社員） 

●家の中でしか子供を遊ばせられない時やイオンなどのショッピング

モールで遊び場が閉鎖されている時、支援広場の遊びが制限されてい

る時。（30 代・会社員） 

●不要不急の基準が人それぞれ異なるため、買い物に行ったと言う会

話でも「出かけている」と取れれたりして調子が悪いなんて言ったら、

体調の心配より真っ先にコロナを疑われる。  コロナ＝悪が定着し

過ぎている気がする（30代・会社員） 

●浜松駅前はかなり悲惨な現状、店舗も残るのは昔からある地主さん

達の 2世 3 世の店ばかり、ますます新規参入が難しい状況。（50 代・そ

の他） 

●市内のいろんなところで不法投棄は見かけられます。（50 代・その他） 

●上記と繰り返しになるが、「高齢者のご自宅訪問」、「関係者との会議」、

「仕事の研修」で。（50 代・会社員） 

●マスクも含め、息苦しい。（30代・会社員） 

●客引きの若者が無症状感染者だとしたらゾッとします。（50 代・会社

員） 

●バスの中で 咳が出た時など 周りの目を感じます。（70代〜・その

他） 

●今、中学 2 年ですが、修学旅行をどうするかみんなで決めなくては

いけない段階です。（〜10 代・学生） 

●元々インドア派ですが〜退職してから孫の子守りが今の仕事⁈です

^ ^(65 歳まで看護師 をしていました〜)今は孫の世話に追われている

毎日です。（60代・その他） 

●自由に外食できないこと、街中の衰退を懸念してます。（30 代・会社

員） 

●生活も 収入が減り 節約していたのに さらに節約で苦痛になっ

ています。（30代・専業主婦） 

●特に室内で行われるイベントがなくなったりして、休みの楽しみが

少なくなってる。 病院もなかなか行くのが遠のいてしまっている。

（30 代・会社員） 

●子供が２歳で人見知りがすごいので、色んな人に会わせて人に慣れ

させたいが、それができない。（30 代・会社員） 

●職場が病院なので、いつ感染するかとひやひやしています。 今まで

の楽しみがライブに行く、旅行、飲み会等だったので、気分転換ができ

ない引きこもりな休日を過ごすことも多いです。（20 代・会社員） 

●タクシーの運転手の態度が会社によってすごい極端。ある運転手さ

んは「雨の日に乗ってくれてありがとう」と満面の笑顔でお礼を言い、

ある運転手さんは「家が近所」と告げたとたんに猛スピードで発車。恐

ろしくなって茫然としてたら、「どうする？」と聞かれ、指示したら、

「道間違えたのか！」と運転手さんが怒鳴ったんです！それ以来怖く

てめったに自分からはタクシーに乗れません。数日後、何と母も同じタ

クシーに乗ってしまい、家の前が工事だと分かったら「遠回りしない

か」と聞かれ、それ以来恐ろしくて乗れなくなったそうです。（40代・

会社員） 

●人工で給料もらっていますが 仕事が激減持続化給付金も貰えなく 

国民年金 国保 市民税の支払いができない状態で 浜松市に迷惑を

おかけしている状態です浜松市は助成金制度があるんですか？早くコ

ロナが収束する事を願うばかりです。（40代・自営業） 

●新聞やテレビのニュース報道、インターネットでの情報（40 代・会

社員） 

●病院の面会ができなくなって苦労した。  浜松商工会議所青年部

が会食でクラスターを起こしたせいで、浜松市内のほとんどの会社が

外部で飲み会禁止になった。  商工会議所とか青年会議所とか浜松

の中枢を担ってる人間たちのモラルが低いから浜松が衰退しているの

では？（30代・専業主婦） 

●コロナの生活も 1 年になります。密にならない生活。年中マスク、

手の消毒の毎日に疲れました。テレビをつければ今日の感染数やコロ

ナの話題ばかりでストレスがたまります。行事や祭りは中止。実家や病

院へ行く事もままならない。不安ばかりです。（50 代・専業主婦） 

●街中のお店がどんどんなくなってしまっていったり、感染者数や緊
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急事態宣言によって職場の売り上げが左右したりという現状を目にす

ると不安が大きくなります。 また、大型連休やイベントシーズンの盛

り上がりがなく、予定が立てられないので孤立感を感じることもあり

ます。（20 代・会社員） 

●人とコロナの話をする時。 小学校では、前を向いて黙って黙々と給

食を食べるということで愕然とします。 学校生活では、勉強したり栄

養をとることも大切と思いますが、多感な年齢なので精神面の影響も

考えていくことが大切と思います。静岡県立大学の教授の方が静岡新

聞に載せていたのは『子供同士はうつさない』ということでした。 本

当に給食は黙って食べること等が必要なのか、個人的には疑問です。

（40 代・会社員） 

●持病があり定期的に病院に通っていますが、病院に行くのもためら

ってしまいます。（40代・自営業） 

●コロナ云々でなく浜松の街中、人居な過ぎ！（60代・その他） 

●外食できない分、フーデリックスのサイトを利用しようとしたが、検

索しづらく、使いづらかったのでやめた。（50 代・その他） 

●コミュニケーションを取れる機会が激減し日々の業務に支障が出る

のではないかと不安があります。（30 代・その他） 

●ビジネスや家庭、地域、報道など、生活を取り巻く全てで感じること。

（40 代・自営業） 

●新年の挨拶など、行って失礼、行かなくて失礼な状態となっており、

いつも以上に気を遣います。 また、その期間が長く世間的にも疲れが

見えます。（30代・その他） 

●どこに行ってもみんなマスク姿で異様な光景です。（30 代・会社員） 

●マスコミの報道や知人との会話の中で、節々に感じる瞬間がありま

す。（30代・自営業） 

●病気を持っているので早くコロナがなくなってほしいです。自衛官

の人にバイ菌扱いされるのでそーゆーのをやめて欲しいと思いました。 

（40 代・未回答） 

●街中の活性化 うまく車社会と融合して盛り上げて言って貰えたら

良い（30 代・会社員） 

●大学生ですが、授業がオンラインと対面が入り乱れて変則的になり、

バイトとの両立やそもそもその授業スケジュールに影響しないバイト

先を見つけることに苦労しています。（〜10 代・学生） 

●地域で感じます。この選択肢に地域活動実施時がないように、家庭で

もなく、学校でもなく、職場でもなく、地域という括りがないことに表

れているように、自治会活動や PTA 活動などの地域活動を考える意識

が少ないことが課題だと思います。（40 代・会社員） 

●高齢者入居施設 ガラス越しで施設の中と外で電話を渡して話をし

てもらうようにしましたが まだまだ手もかかり施設の方にも負担を

かけています。もっと気軽にできればなと思います（50 代・会社員） 

●春の緊急事態宣言からずっと自粛…（未回答・未回答） 

●浜松市には素晴らしい飲食店や観光地、地域のイベントやコンサー

ト等が沢山あるのに、これらを自粛せざるを得ません。この一年「経済

を回さなければ」という事が声高に叫ばれてきましたが、まずはコロナ

の収束による安心が得られなければ、いくら経済を回したくても地元

にお金を落としたくてもできないのです。（30 代・その他） 

●コロナだからではないですが、整備されている公園が少ない事が不

満です。 

公園と名の付く所はあっても雑草がいっぱいで子どもが遊べない。 

冬場は草が枯れていてまだ多少は遊べるけど夏場は草が覆い茂ってい

て虫が多く遊べません。 

また、木々があるのはいいですが、見晴らしが悪く子どもだけでは怖く

て遊べません。 

東京などでは公園内がコンクリート、芝生と整備されていて、安全に遊

べるとこが多いのに何故浜松はこんなに整備がされてないのでしょう

か？（60 代・その他） 

●車なら人とも接触せず遠くにも行けるのどけど、運転出来ない私は

ある目的地に行くのにバスを乗り継いで行かなければならない。その

上本数が減って乗るバスは混んでいる。（60 代・その他） 
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3 自由回答（④これからの浜松の新生活にお

いて、あなたのやりたいこと、やってほし

いこと、あったらいいと思うことを教えて

ください。） 

●医療関係者への給付金（30 代・会社員） 

●やはりコロナ禍が早く収まり色々なイベントを沢山出来る環境にな

り花の需要が増えて欲しいです（50 代・自営業） 

●オンライン&屋外などの広い敷地でのイベントをもっと開催してほ

しい。 浜松独自の情報誌(以前は発行されていたタンハマのような)を

再度作って欲しい。（30 代・会社員） 

●マスクや消毒だけでなく、手袋の着用を促すのはどうか。 また浜松

市の独自として各家庭に使い捨て手袋の配布。（〜10 代・学生） 

●浜名バイパスの豊橋からの乗り入れせめて夜間禁止かな？（50 代・

会社員） 

●１）ネット注文＆デリバリーがもっと充実してほしい。 ２）スマー

トスピーカー等を利用した、高齢者も使えるようなコミュニケーショ

ンツールが欲しい。  そのために、市内全体（山間部まで）のネット

通信環境を整えてほしい。  （50 代・専業主婦） 

●浜松市内の道路状況の改善をお願いしたいです。 日常的に車を使

う身として、通勤、帰宅ラッシュ時と 1 日 2 回も酷い渋滞にあい、う

んざりしてます。 また、休日で外出する時も、道が狭かったり、幹線

道路が途中で途切れたり、信号が多かったりなど、浜松市内を抜け出す

のに時間がかかり一苦労です。  コロナ関係では、お客さんが少なく

なったからなのか、家の前のバス停も減便されましたし、電車で他の人

と一緒に乗って通勤するよりも、車で移動する人が増え、その重要性が

高まっているなとおもいました。  浜松は車を利用する人が多いと

思います。渋滞を減らし道路を使いやすくすれば多くの人に貢献でき

ると思いました。（20代・会社員） 

●自転車道をもっと整備してほしい（〜10 代・学生） 

●交通機関がとても不便です。なんとかなりませんか（；_；）（〜10

代・学生） 

●私は春野町長(自称)です 光回線が来ていません。今やネット回線は

インフラと言ってもいいくらい重要なものです。 在宅ワークしよう

にも回線が遅くて不可能です。 流石に無理です。（30代・自営業） 

●空き家や空き地を有効活用して、テレワークの方に使ってもらった

り県外移住者も呼び込む（20 代・会社員） 

●親から自立してもっとお金を稼ぎたい  地元限定の若者の起業や

フリーランスの支援を行う施設やオンラインコミュニティがあったら

良いと思います。  （20 代・その他） 

●・歩道や公園の整備  安心して歩ける歩道、自転車が通っても大丈

夫な幅を確保してほしい。  同様に駐車場も含めた公園の整備をし

てほしい。遊具の点検なども進めてもらいたい。 （50 代・会社員） 

●浜松まつり（〜10 代・学生） 

●本当に必要なものと不必要なものを選別したい（30 代・会社員） 

●郊外にて農作業をやってみたい（50 代・会社員） 

●幼児が楽しめるライブ配信（40代・会社員） 

●コロナでストレスのたまる中 悪い話題やニュースを聞くより 地

元浜松のほっこりとするようなエピソードを 取り上げる SNSやメデ

ィアを 作ってほしい。 （40代・会社員） 

●友達と気軽にランチ  足で踏むタイプや手をかざすと出るタイプ

のハンド除去スプレーが増えたら手で押して触らなくて済むので衛生

的。  なゆたの地下の駐車場の出入口に設置して欲しいです。用事が

ある場所にアルコール除菌があっても、帰りにエレベーターのボタン

か階段のドアノブを触るので。。  街中の駐車場代の補助があればぷ

らーっと行きやすい。街中に美味しいランチ色々あるので。 （30代・

その他） 

●浜松市で誰が一番面白いのかを決める大喜利大会をやってください。 

出場します。 笑いで浜松市を明るくしたいと思います。 H-1 グラ

ンプリの開催をここに申請します！（40 代・自営業） 

●将来に不安があるので副業がしたいと感じていますが、今勤めてい

る会社は副業が禁止です。 浜松市で副業を勧める PR をしてもらえ

ると、会社側に要望を伝えやすくなります。（30代・会社員） 

●新規就農をしたいです 広々とした農地で美味しいものを作って農

協に出荷したり自己販路の工夫をして商売を楽しみたいです（50 代・

会社員） 

●市長、市議のコロナ対策への理解の徹底。（50代・未回答） 

●もっと人の集まる街にしてほしい（50 代・会社員） 

●オンライン化していく中で、物流網を浜松だけでも、リーズナブルに

できる取り組みがほしいです。 物流のコストが抑えられたら、オンラ

インのショッピングがもっと活発になるかと思います。（40 代・自営業） 

●アマチュアミュージシャンの音楽イベント（50 代・会社員） 

●子供の育てやすい環境作りをお願いします。（30 代・会社員） 

●卒業式・卒園式・修学旅行など学校行事を中止にするのでは無く、市

として行う方向にて、教育委員会と共に動いていただけたら嬉しい。

（30 代・その他） 

●コロナに負けない体をつくる。  コロナ対策をしてもう一度 go to

イートキャンペーン復活して欲しい。（40代・会社員） 

●色々な業種の経営者がコロナ禍で潰されない様にしてほしい。（30
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代・自営業） 

●住民税の減税（20 代・会社員） 

●抗体検査、pcr 検査が気軽に低料金で可能であること。 go to とは

別の市民向けの旅行割引。 浜名湖や舘山寺の割引や、ゴルフとセット

のプラン割引等。 飲食店のお一人様むけ割引。（30 代・会社員） 

●バイクの無料駐車場の数を増やして欲しい。（〜10 代・学生） 

●地元でジャズコンサート(家からそれほど遠くない所で）。  定期

的な(毎月とか)歩け歩け大会。  安全な自転車道路を作ってほしい。  

近くに子供達か遊べる芝生広場 とかあると良い。（60代・会社員） 

●日本の 4 大バイクメーカーの内 3 つが生まれた街にもかかわらず、

無料バイク用駐車場が少ない。大型バイクでも無料で停められる駐車

場がもっとあると良いと思う。   （〜10代・学生） 

●公共交通機関が充実したらいいと思う。地下鉄や高架電車、市内を公

共交通機関で回れるようにして渋滞解消と co2 削減、事故件数減少に

期待したい。 大きな総合病院と小規模な病院やクリニックのチーム

医療が発達すると良いと思う。 観光地活性化。  （〜10 代・学生） 

● お店が閉まった場所に新しいお店を増やしてほしい。  新しい売

りになることを大きく掲げる(日本一暑い的な)。   （〜10代・学生） 

●これから進学するにあたって色々な進学先を見学しに行きたいです。

（〜10 代・学生） 

●結婚を機に兵庫県から移住してきました。 今、弁天島に住んでいま

す。 とても困っている事は、駅にエスカレーター、エレベーターがな

く、あと、駅前のタクシー乗り場が、微妙に遠くて、とてもとても不便

を感じています。 高塚駅や舞阪駅は、便利りなっているのに、何故、

弁天島駅だけが、足元悪い駅なのでしょうか？ お年寄りの方もとて

も困っています。 どうか、便利のいい駅にしてください！！（50代・

専業主婦） 

●街中に人が少ないと長年耳にしているがこのコロナ状況を考えると

ただ人出が多ければいいと言うものでもない 郊外の SC に人が集中

するのもそうで浜松全体で駅周辺を中心に商業地を分散しインフラを

整える必要がある（30 代・会社員） 

●浜松市は、車を運転できないと移動が本当に不便。路線バスで南北の

移動は出来るが、東西の移動が本当に大変。いちいち街の中心部まで出

て乗り換えなければいけないからお金も時間も本当に勿体ない。特に

通勤時間や帰宅時間なんかは余計に時間も無駄にしてしまう。なので、

もっと東西の移動のための路線バスや遠鉄電車の新路線なんかを作っ

て欲しい。昔の遠鉄電車奥山線が復活してくれると本当に助かるし渋

滞も解消されると思う。（20代・会社員） 

●密にならず外で子供たちが思い切りカラダを動かせるイベントがあ

ったら嬉しいです。 ありきたりなアイデアしか思いうかびませんが、

宝探し・ウォークラリー・テレビ番組のさすけのようなイベントがあっ

たら参加したいです。（30 代・専業主婦） 

●オランダの首都アムステルダムにある介護施設「ホフヴェイ」（別名

「認知症村」）に似たのをつくってほしいです。  日本では、それは

閉鎖的で刑務所のようで可哀想と言われますが、 自分だったら、好き

に歩かせてほしいです。  また、ドイツで施設の前に偽のバス停を置

いたという話があります。 入居者は徘徊をしようとしてそのバス停

に座りますが、偽のバス停なので当然バスは来ません。しかし、入居者

さん達は、それで気が済んで部屋に帰って行きます。 徘徊がぐっと減

ったそうです。  話は変わって制服の事についてです。女子も男子も

自由に制服を選べるようにしてほしいです。（?10 代・学生） 

●非接触アプリここあ市民導入率 70% PCR 検査数の拡充 （40代・

自営業） 

●2 回目の給付金お願い致します。25 万 条件として ■飲食店、企

業の給付金解除! 一人当たりわたる事は同じ事 ■光熱費半額免除 

■まず 2.3ヶ月家族外出禁止 ■向かい合わせで、食事、おしゃべりし

ない ■室内でもマスク着用 ■水分補給毎日 2 リットル摂取 ■常

にマイナンバーカード持ち歩く事。 ■破った人にはペナルティ!その

為のマイナンバーカード持ち歩く事! 有名な電器会社にマイナンバー

カード読み取り器今後も役に立ちます。 住所、氏名、顔写真のみ読み

取り! 裁判所からの許可貰う ∞必ず国民全体が良くなる!!協力、命

令ですよ。（50代・未回答） 

●・子育てしやすい社会の実現 （待機児童のないようにするのは当然 

誰でもこども園に入れるようにし女性の社会進出につながる、男性の

育児参加の推進） 

●・新公共交通機関の整備の検討 ・充電スタンドの充実（料金の補助） 

●・エコカーの購入補助（FCVや EV） 

●・水素ステーションの整備（常設的なもの）（40 代・会社員） 

●ヒューマンスケールの地域社会体制を作り上げること。（60 代・専業

主婦） 

●リラクゼーション業界です。去年はそこまで感じませんでしたが 1

月になってたらモロに煽りを受けているように感じます。 2021 年 1

月以降も持続可給付金が出ると本当に助かります。（30代・自営業） 

●スポーツのイベント（〜10 代・学生） 

●これからのでは無くて良いから、今までの様に生活したい。  いつ

でも、入院や入所してる親の顔を見に行きたい。  人との繋がりを大

切にして行きたい（50 代・その他） 

●私は車がないので、バスや電車で 毎日の交通手段で、席を開けてと

いうのも あるので、良く人が利用する時間病院や ショッピングセ

ンターなどのバスを増やして もらえたら嬉しいです。（40代・専業主

婦） 

●コロナ禍で育児中のママたちと意見交換がしたいです。みなさんコ
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ロナ禍における育児をどのようにしているのか、また、子どもへの影響

などの専門家の意見が聞きたいです。（30代・専業主婦） 

●JR 浜松駅や遠鉄電車各駅周辺の駐車場の整備。（40 代・未回答） 

●ご近所付き合いが今の世の中減っています。私はしているのですが、

これが将来もっと必要になると考えます。 国ではご助、協助とか言っ

ていますが、これも昔ながらの付き合いがあればこそだと思います。 

昔の生活を振り返り、良い事は見直す時期だと考えます （50 代・そ

の他） 

●テイクアウトやデリバリーの情報が少なく頼みにくい。結局いつも、

大々的に広告を出したり、デリバリーサイトと提携していて頼みやす

い雰囲気のお店にお願いして偏ってしまう。 外食自体は控えたい時

世だが、市内の活気を無くさないためにも飲食店の応援もしたい！（30

代・専業主婦） 

●・感染予防と経済活動が両立されるよう、テレワークやデジタル化を

まだ実施できていない方たちに啓蒙、推進してほしい。 ・飲食店の経

済活動が復活できるような感染予防方法の検討やテイクアウト、宅配

文化の推進をしたい。 確か浜松市が新しく foodelix という宅配シス

テムを作ったはず。 https://foodelix.net/Foodelix/ ・感染対策をし

っかりしてアウトドアで子供たちを集めて感染対策方法の啓蒙やアウ

トドア知識を深める。（40 代・会社員） 

●しっかり情報開示してほしい。 半端な情報では、冷やかしにしかな

らない。 飲食店に限らず街中のサポートをしてほしい。 クラスター

を発生させる度に、仕事がなくなる。 （40代・自営業） 

●人数も制限してもらって、店員さんと接触せずに色々ショッピング

が出来たらいいなと思います。（30 代・その他） 

●近隣公園の整備を定期的にお願いしたいです。  この先も住みや

すい浜松市をこのまま築き続けてください。  よろしくお願い致し

ます。 （30 代・自営業） 

●儲かっている企業や個人が、その利益を困っている人に公正に還元

できるようになったら良いと思います。（40 代・自営業） 

●全員市が負担して PCR 検査 浜松市給付金（30代・会社員） 

●浜松が地元で 9 年前に帰って来ました。東京 大阪 名古屋に居ま

したが、都会から人を呼ばなくてもいいと思います。あなたのやりたい

こと、やってほしいこと、あったらいいと思うことは、生活に満足で無

いです。逆に、人口が増えて人間力の低い人間が来て治安が悪くなるの

が嫌です。（40代・会社員） 

●対策を行うなら徹底して行いコロナを抑え込んでもらいたいです。

（40 代・会社員） 

●浜松中心街の活性化 集客が課題の中心街ですが、コロナによりさ

らに状況が悪化、そこから脱する為の行動（商工会青年部等）がクラス

ターを起こしてしまい抜け出す行動すら起こせなくなってしまった。  

重症化の可能性があるコロナを受け入れることは簡単ではないですが、

そのリスクを背負いながら経済活動を活性化させようと頑張る人や団

体への誹謗中傷をやめてほしい。 （40 代・会社員） 

●歩行喫煙を厳しく取り締まってほしい。 禁煙ではない飲食店には

ペナルティを課して減らしてほしい。（70代?・その他） 

●大阪などの都会に行きたい（〜10 代・学生） 

●遠州鉄道を東西南まで作って欲しい。 バスは渋滞すると遅延して

暑い夏、寒い冬だと待ってる時間がしんどい。JR だと駅までちょっと

距離があってしんどい… そのうち高齢になり免許返納しなくてはい

けなくなり交通手段が限られてくる。自転車を乗ってる高齢者を見か

けるが見ているだけで危なっかしいので自分が高齢になったら乗りた

くない。 （40 代・専業主婦） 

●私の両親が住んでいる村櫛町にはスーパーや薬局などがありません。

父親は糖尿病が悪化して目が見えにくく母親はあまり体調がよくあり

ません。一緒に暮らしている兄がいるのですが夜勤も多く車の免許も

ない為、別の町に暮らして私が週に何回か買い物をして届けています。

私も仕事をしておりますので届けるのが無理な週はネットスーパーに

注文をかけようとするのですが村櫛へは配達をしていただけるお店が

少なく利用できない事が殆どです。  規模は小さくても手軽に食べ

れるお惣菜や日用品などを販売するスーパーがあればどんなに助かる

か…と日々感じています。  車で少し走れば大きなショッピングセ

ンターもあるのに、まったくスーパーがない場所もある。  買い物難

民、これは深刻な問題かと思います。  あったらいいなと思うこと、

スーパーがあったらいいなぁ（50代・会社員） 

●介護、医療支援をお願いします。 感染対策でも負担が大きく、職員

の工夫や努力で成り立っています。 外食もできず、1 年。給付金がも

う少しないとやっていけません。（20 代・会社員） 

●街中の人混みをリアルタイムで見れるシステム(個人の特定ができ

ない程度の映像) ２４時間-１年中。（50代・会社員） 

●③ に、書きました！ コロナが収束するまでは、他にあまり、予算

を使わない！のが、理想。 道路工事を減らす。など、コロナ対策を最

優先してください。（60 代・その他） 

●街中にゴミ箱を設置して欲しい。 マスクの無料配布をして欲しい。

（〜10 代・学生） 

●街中、中心地の賑わいが昔に比べるとかなりへっていますが、コロナ

でさらに空き店舗が増えているのでは？ 街中、例えば松菱跡地、鍛冶

町、駅南地域の開発整備をお願いしたい。（60 代・その他） 

● 私の住んでいる町内会は、現役の会社勤めの方が会長や副会長を

やっています。  行事のたびに、有給休暇を取らなければならず、困

っています。  簡素化する良い機会だと思う。（50 代・会社員） 

●コロナ禍の影響で業績不振に陥っている企業や飲食店への支援をお
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願いしたい。  時短営業は要請せず各事業者に営業時間は任せてほ

しい。一律 20 時までといった時短営業の効果はないと思う。深夜営業

であっても人が分散し感染予防していれば感染リスクは少ない。業種

によって又は人件費などの支出と収入のバランスによって営業時間を

選択できるようにすれば、必要以上に事業者の収支を悪化させないと

思う。  コロナ禍とは直接関係がないが、浜松松菱跡地を早く何とか

してもらいたい。ザザシティへ入っている店舗の魅力が低いこともあ

ってか休日でも田町、鍛冶町、肴町付近の人通りが少なく非常に寂し

い。遠鉄百貨店、イオンには人がいる。浜松松菱跡地の開発を含め浜松

中心地に人が集まるような仕掛けをしてもらいたい。（40 代・会社員） 

●感染症対策店=安全のアピール。  （40代・会社員） 

●自宅訪問介護の充実。 コロナ感染により、介護施設が利用出来なく

なったり、この日は自宅で介護して欲しいときなど。（50 代・会社員） 

●感染対策はいまだに曖昧なので、もうすこし具体的に市で調べて企

業に教えて欲しい。加湿器で次亜塩素酸水の噴射などは悪手なのだけ

れど(除菌を吸い込むよう空中に噴射するのは健康的にアウトだそう)

「さわやか」でやっていて、Twitter でちょっと炎上してました。（40

代・その他） 

●コロナで人が集まる事がリスクとみなされる困難な時代で、音楽や

芸能、スポーツをはじめ、さまざまなものが苦境に立たされています。  

浜松は音楽、楽器の街でもあるので音楽をキーワードにして街の力に

変えたいと思いました。 幸いにも浜松には遠州浜、中田島砂丘や天竜

川河川敷など天然の広場に恵まれている。屋外での音楽ライブやコン

サート、飲食店の出店などを砂丘や河川敷で定期的にやれたら楽しい

と思う。 広大な広場に遠州のからっ風の力も借りれれば、3 密とは無

縁の場所となるので、安全にみんなで楽しめる大きなイベントができ

ると思いますし、そんな場所を提供できる都市は全国で見てもほかに

あまり無いのではないでしょうか。それが定着すれば街の活性化にも

つながると思います。 ついでに、イベント終了時には 1 人につき両

手で持てるだけのゴミを拾って袋に捨てる活動も協力を呼び掛ければ、

イベントをやる都度綺麗になっていくかもしれません。（40 代・会社員） 

●外食する時の割引クーポンの配布（30 代・専業主婦） 

●浜松市でコロナ対策のマスクを販売。 そのマスクをしている人が、

飲食店ショップなど浜松市内での飲食や買い物する場合に割引対象と

なるようにする。  浜松市全体でコロナ対策のアピールになると共

に、浜松市内の経済を動かして活性化にもつながる。（40 代・自営業） 

●地域毎の公園配置に偏りがあると感じる。大きな公園に一局集中せ

ず、小型でも地域ごとに市が土地を借り上げ、公園を配備することを願

う。（40代・会社員） 

●子供を連れて、公園への外出がしづらくなった。寒いので、こども館

も利用したいと思うのですが行って入れないと言うことがあると子ど

もの機嫌も損ねて、行き損になる。予約制を導入してほしい。（30代・

専業主婦） 

●公園の遊具を直して欲しい。 外でのびのび遊べる環境が整ってい

るとゆっくりあそべるのでストレスも軽減されるかなと思います。 

（30 代・専業主婦） 

●この場所の空き地がこんなのになればいいなと思っている時があり

ます。 ですが、勝手に変な施設ができて数年後勝手に潰れていく事例

が数多くあります。 市民の声を聞きトレンドに合った場所の提供を

してほしいです。（30代・会社員） 

●テイクアウトのイベント（50代・会社員） 

●イベントが延期、中止になっていたり、人に会える機会が減っている

為、VR をもっと普及させ、それを使って旅行や結婚式、イベントなど

の体験ができるようにして欲しいです。 （30 代・専業主婦） 

●障害者への補助＆ケアがあまり無さすぎる！家族に障害者がいる家

庭は本人も家族も大変なんです。 あと、浜松市体育振興会の廃止をし

てほしい。 立ち上げた当初はスポーツ離れがありましたが、今はいろ

いろなスポーツがあり、個々で活動している現状なのに特定スポーツ

をやるのはいかがなものか？ あと、時間も合わないし、個々で好きな

スポーツの時間がそのせいで出来なくなっている現状です。矛盾して

います。 コミニュケーションであれば、地元の祭り等で出来ます。あ

と、自治会、子供会などいろいろ有りすぎるのです。 家族との時間が

無くなるのも理由の１つです。だからと言って体育振興会を家族と一

緒にやればは完全に無いです。 一番要らない浜松体育振興会の廃止

を宜しくお願いします。（40代・会社員） 

●音楽の街の浜松だから、東京に負けないライブやステージができる

場所を街中に作ってほしい。（30代・会社員） 

●浜松は自動車の移動は大変便利になってきたと感じますが歩行者に

は不便です。 それは、歩道の街路樹が日々成長して大木化し、根が張

り出して大変危険だと感じるからです。 道路の凸凹あるいは春と秋

の枝切りなど何のための街路樹かと毎年疑問に感じています。 枝切

りされたケヤキ等は幹だけにされて景観も悪く見るに堪えないですね。 

毎年の枝切の費用や道路の補修を考えると、その費用で歩道を整備し

て歩きやすく出来るのではないでしょうか、メンテナンス費用もかな

り減ることでしょう。（60 代・その他） 

●叔母さん達のモニターを作る良いと思う。損得なく意見が言える貴

重な人達。体験が多い。（70代?・専業主婦） 

●浜松は広いから、何か凄い交通機関が欲しい。 （〜10代・学生） 

●通常の風邪なのに咳をするとお互いが嫌な思いをしてしまう。 し

ないように我慢しようとすればするほど余計に出てしまうし、どうし

ても外出しないといけない時もあると思うので何かしらのちょっとし

た対策があればなと。 （30 代・会社員） 
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●大学生の頃、浜松の街中の有楽街でアルバイトをしていました。コロ

ナ禍に陥り、人がいなくなってしまった街中を見るととても悲しくな

ります。行くことで活気を取り戻したいという気持ちがあっても感染

が怖くて結局行くことが出来ません。このままコロナが続くようであ

れば、きっと飲食業界は耐えられません。浜松が飲食店応援にたくさん

取り組んでいるのは知っていますが、あまり浸透していないと感じて

います。ネット利用が出来ない世代にも利用してもらえる手段があれ

ばいいと思います。また、金銭面での不安から注文出来ない所もあると

思いますので、浜松市に支援してもらいたいと思います。（30 代・専業

主婦） 

●学校に２４時間換気のシステムを導入して欲しい（40 代・その他） 

●自治会参加の強制をなくしてほしい。  （40 代・その他） 

●もっと市内が充実してほしい。 県外に出なくても簡潔できるよう

な、 商業施設を増やすことや、交通面を良くすることなど。そうする

ことで、私自身も県外にいく必要が減り、県外に出て行く人も減る。 

また、老人が安心して老人同士の集まりができるようにして欲しい。

（20 代・学生） 

●浜松祭りは今後廃止するしかないと思います。練り、凧揚げなど、密

になりそこにアルコールが入り飛沫も跳ぶので、再開できる目処は立

たないと思います。地域で後継者がいないから子供のいる家は強制参

加させるような話もあり、自分としてはあまり祭りに興味はないので、

再開するにしても参加してる町 全体の参加でなく好きな人だけが参

加する小規模なお祭りにするべきだと思います（40代・会社員） 

●フードデリの店舗を増やして欲しい。 農家さんを救うためにネッ

トで大きくイベントをしたり、それをマスコミと協力して欲しい。 と

にかく浜松市民同士で救い合える状況を作り出し結束力を高めて欲し

い。（40代・会社員） 

●三方原台地は、赤土で地盤が固く地震に強く津波や洪水、がけ崩れな

どの災害が無い所です。この三方原台地をもっと活用してください。も

ったいないです。（50代・自営業） 

●公立中学には、まだ意味のわからない校則がたくさんあります。生徒

会など、学校の枠を超えて子供たち自らがそれに気付いて話し合いの

中で校則を変えていく機会を与えて欲しいです。それには、大人のサポ

ートも必要です。保護者も先生方も自分たちがそうして来たからとい

う既成概念にとらわれないで、より良い学校生活が送れるように導く

姿勢を持ちたいです。  あと、クロムブックや iPad を利用した教育

を早く導入して欲しいです。 先生方の負担軽減やリモート授業が可

能になるはずです。 アメリカの学校では、クロムブックは、年間 6000

円ほどで学校でレンタルできました。 iPad がある家庭はそれを利用

することも可能でした。 家庭に Wi-Fi 環境がない子供には、学校の

自習室を利用するなど、個別に対応することは必要です。 アメリカ

は、個人のレベルによって学習が進められたり、毎日パソコンの授業が

あったり、株の投資をやったりと社会に出てから役に立つ教育も積極

的に取り入れていました。 日本は、そういうところがまだ足りないで

す。教育に色んな風を吹き込んで欲しいです。（40 代・専業主婦） 

●もっと道路が空いていたらいい（〜10 代・その他） 

●収入に応じて公共機関や、医療費用を安くして欲しい（50 代・会社

員） 

●コロナの影響で仕事も なく。 インフルみたいに 全部公表して

欲しいです。 感染経路不明が、多いし 口からだけでなく 目からも

感染しますよね。 もっと上手く向き合って欲しいです。（50 代・その

他） 

●浜松市に引っ越して 1 年、友人や知り合いがないなかで初めて妊娠

しました。ママ友を作りたくてもコロナ禍で施設にいくのは怖い、産休

中はずっと一人家で閉じ籠りお産の不安を一人で抱えるしかありませ

んでした。そんな孤独と不安で押し潰されそうな妊婦を一人でも減ら

したい。そこで、オンラインのママ友の会を定期的に開いて欲しいと考

え応募しました。（30代・会社員） 

●遊び飽きないまちづくりをしてほしい（〜10 代・学生） 

●浜松市政の改革。（30 代・専業主婦） 

●オンライン親子広場 オンライン赤ちゃん講座など オンラインで

他の親子と交流できる場をつくる等（30 代・会社員） 

●アレルギーや花粉症持ちで、電車内やお店で咳やクシャミをしただ

けで、嫌な顔をされてしまったり、距離を置かれてしまいました。 そ

こで、アレルギーや花粉症持ちだという事が分かるキーホルダーや、バ

ッチがあるといいと思いました。(マタニティーマークのような物)（30

代・会社員） 

●無料のスマホ教室を増やして欲しい（70 代?・専業主婦） 

●東名浜松 IC から浜松浜北 IC 間のバイパスか高速道路の直結、浜松

都市高速、鉄道路線の拡充をやってほしい。生活面では ZAZA の駐車

場の無料時間が少なすぎる。他の地域は映画鑑賞だけで 3、4 時間は無

料なので。 コロナで生活も仕事も切迫してるのに給付金を支給する

業者の範囲が限定しすぎなのに税金等の支払が収入減で払えないでい

ると催促は直ぐくる。催促書と一緒に相談窓口の事が書面で同封され

てるけど払込期限が切れてると受付けてくれない国も一緒だけど救済

措置が円滑ではないので改善してほしい。（50 代・自営業） 

●行政の申請は、 手続きをやらなきゃ損する、 知らなかったらもら

えない という不公平はなくしてもらいたい。給付金など取りこぼし

なく支給するため、マイナンバーカードが作られて金融機関が一つ紐

付けられたら、給付金などは条件で該当者に事前に連絡が行くように

して、登録された金融機関に自動的に振り込まれるようにしてほしい。 

事前の連絡で金融機関を変えたい人は変更手続きをすれば良い。 ①
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自動、マイナンバー ②ネット ③郵送 ④窓口 の 4 つの方法に分

散、窓口の密回避、 待ち時間の短縮、 窓口の人員削減＝税金の効率

良い使い方（50 代・専業主婦） 

●仕事、住居で悩む人が多数おられると思います。相談窓口を増やして

頂きたい。（60代・会社員） 

●浜松市の音楽家として国内外で活躍したい。浜松市が好きなので、音

楽の街 浜松を活かして研鑽を積みたいので、もっと音楽が盛んになり、

音楽家育成にも力を入れて欲しいと思います。どうかよろしくお願い

いたします。（20 代・学生） 

●③以前は学院高校と連携したイベントで出していたのですが、今で

は、JR 東海さんが TL7S でわかるような 動きをしていただくのがい

いのかな。われわれがまた記事を書いて、FB,TW に→YouTuber さん

たちが取材、TV バラエティーの取材（下手な取材は困ります）、お金

が要りますが！、湖にある人の住む 4 島のうちの 1 島（現実は弁天島

は 7 島）だそうなので面白いかも。（唯一鉄道駅がある島）でも。 ②

は、データをそろえた分析を TVでやるしかないですね。（これ精査と

いいます。） 

●?は上の件で金銭が動けばいいのかも知れませんが？ ?、?、?が逆

でもうしわけないです。気持ちの入り方の順です。（60代・その他） 

●オンライン体操（30 代・会社員） 

●SNS やネットワークを活用するのも良いが、昔ながらのチラシや紙

での広告をするのはどうかと思う。高齢化が進んでいる中、デジタルで

の周知は本当にできるのか？飲食だけでなく困っている業者や企業の

商品をチラシや紙で高齢者宅へ配布すると、購買意欲促進に繋がるか

もしれない。自身の両親も極力、不要不急の外出は控えており、チラシ

であれば自宅で見て、電話 1本で注文ができる。（30 代・自営業） 

●運動不足で室内ではなく、室外になるジムがあると嬉しいです。 例

えば、ドーム型になっており晴れの日は屋根が開き屋外でトレーニン

グが出来る。そういう施設があると嬉しい。（40代・会社員） 

●もっとリモートワークが広がると良い 仕事だけではなくて役所へ

の申請等も家からできるようになると楽（20代・その他） 

●レジ袋が有料になり不便です。 エコバッグは所有していますが、持

ち合わせてないときもあります。 一方で、ゴミ捨ての際のゴミ袋は浜

松市指定のものを購入しなければなりません。  このことを掛け合

わせることはできないでしょうか？  浜松市指定のゴミ袋を、市内

の店舗に安価で販売し、それを有料レジ袋として使用してもらいます。 

そうすれば、購入したレジ袋をそのままゴミ袋として利用できるよう

になり、エコかと思いました。（30 代・専業主婦） 

●家での体力作り、投資（40 代・自営業） 

●朝市などをやって欲しいです。（30 代・その他） 

●給付金を定期的に支給してほしい（30 代・自営業） 

●コロナ渦で苦戦している業態を支援するキャンペーンイベント（30

代・会社員） 

●誹謗中傷をしない。 自らが感染しないよう対策する。（30 代・自営

業） 

●コロナ対策で外出が出来ないためストレスが溜まってると思うので

ストレス発散方法。 特に子供たちの。（20 代・会社員） 

●県外への移動を自粛しているので、浜松の良いところを探していく。  

混雑している所にはあまり行きたくないので、ショッピングモールや

飲食店の混雑状況の可視化  一人で出来る趣味作り（40代・会社員） 

●１）むしろマスク等が必要な遊び ２）バーチャルをリアルにする遊

び ３）国際交流 ４）ギネス挑戦（40 代・会社員） 

●松菱跡地が寂しすぎます。 浜松の中心に百貨店が 1店舗しかなく、

その百貨店も裸の王様で威張っていて、有楽は夜の街と化しているこ

とが寂しいです。 買い物といえば皆さん郊外のイオン等に出かける

時代。 コロナ禍で有楽の人通りは昼も夜もほぼゼロの状態。 このま

まいけばゴーストタウンとなってしまわないか心配です。 1 日中街中

にいられる街づくりを求めます。 ザザのような市の運営ではなく、百

貨店経営のプロに入って頂かないと意味がないと思います。（30 代・自

営業） 

●コロナ患者のアフターケア（30代・会社員） 

●・新型コロナウィルスに感染してしまった方への誹謗中傷を絶対に

しないこと。 ・コロナウィルスに対して間違った知識ではなく、正確

な知識を持って行動出来る世の中になって欲しい。例えば、飲食店の利

用方法など。 ・新型コロナウィルスで売上が落ちている企業に対して

の対策を早急に検討してもらいたい。他府県のような飲食店の時短要

請などの協力金などの導入。（30代・自営業） 

●市民の声を聞くイベント。(このような場を設けること)（30 代・専

業主婦） 

●子育てしやすい環境作り。 人の密集は避けたいが、子供達が家に引

きこもり状態になってしまっているので、もっともっとのびのびとさ

せたい。色んな物を見せてあげたい。 遠出等は難しい時代ですので、

市内でも旅行気分を味わえるような施設が欲しい。 必要に応じ、制限

しつつもそういう施設等が増えたらと思います。（30 代・会社員） 

●街中にカフェ併設の図書館、コンサートスペースがあれば潤いが生

まれると思う。ロンドンのロイヤルフェスティバルホールなど。音楽や

楽器の街ならば意義がある。ソフト面が充実した気取らない普段着で

もいい施設を確保してほしいし、そんなとこなら行ってみたい。  音

楽、図書館、美術系のスペシャリストにも加わってもらうことも大切か

も。 市役所や、議院さんに委ねると残念な既存の箱ものはもうお腹い

っぱいなので。 

●（50 代・専業主婦） 
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●PCR 検査が簡単に行なえる施設、又はキットで郵送するシステム。

（50 代・その他） 

●大分県の愛護センター、野良猫の扱いについて参考にしていただき、

浜松市も 愛護センターに獣医師さんを置き、野良猫の不妊手術を市民

と協力してやっていただけたらと思います。（40代・専業主婦） 

●ウーバーイーツなどの配達サイトが見づらく、分かりづらいという

人がいる。 分かりやすいサイトを起こしたり新聞広告からも注文で

きるようにし、ネットスーパーや、テイクアウトなどを取り扱う業者が

増えたら人手は減らせる気がする。（20 代・会社員） 

●ハザード MAP みたいな物を作る 市のコロナ対策認定をクリアし

た店舗の MAP を作り配布する（30 代・会社員） 

●現環境でやってはいけないことだけではなく、やってもいいこと楽

しめることを大々的に告知や企画する。  オンライセミナーや e ス

ポーツの促進、イベントのオンライン化の宣伝など。  （30 代・会

社員） 

●コロナ禍の間、水道代を無料にしてほしい。（40 代・会社員） 

●コロナのストレスも重なっつて持病が悪化して、大腸全摘となり障

害のある体になりました。色々、精神的に現実の自分に向かいあえなく

て気持ちが落ち込む事が多いです。 気晴らしに外出したくてもなか

なかいけなくて、他にも持病がある方、コロナ感染者など精神的に困っ

ている人が沢山いると思うので、気軽に相談にのってくれる心療内科

の先生と話せる電話とかあるといいなと思います。（40代・会社員） 

●もっとコロナ対策について具体的な案がほしい。 祭り祭りと考え

るより命を優先していただきたい。 経済が苦しいのはわかるが ま

ずはなにより経済をまわすにしても 人の命が守られていなねればそ

れもままならない。 命を大切にしてほしいです。 金銭面も大変かも

しれないが みんなにお金のストレスがなくなるよう できる限りの

事を考えていただけたら嬉しいです。 コロナ疲れ結構しています。 

気持ちが優しくなれなくなってるのも事実です。 気持ちに余裕が無

いので イライラしたりやたら体が疲れます 早く終息させるために 

命を守ることを忘れないでほしいです。 （30 代・会社員） 

●コロナ渦でも小さな子どもと一緒に楽しめる過ごし方の提案などを、

SNSなど普段目にしやすい媒体でお願いしたいです （20代・会社員） 

●施設にいる母親とオンラインで話をしたぃ 小学校も通信授業 配

給みたいに食事をわけてもらえるシステム（40 代・専業主婦） 

●現在完治が何名。重症者何名。 後遺症でこんな症状でいる人が何

名。とか記入していただくとより現実味が有るような気がします。 

（40 代・会社員） 

●バイクの街なので、ツーリング大会の様な 皆さんのバイクを見せ

る、走らせる様な大きなイベントをやってみて欲しい。  幸い、浜松

にはバイクが走りやすい道が沢山ある。  場所をバイクの種類別に

分けたり、見学席を区分けしたりして密を避ける。  私はバイクの事

は全く分からないが、浜松を代表するものをもっと大々的にアピール

して 参加できるものを作っていきたい。    （40 代・会社員） 

●定められた部活動ガイドラインが執行されているか、紙面だけでな

く抜き打ちで確認してほしい。はやくコロナが収まってほしい。（40代・

会社員） 

●キッチンカーを購入しました。 （50 代・自営業） 

●また特別給付金があれば嬉しいです。 特に子供がいる家庭に...（30

代・自営業） 

●窓口などのビニールカーテンは飛沫対策だけでなく暴力行為の抑止

にもなるのでいいと思います。（30 代・会社員） 

●コロナ禍でしていいこと、してはいけないことをある程度明確にす

る（30 代・自営業） 

●コロナが落ち着いたら、子どものために子育て支援センターの活用

をたくさんしていきたい。子育てイベントを増やしてほしい。たとえ

ば、子ども服や用品のフリーマーケットを開催するなど。また、食につ

いて、子どもの発達、育て方についてなどの一般講演会など充実してほ

しいと思う。（30 代・専業主婦） 

●２歳と５歳の子供を持つ浜松育ちの主婦です。 公園の手洗い場が

もぉ少し低めになるとたすかります。 手を洗うと足下が濡れてしま

うものもあるので使いづらいです。   あと、こども向けのラジオ番

組なんかあったらうれしいです。 音楽や言葉遊びなど、絵本の時間な

ど、他にも数字や英語を交えてやっていただけたら絶対聴きます！学

力向上に繋がればと思います！（30 代・専業主婦） 

●全国でも浜松は障害に優しい町だけど、私みたいに自分も鬱と大人

の ADHD がある親は子育てが大変だから、助けがほしいし、障害の理

解をしてくれたら助かります（40代・専業主婦） 

●先程の書きましたが、家康が何故天下を 取れたか？ 歴史の中で

浜松市がどんな役割を果たせたのか？ 観光を含めて全国にアピール

できたら良いかなと思います。 浜松市は、歴史的に観ても素晴らしい

所だと思います。もっと PR が足りないと思います。 是非お願いしま

す。（60代・未回答） 

●ペットと、お散歩で気分転換になるので、無料のドッグランなどを増

やしてほしい！（40 代・その他） 

●2020 年 7 月に浜松に引っ越して来ました。 以前は愛知県に住んで

いたのですが、浜松もとても良い街だと感じております。  やりたい

ことは、地域社会に入って行きたいです。 きっかけがないので週末も

自宅で引きこもりです。  ボランティアでも良いし、清掃活動何でも

良いので関わりたいです。（40 代・会社員） 

●テイクアウト、宅配サービスの充実（30 代・その他） 

●都市部での無料 Wi-Fi スポットの充実 山間地域での通信インフラ
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の整備 5G エリアの拡大（30 代・会社員） 

●屋外でのイベントが増えてほしい（30 代・会社員） 

●駅周辺に人を呼び込む仕掛けが出来たら面白いなと思ってます。 

（30 代・会社員） 

●自由にスポーツができる環境整備（30 代・会社員） 

●スズキ市からの脱却！（70 代?・その他） 

●学校の Wi-Fi 設備、今後コロナ禍ではリモート授業が一般化される

ことも考えられるにもかかわらず、学校には Wi-Fi 環境が設備されて

いない。 子供たちの教育のためにWi-Fiをいち早く設備してほしい。

（20 代・会社員） 

●感染対策の徹底、検査・ワクチンの迅速な普及（30 代・会社員） 

●リモートが主流になってきていますが、やっぱりわたしは直接いろ

んな人に会いたいです！ また、コロナで遠出が出来なくなったから

こそ、浜松の魅力ある地域や名所について調べることも増えたので、気

兼ねなく移動出来るようになったら、地元浜松を楽しみたいと思いま

す！（30 代・会社員） 

●わたしは実家で暮らしているため、人（家族）と話すことができます

が、それでも従来より人との交流や運動する機会が減っています。 な

ので、安全を確保しつつ体を動かしたり人と交流できる機会が少し増

える（戻る）といいなと思います。 そういったスペースが開放される

と嬉しいです。（20 代・会社員） 

●受動喫煙の撲滅（40 代・会社員） 

●現場仕事なので、もっと交通環境が良くなればと思っています（20

代・会社員） 

●現在は自主的に街中に行っておりません。コロナが落ち着くまでは

今後も行く予定はありません。コロナ禍後は絶対に街中で飲みに行き

たいので、飲食店が潰れないよう街中の飲食店に対して補助をしてほ

しいです（例。固定資産税の減税など）。 屋内施設に行きづらいので、

公園一覧など子供を連れていける屋外施設一覧、駐車場の有無を記載

したものがあると嬉しい。正直公園に飽きております。（30代・会社員） 

●距離を確保したランニングイベントを開催して欲しい。 夏の村櫛

のトライアスロン大会は是非とも開催して欲しい。（30代・会社員） 

●浜松市には遠鉄百貨店しかなくて楽しくないです。もっと他のデパ

ートもあれば活気が出ると思います。どうして昔は色々なデパートが

あったのに遠鉄だけなんですか？観光地もなくて他の県から親戚や友

人が来ても連れて行く場所も自慢もありません。舘山寺とかを綺麗に

して観光地を増やして欲しいです。つまらなすぎますよ。（50 代・会社

員） 

●天竜区に公園や魅力的な施設など増やしてもらえたらうれしい。（30

代・会社員） 

●昨年の学校休業時に、子ども達の学習をどうするかを考えました。 

私の家では youtube の授業動画やインターネット上のプリントを使っ

て自宅学習をしました。 その後浜松市としても Googleclassroom の

導入を決めたかと思いますが、今後もオンライン教育は進めるべきだ

と思います。 学校に行けない子(いじめ等の理由で)や、より高いレベ

ルの授業を受けたい子、外国人の子のために動画で授業を配信する事

を進めてほしいです。（40 代・自営業） 

●コロナ禍において、マナーを守った行動が出来る様に促す広告や独

自の CM を作ったら良いと思います。（50代・専業主婦） 

●屋外でのお花見イベントなどあったらうれしいです♪（40 代・会社

員） 

●このイベントの座組に未来を感じない。 このメンバーから新しい

意見や革新的な何かが提案されたり企画されたりするとは思えない。 

久保ひとみの無駄な客寄せパンダ感が企画の薄さを露呈してる。こう

いうのは落合陽一さんなど新しいビジョンを持って活動してる人を呼

び浜松の現状を地元の人間と話アイデアを練っていくみたいな感じじ

ゃないのでしょうか、普通。政治家までは理解出来るが商店街のおじさ

んと久保ひとみから何か素晴らしいコメントが出てくると思えない。

（40 代・自営業） 

●コロナの変異株について発生地域の公表をしてほしい  十分な休

業補償  自分に出来ることがあれば、積極的に参加 協力していき

たい（50 代・会社員） 

●やりたいこと：サッカー，ランニング，サイクリング等のスポーツ 

やってほしいこと：音楽イベント あったらいいと思うこと：街中での

子ども達や若者の遊び場，交流の場（30 代・自営業） 

●地域の子ども達が楽しみにしている夏祭りや子供会行事（地域運動

会、餅つき、クリスマス会、節分、体験活動等々）が全て中止。地域の

宝である子ども達の活動の場を大人たちがもっと積極的に設定してい

くべきだと考えます。  （60代・その他） 

●公共交通機関、または移動手段の確保（50代・会社員） 

●①浜松市主催の子供のイベントは、可能な限り感染対策をしながら

続けて欲しい。 人数制限をするなら、同じイベントを何回かに分ける

か、何箇所かに分けるかして、希望者がなるべく参加できるようにして

ほしい。  ②県外に出にくいので、地元の会社や歴史などを知る機会

をもてたら良い。 将来、子どもたちが浜松で働きたいなぁと思えるよ

うな。  ③子供が、いつ行っても工作ができる所があるといい。（40

代・その他） 

●クラシック、ジャズ以外の音楽、 アートにもっと力を入れていって

欲しい。 駅周辺がどんよりしすぎて寂しすぎます。（40 代・会社員） 

●感染症対策を徹底した浜松まつりのモデルケース。 コロナ禍でも

活躍している企業発信ブースを市役所に。 コロナ＝悪くないものと

いう情報発信。（30 代・会社員） 
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●3 密を回避できる屋外施設や自然が浜松市には多くある。 野外コン

サートや屋外競技などできることを小さくてもこつこつ実施すること

で、街を明るく、市民に笑顔をする、そんな企画を実行したり、やって

みたい個人団体を後押しすることを青年会議所には期待します。（30

代・会社員） 

●コロナで楽しみのない我慢の一年でした。 大人はまだいいです。 

でもこの空気のまま卒業、新生活に移行される学生さん、子供達、可哀

想でなりません。 大人になるまでの一年一年はとてつもなく貴重な、

様々な体験が出来る、許される時間です。 それを奪われた子供達に何

か大人達がコロナ禍でもしてあげられる事はないか？  花火を上げ

ましょう。 浜松は花火が町単位で上がる文化があります。 誰でも見

れてソーシャルディスタンスも取れてみんなが上を見上げて綺麗な花

火を見る。 幸い何ヵ所かでの同時花火も昨年はありました。分散すれ

ば密にはならないと思います。  このままではとてもつらい一年の

記憶になる子供たちに最後には楽しい記憶で次のステップへ行ってほ

しい。  大人も見たいです。 幸せの希望の花火が。（30 代・会社員） 

●行政で分からない事が多い。親切に相談に乗ってくれるところがあ

ればいい。（70代?・専業主婦） 

●私は子育て世代なのですが、今後子育てで孤立してしまうシーンが

増えて行くのではないかと恐れております。コロナ以前は気楽に行け

ていた育児支援センターも、今では半ば緊張しながらの訪問です。 母

親が日中子供と二人きりであることにストレスを感じるシーンが増加

しそうな気がしています。 せめてこども館の託児は 3 歳未満までか

ら未就園児までにして頂きたいと時折思ってしまいます。（40 代・専業

主婦） 

●私は他県で東日本大震災を経験しています。その際、市内の情報は放

送で得ていました。今はみなさんスマホを持っていますが、放送でも流

して下さると安心のような気がします。12 時や 17 時頃のチャイムも

あると時間を意識出来るかなと思います。 御検討していただけます

でしょうか。（40 代・その他） 

●TV ではコロナの感染者数ばかり(正確には PCR 検査の陽性者数)が

強調されて、軽症者数や重症者数、グラフなどデータが出ません。もう、

いろいろわかってきたこともあるのですから、正確なデータを出して

欲しいのと、免疫力を上げるための知識とか取り組みなどプラスなこ

とも伝えてほしいです。ウイルスの専門家(疫学の先生)の方から正しい

科学的な説明もしてほしいですし、人間はずっとウイルスと共存して

きたのですから、こわがらせる内容ばかりではなく、正しい説明をして

ほしいです。YouTube では見ていますが。（60 代・その他） 

●街中の活性化（20 代・その他） 

●・現在進行していただいている浜松行政、自治会活動全てにおいての

デジタル化。 ・市民の声を聞いて返答してくれる窓口（河野大臣が行

っていた twitter のようなもの） 

●・このような皆が思っていることの集約。このような文章をまとめて

AI などに解析すると、市民がどのようなことに関心を持っているのか

がわかります。そこで優先順位をつけて対策を行っていくと、市民に対

してもとてもメッセージ性のあるものになると思います。他の市町村

と同じことをしていても意味がないので、市民が政治、行政に興味関心

を持ってもらうためにも、市民の意見を聞いて反映できる仕組みを望

んでいます。 （30 代・会社員） 

●外食系テイクアウト、デリバリー、お取り寄せ商品の充実。（50代・

自営業） 

●規制はわかるが、守れていないことも多く、行政としてどんなことが

一番感染を防ぐのか多くの事が目に見えていない、情報が伝わらない

ことをどうか改善していくのか？医療の現実も見えていない。不安に

対する現状の公開もあるといい。 それぞれの地域で現状がわからな

いから、兎に角コロナ不安しかないため現時点の情報が欲しい！（60

代・会社員） 

●浜松市は音楽の街なのだから、市内でストリートピアノのイベント

を開いて欲しい。丸の内や川崎や横須賀のように。ストリートピアノの

聖地を目指してほしい。（50代・未回答） 

●工業の町として 飲食店の補助に限らず 小さな町工場にも手を差

し伸べて欲しい（40 代・自営業） 

●浜松オートレース場の工事がなかなか進んで無い、しかも設備が良

くない。 もっと遣い易い環境作りを希望。（40代・会社員） 

●コロナ前の生活がしたい（〜10代・学生） 

●新生活ではなく、コロナ前の生活への回帰（30 代・その他） 

●駅前に自転車置き場を増やしてほしい。魅力発見館のエントラス、郵

便局横のベンチのある空きスペースを自転車置き場に開放してほしい。

（30 代・会社員） 

●コロナ対策を万全にした上での地域活性化（20 代・自営業） 

●オンライントークセッションの継続開催とコメント欄の設置 市長

がコメントに返答したらより市政を身近に感じると思う Vtuber のイ

メージ（40代・会社員） 

●とにかく早く普通の生活に戻りたい。 コロナの事を気にしない生

活がしたい。 （40 代・自営業） 

●活気のある浜松の街に戻って欲しい そんな街で気兼ねなくみんな

で楽しみたい（30代・会社員） 

●東区は交通事情が良くないと思っている。 歩道が無い、狭い。 (利

用するのは便利だが)イオンやコストコで渋滞がすごい。  具体的な

解決案は提示できないが、なんとかしてほしい。（40 代・自営業） 

●デジタル化をこの機会に勧めていくべき 学校でもグーグルアカウ

ントがわけられたのに一向に使われていなかったり、ネットワーク速
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度が著しく遅かったりと課題や改善点が見えてきたので、そこを重点

的に改善するべき ホームページが見づらい。レイアウト、構成がわか

りづらい。 お年寄り向けページをつくったり、コロナ専用サイトを作

るべき。、（〜10 代・学生） 

●コロナ渦で 1 番困ったことは、子供たちの勉強です。 浜松市の動

画配信は、大人の私達が見てもつまらく、子ども達が見れるものではな

かったです。  ユーチューブで、勉強を教えてくれる動画の配信があ

ったため、そちらを見せ、無料プリントが出来る問題をやらせる等して

いました。  今も学校に行って授業を受け、理解出来なかったらユー

チューブで復讐、予習をすることが続いています。  わかりやすい、

楽しさもある勉強動画、問題プリントを市で作って配信して頂けると

助かります。（30 代・会社員） 

●浜松は大好きな郷里です。いずれは帰りたいですが、まだ東京に向け

て展開したい仕事があります。コロナ禍で難しいことも多いですが、東

京住所を拠点にして浜松をサテライトオフィスとして活動できれば理

想的です。移動が柔軟にできれば、仕事の可能性はもっと広がると思い

ます。その際、浜松でも東京同様の行政サービスを受けられるとありが

たいです。（60代・自営業） 

● 乳児から小学生までの 4 人の子どもを育てています。  これま

では、子ども向けのようなワークショップに参加できていましたが、コ

ロナの影響でなかなか開催自体なく参加でない状況です。はままつ少

年の船などの事業も中止され、子ども達の体験・経験・出会いの機会が

ありません。参加年齢が限られていたものもあり、貴重な時期をコロナ

を理由に、機会が失われてしまって残念です。今までの形では難しいと

は思いますが、違う形でも開催されればうれしいです。  また、体験

の機会が少ない今の状況では、三密にならない公園がとても大切な存

在だと思います。公園についてもボール、ボード、自転車禁止など禁止

事項が多くて運動される機会が奪われているように思います。もちろ

ん、小さい子がいるので危険なことも承知していますので、ゾーンで分

けて安全に遊べると楽しいのになと感じます。さらに、わざわざ北の方

に行かなくても行ける、子ども達がそれぞれ秘密基地や遊びを考えて

遊べるような雑木林とか小さな山があるような公園もあれば、楽しい

と思います。  学習についても、図書館をよく利用しますが、歴史や

伝記などの学習漫画を置いてほしいです。図書館の隣にも公園などが

あれば、親も図書館に連れていきやすいし、子供同士でも公園に行って

図書館へ行ってみるかとなるんじゃないかと思います。（30代・専業主

婦） 

●飲食店や観光業などに補助金だしてほしい。（30 代・会社員） 

●コロナの感染者数は毎日更新してるけど 各市での人口密度何%で

発表して もらいたい 人口密度は変わらないから 解りやすい。（40

代・その他） 

●面会の変わりに、病院に通信用のタブレットがあり、テレビ電話がで

きたらいいと思う。 医療者は仕事で忙しいと思うので、面会に変わる

通信をサポートする人やシステムづくりができたらいいと思う。（30

代・未回答） 

●テレワークやリモートでの打ち合わせが今後も主流となることが予

想され、人々の交流もコロナ禍では少なくなって以前より希薄になつ

ています。  そこで、全国に先駆けて公的な無料 Wi-Fi スポットを

浜松市内の至るところに張り巡らせる。もしくは市内の中心部を全て

フリーWi-Fi エリアにしてオンライン上のコミニュケーションフリー

を実現することを強く望みます！（30 代・会社員） 

●子どもが少しでも早くストレスなく安心して遊べるような場所やイ

ベントが増えたらいいと思う。（30 代・その他） 

●リモート参加型のイベントを増やして欲しい。 身近な人を誘って

一緒に参加できるイベントをインターネット上の空間を会場にして催

すことにより、コロナによって制限されている、ふれあいの機会を増や

したい。 行政が関わることにより、普段 IT に触れる機会の少ない子

供やお年寄りも簡易に参加できるものとしてほしい。（30 代・会社員） 

●人と人の繋がりを深める。家庭、地域、社会の繋がり。コロナ後の新

生活では無く、助け合いを大切にしてきた日本人としての本来の当た

り前を取り戻す。（50代・会社員） 

●税金の無駄遣いをやめ、前年度に比べて給料が減った市民への還付

をしてほしい（30代・会社員） 

●医療、飲食、イベント等の補助、（30 代・未回答） 

●浜松在住のコロナ元感染者のインタビュー 若者から高齢者まで 

浜松出身の芸能人、芸人のコロナに対する呼びかけ（40 代・自営業） 

●浜松駅北口前の糞便の処理もしくは鳥の駆除 あの近辺を通るたび

に異臭が漂う  家族に医療従事者がおり、非常に疲れている様子な

ので医療従事者に向けたメンタルケアやサポート。 コロナ禍で最も

ダメージを受けているのは医療従事者です。常にコロナの危険に晒さ

れ、業務も長く、加えて通常患者が来にくくなった為、忙しいのに全く

お金が入らない状態です。（20 代・会社員） 

●運動&ストレス解消が出来る場所やイベントがあれば嬉しいです。

（30 代・自営業） 

●家にいると、ご飯作りが大変です。 フルでテレワークし、3 人の子

供を育てていますが、昼休みが買い物と家事で終了し、毎日気分転換が

できません。 地域の給食センターのようなところがあったらいいな

あ、といつも考えています。 月一人 1 万円支払えば、お鍋に出来立

てのお惣菜を入れてくれるようなサービス。欲しいです。 地域の小学

校の給食センターを活用して、など。（40代・会社員） 

●大阪みたいに目で見てわかるような対策をして欲しい。街中食べ歩

き VR アプリや街中ウォーキングコースの VR アプリを作成して欲し
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い（50 代・その他） 

●※リモート会食?? ※経済対策、他エリアのような補助金  （20

代・会社員） 

●市からの回覧物（広報等）無くして欲しい。町内会を通す意味がわか

らない。 （40 代・会社員） 

●・同じ年の子をもつ友人の家などに行って遊ばせたいけれど、コロナ

に対して人によって温度差があるので切り出しづらい。公園でも子供

はぐいぐい他の子にいこうとするけど、親がどう感じるかわからず微

妙な距離感になってしまう。予約制で少人数で遊べる広めの半屋外ス

ペースみたいなところがあるといいなと思います。  （30 代・自営

業） 

●浜松市役所内のトイレを整備して下さい。 ゴミ出しが徹底してい

ない。（60 代・専業主婦） 

●コロナが落ち着いてからですが、浜松市の観光の強化、浜松市ならで

はの新しいイベントを開催して欲しいです。市民が浜松市に暮らして

良かったと思える様になればと考えています。（50 代・会社員） 

●自分達で頑張ってみます。（60代・会社員） 

●障害者枠での就職を諦め、フリーランスになりました。浜松市在住の

方の中でお仕事を回せるように、IT や web デザインのお仕事など、フ

リーランスや副業で受注ができるプラットフォームがあれば良いなと

思います。 同じ市内ですから伝わりやすく、直接お話できる機会が必

要であればできるかと思います。（40 代・その他） 

●子供と図書をつなぐ仕事をしています。昨年度の休校中は、図書館も

閉館になり、子供たちが可哀想だと感じました。 また、休校中にテレ

ビやゲーム、パソコンに触れる時間が、明らかに増えてしまったと感じ

ています。  あったらいいなと思うことは、各学区に幼児向けではな

く、児童向けに読み聞かせやブックトークができる私設図書館のよう

な場所があると良いと思います。  休校前に児童書を買いに、市内で

も大型店舗の書店に行きましたが、絵本の充実度に比べて、児童書は売

り場も狭く、読んだ本ばかりでした。 学童保育に入っていない子のた

めにも、各学区にある空き店舗などを使って、週１回でもよいので児童

書の貸し出しや読み聞かせなどができる場所があると良いと思います。

（40 代・その他） 

●浜松祭りの凧揚げを開催すると聞いてびっくりしました。変異株も

出たのに。 浜松祭りが開催ならば、地域の小さい祭りも開催、という

流れになると思います。 出たくはないけれど、役員なので出なければ

なりません。 子どもも小さいし、家族には持病があり不安です。今の

この状態でなぜ凧揚げをするのですか??（30 代・専業主婦） 

●セーラー服をやめてほしい。（40 代・専業主婦） 

●となりの湖西市民ですが失礼いたします。 都会であるけれど車で

回りやすいところ、地区によって買い物だったりのんびり風景を満喫

できたり多様な楽しみ方ができるのがとても好きです。 あったらい

いことは、市野周辺の渋滞が緩和されることです。コストコやイオンが

ありどうしても混むのは承知なのですが、それが億劫でたまにしか市

野方面にはでかけらません。（30代・会社員） 

●親子で参加できるスポーツイベント的なものがあれば参加してみた

いと思う。（30代・会社員） 

●コロナ禍でも少しでも楽しめるようなことや物など（〜10 代・学生） 

●県外、市外へ流出してしまう若者が多いので、このコロナ禍をチャン

スに捉えて、若者が地元に貢献したいと思える機会を作り、実際に活動

できるようなサポート体制を整えていけたら良いなと思います。 こ

の状況下だからこその、浜松のやらまいか！精神が試されているのだ

と思います！みんなで浜松から世界へ、盛り上げていきたいです！（20

代・学生） 

●いつも行く人の多い街中やショッピングモールに行きにくいご時世

なので、浜松の中の行ったことのないカフェやレストラン、隠れ観光ス

ポットみたいなとこをまわってみたいです。 （〜10 代・学生） 

●ちょっと困っていること…スーパーなどたくさん買うものがある時

は、マイバッグはもちろん個人的に購入したレジカゴを持って行きま

す でも、コンビニではそんな大きなマイバッグなど持っていくこと

は少ない そこで、他の県で行っている、市の指定ゴミ袋のバラ売りを

実現させてください 一番小さい20リットルの袋は買い物袋にちょう

どいい感じ できたらスーパーでも… できたら静岡市のようにレジ

袋が、即指定ゴミ袋に使えるようにしてほしい 静岡市にできるんだ

から、浜松市でもぜひ 杏林堂なら、すぐにも実現しそう それでなく

ても、有料レジ袋イコール浜松市指定ゴミ袋で十分 資源も無駄にな

らないと思う こういった小さなことを実現させることができたら、

今の生活も捨てたもんじゃないって前向きになれそうだ（60 代・未回

答） 

●公民館に端末機を。意見集約の ための。（50代・その他） 

●地場の企業間のビジネス強化。デジタル企業名鑑静岡西部版 浜松

ふるさと納税情報 ネットワークを駆使して自然豊かな地域をより県

内外へアピールすることで人口流出ではなく、移住者を受け入れより

良いまちづくり（30 代・自営業） 

●90 代の方が言っていましたが、今の浜松市は文化芸術に関心がない

人が増えたと言っていました。 昔は限られた地域の中で育まれた祭

りや行事があったわけですが、今は交通の便だけを考慮した道路整備

などで市街地への移動も容易になり、昔からの伝統が軽視されている

ように思います。 市町村合併により、各地区のことを知らない市職員

が増え、さらに貴重な文化が失われかねない状況であると思います。 

（50 代・会社員） 

●寛容性のある世の中になってほしい。 （40 代・会社員） 
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●web での接客など商店のデジタル化やテレワークが家で出来ない人

のためのコワーキングスペース整備をしてほしい。（30代・会社員） 

●転勤族でコロナ禍において積極的に知り合いを増やすのが難しいか

ら、 同世代の子供がいる転勤族やそうでない人とも知り合いたいで

す。 春先になったら外で行われるイベントに参加したいと思います。  

また、少数派にも優しい浜松であって欲しいです。例えば子育て世帯、

同性カップルなど。（30 代・専業主婦） 

●飲食店と提携して リモート飲み会（20 代・自営業） 

●密にならない様に、お一人様の goto キャンペーン、goto eat キャン

ペーン等あったら良いと思います！（30 代・会社員） 

●県外にでられないので浜松に若者向けの遊べるとこやお店をもっと

増やしてほしいです^ - ^。（20 代・会社員） 

●減税（30代・会社員） 

●テレビ電話かネットで会議 テレワークで取れる資格講座（30 代・

専業主婦） 

●もっと 子供に対して色々 お金を使うべき  老人ばっかに金を 

かけてよくわからない（20 代・会社員） 

●家で過ごす事が多くなってから、インテリアとして観葉植物と苔リ

ウムにハマりました。 基本的に苔に関しては通販で購入しているの

ですが、浜松にもお店があると良いなぁと思いました。 （20 代・未

回答） 

●GOTO トラベルなんかやめてほしい どうせ、裕福な家庭しか旅行

に行けないんだから  庶民には、関係ない特典だね   そんな事より  

もっと大事な事あると思う （60代・会社員） 

●??資格、アドバイザーの取得 ??自分磨きや自分への投資（30代・

会社員） 

●トビオなどのプールで 1 時間に 10 分の休憩は、必要でないと思う。

（40 代・専業主婦） 

●家族で参加できるイベントを開催して欲しい 特に体を動かしたり、

子供の学びになること（30 代・会社員） 

●家庭や職場のことについて、気軽に相談できる場所があると嬉しい

です。 同じような思いを持った人と気持ちを共有することで、少しで

も気持ちが楽になると思います。（30 代・会社員） 

●保育園に通っている孫は今年４月小学校に入学します。今まで色々

な行事がコロナ禍のために中止になって最後の園生活の思い出も作れ

ないまま卒園です。担任の先生は本当に何もやってあげられなくて辛

いと涙を流したそうです。新しい生活に慣れて行かなければいけない

とわかっていても犠牲になる子供たちがかわいそうでなりません。ゲ

ームに夢中になる子供たちでありますが、今までと同じ様にとはいか

ないまでものびのびと色々な体験ができるように取り計らってもらい

たいと思ってます。（60 代・その他） 

●配偶者の母や父、自分の母や父などが介護度が重くついているひと

の息子、娘達がまだ子育て中でお金や時間を子供の為に費やしたい人

や本当に他の事情でしんどい人は、減税や医療費の値段を下げて欲し

いです。（30 代・専業主婦） 

●授業参観や PTA の校内清掃は、今、集まってすべき事なのか疑問に

感じる 授業参観は何日かスケジュールをくみ、密にならないように

してほしい  また、参観もオンラインでもいいじゃないか？  もっ

とオンライン教育に力をいれてほしい（30 代・専業主婦） 

●コロナ禍で、たとえ沈静化されたとしても今後の環境は変わって行

くと思います  全ての世代が満足出来る事をするとなるとどうして

も範囲が狭まるのでそれぞれの世代にマッチしたサイトや告知アプリ

などがあると良いと思います （30 代・自営業） 

●歩け歩け運動。子供の頃参加して楽しかったから。これからの時期、

暖かくなって外に出たいから。 ウォークラリー、三密に注意すれば出

来なくはないのでは？ （40 代・会社員） 

●飲食店等を含めた中小、零細企業への更なる支援充実を！（30 代・

自営業） 

●助成金の申請などは、読み書きだけに頼らず多様な申請方法を検討

して欲しい。（30 代・その他） 

●ワクチン接種はあくまでも自由で、拒否することも許せる環境をつ

くってほしい（30代・会社員） 

●補助金のバラマキ（30代・自営業） 

●まず 一番言いたいことは、駅周辺に無料の駐車場が必要というこ

とです。私は、金指在住ですが 駐車料金のことを考えるとぶらっと行

くことは、出来ません。バスを利用することを思えば(1300 円)ある程

度の時間 駐車すれば 500 円という駐車場を利用したりしてはいます

が…駐車場無料は難しいと思いますが、2 時間以上は有料とかにして 

なんとかもっと街中に行きやすくしてもらいたいです??（60 代・専業

主婦） 

●これからは、お年寄りの人数がもっと増えます。なのでお年寄りにや

さしいまちづくりをしていただきたいです。 デイサービス等に行か

なくても、家庭でお年寄りが暮らせる仕組みづくりが出来たらいいと

思います。 子供の人数が減っています。子どもたちが安心して外で遊

べる地域づくりが必要だと思います。 働く世代が明るく楽しく働け

る職場のしくみづくりが出来たら最高ですね。（50 代・自営業） 

●コロナ以降、毎年行っていたディズニーランドなど、家族での旅行は

一切控えている。正直みんな楽しいことに飢えている。GoTo の様に幅

広いサービスはいらないから、浜松市の観光産業や、飲食店を救うため

に、市内限定で使える飲食チケットや、宿泊券、ライヴチケットなどを

支給して欲しい。 やっぱりただで物をもらえると、自粛・予防生活の

中でも嬉しい気分になれる。 （50 代・会社員） 
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●自宅でもたくさん美味しいものが食べられること！（30代・会社員） 

●密室じゃない半屋内のような雨の日でも利用可能な子ども向けの遊

び場所ができたら嬉しい。（30 代・会社員） 

●最近、時間があるので浜名湖周辺を散策するようになりましたが、、 

改めて、街づくりの計画性が無いなぁとつくづく感じました。 ・自転

車で観光を伸ばそうとしていますが、『湖畔沿いの道が狭い』、『ふらり

と立ち寄れる店が無い』←これは市街化調整のせい？、その他もろも

ろ、開発の全体像が良く見えません。（50代・自営業） 

●子供の教育についての勉強をしていきたい。（20 代・会社員） 

●生活困窮者への強力で早急な支援活動。（50 代・会社員） 

●街の中の活性化を進める活動のお手伝いをしたいと思います（50代・

会社員） 

●浜松独自の gotoトラベルのようなものをしてほしい  （20 代・会

社員） 

●帰省できない方も多いと思うので、気分だけでも帰省できたと感じ

るようなキャンペーンをしていただけると嬉しいです。（20 代・会社員） 

●ウーバーイーツなどデリバリーサービスが浜松市でも盛んになって

きましたが、一部の地域でしか利用できないのはとても不便だと感じ

ます。 このご時世ですので、広範囲で利用できたらなぁと。 あと、

浜松市は公園がたくさんありますが駐車場がない所がほとんどです。 

広い公園だけではなく小さな公園でも沢山の親子が利用する人気の公

園もたくさんあります。 近隣スペースへの駐車や路駐禁止と書かれ

ているのに駐車をしている方もたくさんいらっしゃるのが残念です。 

地域の方や利用者のためにも駐車スペースを確保してほしいなと思い

ます。（20 代・専業主婦） 

●子育て支援センターも密にならないように、人数制限をしていると

こもある。web 上でどこの支援センターがどの位人がいるのか、制限

がかかっているのか、電話しなくても全ての支援センターを一覧でリ

アルタイムで状況把握できるとよい。（40代・会社員） 

●有吉の壁のロケを舘山寺の旅館で行っていたのを見ましたが、2月は

休業しているパルパルとか、今閑散としている場所をロケ地として誘

致することでアフターコロナの観光の PR になったらいいなと思いま

す。ロケだけでなく一般の人にも安価で貸し切ることができるような

企画があれば嬉しいです。例えばパルパルや JR 工場、自衛隊など。行

動が制限されている子どもたちが楽しめるようなイベントにしてほし

いです。（30 代・専業主婦） 

●休みの日など家にいる時間が増えたので料理に挑戦したい。 （30

代・会社員） 

●生活者と事業者の間で、過度にコロナ対応を求めてほしくない  

DX の推進→上辺だけでなく、仕組みを変える  （40 代・会社員） 

●浜松市の飲食店の感染対策の見直し。 （30 代・専業主婦） 

●コロナ対策、事業支援、浜松市街中の活性化など、、（40代・自営業） 

●まずは、街中が危ないというイメージを払拭して欲しい。 （30代・

会社員） 

●単身や、2 人組など、少人数に対するサービスや安全対策が増えれば

嬉しい。  気軽に利用出来る相談窓口 感染症対策があり、簡単に参

加できるストレス解消や気分転換になるイベント  フードロスに対

する一般市民向けの食材解放(安価提供、レシピ案…)  （30 代・そ

の他） 

●商店街としての統一性が欲しい。 例えば老舗の魅力を演出した通

り、おしゃれなカフェが立ち並ぶヨーロッパの様なテラス席が続く通

り、先端技術を身近に感じる通り、地元のお土産が並ぶ駅前通りなど。 

イベントの PR がヘタだと思うので、もっとみんなに発信してほしい

です。（60 代・会社員） 

●市内の市民限定(地域限定)イベントを、 開催→外で出来るものが良

いと思います。  遊びに行けないから、県外に遊びに行ってしまう方

も居ると思います。  また感染地域の方と接した方には１０日間の

自粛を、個人単位で行う習慣も呼び掛けて欲しい。（50代・自営業） 

●三密回避・テレワークの行える施設への補助・推奨制度を浜松市主体

で進め、本業界のビジネス活性化。（40 代・自営業） 

●えこはまで行われている講座に幼児向けのキッズエコ工作を増やし

てほしい。廃材を利用しての工作作り、木の実を利用しての工作を毎月

でもやりたい。小学生向けの不要な服からのリメイク教室もあるあと

よい。（40 代・自営業） 

●市内企業の特色や募集内容をまとめて見られる動画サイトがあると

いい。人事担当者のコメントや企業のアピールが２〜3 分で見られ、さ

らに応募もできると就職イベントに行かなくてもいいのにと思います。  

大規模キャンプ大会 近場で楽にキャンプがしたいです。外食できな

いストレスもあるのですが、テイクアウトは冷めていて美味しくない。

広い敷地で利用者のテントを点在させ、出店した飲食店の出店から各

テントに配達してくれるサービスとかあるといいのにと思います。（40

代・会社員） 

●自転車で旅行 キャンプ バーベキュー （〜10代・学生） 

●浜松城、神社、美術館の街中の散歩コースに行く道中を分かりやす

く。 駅からゆったりと行けたら良いですが、今は車利用でしか行けな

いです。（70 代?・その他） 

●早めのワクチン供給 （30 代・会社員） 

●支援金をだしていただいてサービス業の新店舗をどどんどんオープ

ンさせてください そうすれば雇用も生まれますし、浜松市内も活気

づきます 雇用さえあれば浜松市は元気になるので雇用に税金をどん

どん使ってください。 （20 代・学生） 

●飲食店の手助けになること！（30 代・会社員） 
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●コロナ対策を徹底した街中の子供イベント（30 代・会社員） 

●今、住んでいるところが交通便が悪くて車の持っていないお年寄り

が交通手段がなく、まわりに店もなく困っている。 （40 代・専業主

婦） 

●遠州鉄道を利用していますが、土日のダイヤ削減や平日も混む時間

帯が 2 両編成など、利用する中でコロナ禍を受けて電車がさらに密に

なっているため、市が公共交通機関の削減に関与して、なるべく密とな

らない環境を作って欲しい。全ての人間がリモートや時差勤務できる

環境ではないため。（30 代・会社員） 

●コロナ対策を行なった上でのイベント開催（30 代・会社員） 

●店舗にはマスクを置いておく。アルコールと、マスクはご自由にお使

い下さいにする。市は各店舗にマスクとアルコールを無料配布すれば

いい。  各家庭にインターネットが使えるよう市が設備を整える。  

人と関わる仕事 保育士、医者、看護師、介護士、などはリスクの中で

働いているので手当が有ればがんばれる。  私は保育士として働い

ているが、子どもたちをより安全に見るため、また、園の清潔を保つた

めにも今の人数での保育は現場を苦しめている。 人数にゆとりのな

い保育はさまざまな面で危険を伴う。より安全で、今後も持続可能な保

育園、そして、コロナ禍でも子どもたちがのびのびと、生き生きと育つ

ためには国で定められている人数以上の職員がいると良いとおもう。  

浜松の教育はまだまだ各園でバラつきがあるので、これを機に質の向

上を求めて、浜松市一体となって未来ある子どもたちの保育、幼児のあ

り方を考えていく必要があるのではないか。（30代・会社員） 

●旅行に行けない分、全国の物産展を頻繁に開催してほしいです。  

密にならない子供の遊び場の提供をしてほしいです。(公園を利用でき

ない年齢の子が遊べる場所)（30代・会社員） 

●浜松が愚かな人の集ではないことを、広める 浜松祭りのやり方を

改善する 初子さんからたかるのではなく、地域の寄付で初子さんを

祝うようにする 子供が生まれる度に何十万も地域に(一部の飲み食

いのたかりに)払う必要があるのか？そんなことを続けていたら他か

ら移住する人は減る(実際に他から来た人はこの祭り、騒ぎに嫌気しか

ない) 地域の寄付をもらえるなら子供は増えていくだろう システ

ム的には基準金額(数十万)を越えたら地域の飲み食いに使っても良い

と思う（40代・その他） 

●サークル活動でもまた日常生活でも高齢者が生活しにくいですね 

なんと言っても交通機関です。車が無いとどこへも行けない。どこへも

いけないから、車に頼る。そして公共交通機関がますます衰退する。遠

鉄さんは頑張っておられますが交通弱者の為もっと何かできないもの

でしょうか？ 例えば中田島砂丘はもっと観光資源として活性化した

らどうでしょう 中田島砂丘まで遠鉄電車を延長したら沿線の人は利

用するのでは？ 駅南はなかなか住むのに不自由ですから（60 代・そ

の他） 

●新型コロナウイルスが蔓延中で収束の見通しが付かない現時点では、

まだまだいろんなことを我慢する 現状の生活を続ける他無いと思い

ますが、ワクチン接種が可能になり、現状打破の気運が高まっていくで

あろう近い未来において、「それでもちょっと感染が心配」と、出そび

れる皆さんがやはり多いのでは？と考えます。 その「出そびれている

人」をいかに「出て行く人」に変え、社会全般を活発に変えていくかの

お手伝いを 浜松市には期待します。（40代・自営業） 

●まちなか＝悪のイメージの撤廃！ 皆が安心して食べられるお店が

多いので、アピールしてほしい。ランチを含め。（40 代・会社員） 

●地産地消や身近なひと、もの、ことの消費を促すことをしたい。行政

のバックアップがあったらいいなと感じます。（30 代・自営業） 

●浜松を健康にして、日本全国にそれを伝えていく事。（30代・自営業） 

●飲食業やそれに関連する業者に補助をして欲しいです。（40 代・会社

員） 

●子育て政策をもっと充実させてほしい。（保育園料の引き下げ等）（20

代・会社員） 

●浜松市はクラスターは発生したが、静岡市や他の地域と比べてみて

も、感染予防の意識が高く、割とコロナ感染率は少ないと思います。そ

この部分を分析し、(文化や生活環境や意識)コロナ対策推進都市の様な

全国に発信出来ると良いと思います。（40代・会社員） 

●高校の無償化（40 代・会社員） 

●現金給付（30 代・会社員） 

●保育施設増築 公園や広い室内の遊び場 人口を増やす前に今いる

市民に給付金?? （40 代・会社員） 

●シェアハウスが増えてほしい。 高齢者向けのシェアハウスがあれ

ば、将来入所したいと思う。（50代・会社員） 

●まずは、対策が充分であれば自由に活動できる雰囲気、仕組み作りで

す。 どうしても活動をする上で今は制約が付いてしまいます。 コロ

ナが当たり前であるが、大丈夫な環境を作っていくことがとても重要

だと思います。（30 代・会社員） 

●・テレワークができる環境を整えるための補助金を中小企業に支給

してほしい。 ・区役所を土日も開館してほしい。（半日で良いので。）

（20 代・会社員） 

●人の動きを止めるようなことはやめてほしい。また、税金を使用して

の飲食店だけへの協力金などはやめてほしい。全市民を対象にした補

助などを考えてほしい。（30代・会社員） 

●予算を本格的に見直して不要な部分をしっかりと精査していただき

たい。（30 代・自営業） 

●街中の駐車場を金?日（祝）を無料化し、街中の活性化をはかる。そ

れと共に、街中の空いている不動産物件の家賃補助をし、魅力的な店舗
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を誘致する。 （30 代・自営業） 

●楽器の町という事で、楽器の練習をオンラインでサポートできるよ

うな活動があれば、少しは楽しくなるかもなと思います。  またコロ

ナの予防を考えた音楽イベントも開催して欲しいです。（30 代・会社員） 

●浜松エリアの特徴をいかした自然体験や屋外アクティビティのでき

る施設が増えて欲しいです。（30代・自営業） 

●子供手当の引き上げ！（40 代・会社員） 

●小学生、幼稚園、1 歳の子供がいます。コロナで、小学生の参観会に

は保護者１人できてください。と手紙に書かれています。近くに実家が

ありますが、90 才の祖父母も同居していて、1 歳の子供を預けること

に不安でした。主人に仕事を休んでもらうしかありませんでした。短時

間、子供を預かってもらえる場所があったらいいのになと思いました。

45 分授業のために保育園の一時預かり 2000 円は高いと思ってしまい

ます。専業主婦って、肩身が狭いです。お金は稼いでいないのに、家事、

育児、やることがたくさんあって、幼稚園の迎えは２時。起きてから寝

るまでほとんど座る時間もありません。公立幼稚園に入れているので、

春休みは預かり保育がありません。働きたくても、働けません。みんな

春休みは、託児所に預けて働いています。働いている給料より託児所利

用の料金のほうが高いです。もっと働きやすい環境をつくってほしい

です。公立幼稚園に入れる人がいなくなってしまいそうです。とっても

素敵な保育なのに、悲しいです。（30 代・専業主婦） 

●医療現場への手厚い保証・飲食店にお客様を戻せるような市レベル

での政策や地域振興事業。  （30 代・会社員） 

●街中が悪いと言うニュースはやめるべき 郊外の密度が酷いのに街

中はほぼ人が居ない（30代・自営業） 

●市役所の待合スペースにキッズスペースを作って欲しい。 市役所

に行かなくても地域の恊働センターで出来ることを増やして欲しい。 

キッザニアを誘致して欲しい。 浜松城公園にも遊具が欲しい。（30代・

会社員） 

●医療従事者を大切にしてほしいです。 （50 代・その他） 

●新しい事ならなんでも^ - ^ 世代を問わず浜松市が盛り上がるよう

な事を お願いします^ - ^（30 代・自営業） 

●新しい事ならなんでも^ - ^ 世代を問わず浜松市が盛り上がるよう

な事を お願いします^ - ^（30 代・自営業） 

●松菱跡地の有効利用（30 代・会社員） 

●今、全国的に、コロナに関するマイナス面での対策しか行っていない

ように思える。国民は疲れている。だからこそ、コロナが終息したとき、

例えばコロナ禍で医療従事者であった者に特別給付が送られたり、そ

れまで必死に耐え忍んできた店舗への還元および経済の活性化を目的

として電子マネー決済割引を実地したり、プラスの何かが起こるとい

う期待感を持たせてほしい。目の前のことに対応していくのはもちろ

ん大切だが、マイナスの感情が広まり、自殺者も増えている今、少しで

もみんなに希望を持たせる事についても考えてほしい。議決してほし

い。（30代・会社員） 

●もっとインフラが充実してくれるといいかと。 例えば地下鉄など

（30 代・会社員） 

●公園施設等の増設を希望します。 この環境下の中、運動不足やスト

レス発散の為、終末には何処の公園も人で一杯です。 私はバスケット

ボールを趣味にしていますが、今、八村選手等、大舞台でプレーできる

選手が数多くいるにも関わらず、屋外のバスケットコートの数が少な

過ぎると思います。 浜松から素晴らしい選手を輩出する為にも、 浜

北美園公園の様なオールコートのバスケットコートが数多くある浜松

市を創って欲しいです。よろしくお願いします。（30 代・会社員） 

●お祭りや、発表会など昨年は子どもたちが楽しみにしていたイベン

ト事がほとんど中止になってしまいました。たくさんの子どもが集ま

って楽しめるイベントが安心してできるようになるといいと思います。

（30 代・その他） 

●市長にもっと表に出てきて分かりやすく、伝わりやすく説明して貰

いたい。 我々市民は迷子です。 毎日のように、若しくは週に一度で

も県民 TV で良いので出て欲しい。 今こそ、強いメッセージが欲し

い。（40代・自営業） 

●郊外よりもやはり浜松市を盛り上げる為にも 駅近や街中の活性化

に力を入れてインバウンドにも対応した街づくりをし、浜松市を盛り

上げて頂きたいです。 （40 代・自営業） 

●柔軟に考えていきながら社会を動かしてほしい。 浜松の地域の素

晴らしさをもっと身近に感じられたら良いなと思います。（40 代・その

他） 

●子供や若者が夢を持てる社会にしていきたいですね。閉鎖的な空気

や無駄を省いていきたい！頑張るぞ！（30 代・自営業） 

●1 コロナによる偏見差別 2 街中の商店街を盛り上げて欲しい（20

代・会社員） 

●リモートワーカーの積極的な誘致による現役世代の増加と人材交流

から生まれる新たなビジネスの創造（略称:ゼロ→1運動） 

● （30 代・自営業） 

●人知れず頑張っている方や 一部のみで有名な人や団体 すごい活

動や行為の顕彰、表彰  すでにいろんな表彰はありますが、さらにも

っと市民レベル、家庭レベルの頑張ってる方を募集し、探しだし、誉め

てあげる  コロナ禍でもこんな人が！など（40 代・会社員） 

●PCR 検査の方法で 35 サイクル以上の方法は、WHO も過剰に反応

して陽性反応の出かたが 3 割ほど高いと聞きました。無反応の人まで

感染者としての扱いが医療崩壊の大きな原因となっていると言う専門

家の見方があると聞きます。また、従来のインフルエンザや風邪とそれ
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程大差ないと断言している専門家もいます。その様な違う専門家の意

見も広く伝えるべきかと思います。（60 代・その他） 

●定額給付金よりまずは安心感がほしい。そのためにも定期的な PCR

検査を受けれるようなシステムが欲しい。電話ボックスてきな感じで

電子決済ができてスマホで感染確認できるようにしてほしい。（30代・

会社員） 

●昨今のコロナによる閉鎖感のため出かける意欲が自粛という部分以

外でもなくなってしまったように思うので、そういう気持ちを払拭さ

せてくれるような事が開かれるといいなと思う（30代・自営業） 

●農業など野外で人と交流できるイベントなど、気持ちと体のリフレ

ッシュに繋がるイベント開催があればいいなと思います。（30 代・その

他） 

●祭り、イベントの再開。（60 代・自営業） 

●浜松市街中にもっと気軽に行けるように フラワーパークが季節に

よって入場料に差を付けているように、浜松駅周辺の市営駐車場等の

昼間と夜間の駐車場代金の差を付けて利用しやすくしてほしい。昼間

は安く、夜間は高く。（40 代・専業主婦） 

●子育て支援の充実 小児科等への医療費の補助をより増やす ２回

目以降は無料など  （30 代・専業主婦） 

●高齢者の免許証返納が望ましい事ですが、近隣にスーパーもなく便

利なバスの路線も無い地域の方々にとっては難しい問題だと思います、

高齢両親の用事を家族がすべてカバーする事も相当な負担だと思いま

す。（40代・その他） 

●子供の医療費をもっと安くしてほしい 大きな公園をつくってほし

い（30 代・会社員） 

●食育の推進（30代・その他） 

●ブラジル人だけでなく、他の外国人も住みやすくしてほしい。 例え

ば、公的な手続きや就職に関すること、免許試験などの案内を、英語、

ポルトガル語だけでなく、フランス語スペイン語、アラビア語等多くの

言語に対応してほしいです。 せっかく住んでも仕事がなかったり、免

許がとれなかったりして不公平感があります。 昔よりブラジル以外

の外国人在住者は増えています。 それに伴って、ムスリムフレンドリ

ーなどのこともやっていくべきです。 長い目で浜松市のことを考え

るのであれば、外国人の住みやすい仕組みをつくったほうがいいと思

います。（30 代・専業主婦） 

●中心地を活性化させてほしい 浜松の自然を生かした施設を作って

ほしい（30代・会社員） 

●コロナが終息しても潜在的な部分で困窮する人がいるかもしれない

ので、隅々まで取りこぼしのないようにするには、国、若しくは県単位

では難しい部分があり、市単位の方が立ち回りしやすいという利点を

活かしての支援対策を今からでもしてほしい。 特にコロナで学校、若

しくは職場を休んだ事による中傷を受けた人のケアや、特に医療従事

者への厚い待遇を行政以外でも出来る事をしてほしい。（30 代・会社員） 

●コロナについて気軽に相談できる窓口が欲しい。（50代・会社員） 

●zoom など画面越しでのコミュニケーションをさらに進化させ、実際

に対面で会っているようなものがほしい（30代・自営業） 

●①コロナに関しての正確な情報発信 ②主に夜の飲食についての空

き情報 ③医療従事者のための飲食クーポン発行 ④主に幼稚園、保

育園?大学までの年間行事の新しい取り組み方、アイデア集。○○式、

○○会、○○旅行（30 代・会社員） 

●マスクや除菌などの感染対策の支援（30 代・会社員） 

●浜松の自然をたのしみたいです。（30 代・会社員） 

●このコロナ過で出産に立ち会ったのですが 嫁はかなり気を使った

生活でした。 もちろん今、育児中ですが育児の給付金や 安心して出

産できるような対策を考えてほしいです。 （40 代・会社員） 

●マスク着用が義務漬けられている場所などで タダでマスクを配っ

ていただきたい。（〜10 代・学生） 

●街中の感染対策を厳重にしてほしい。（40 代・専業主婦） 

●給付金がらあったら嬉しいです。（30 代・会社員） 

●まちなかでの 3 蜜対策はどの事業者も努力し「安全、安心」を提言

しています。 今回のコロナ禍が無いとしても中心市街地(80 ヘクター

ル弱)をパーク化する事を望みたい。 丁度テーマパークと同じ程の規

模で「子供の手を離して遊べてショッピングが出来る「まちづくり」が

理想かと思います。（60 代・自営業） 

●with コロナでのイベント開催。 国や市が積極的に動かなければ、

個々の行事もやり難い。同窓会やスポーツ大会など。（40 代・会社員） 

●コロナ禍が落ち着くのが条件ですが、ザザのまえを歩行者天国にし

て色んな店がアンテナショップを出店するようなイベント。そこでラ

イブもしてたらいいのかなと。（30 代・会社員） 

●高齢者の健康維持対策  （70代?・その他） 

●外で運動しやすい広場がたくさんあって欲しいです。（40 代・自営業） 

●自動で体温を計る機械を、すべての店舗に貸し出ししてほしい （30

代・その他） 

●みんなが笑顔になれるよな事。 子供たちが楽しめること。 （20

代・専業主婦） 

●ずっと引きこもりで子育てはストレスがたまる。でもコロナで公園

くらいしか行けない。子育て広場も利用しているが、対策しているとは

いえ、よその子がなめたおもちゃを口に入れてしまったり、色々不安。

(皆、ハンカチでなめたおもちゃは拭いているが、風邪などはうつされ

る。)子どもの人見知りもなんとかしたいが、両親は県外、友達とはな

かなか集まれず、幼稚園が大丈夫だろうかと不安。 感染対策がしっか

りされた環境で子どもを遊ばせたり、育児の話がしたい。 そんな場所
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があったら育児ストレスも少しは減りそうです。（30 代・専業主婦） 

●二輪車や船舶の免許の取得率が上がっているようなので折角ならバ

イクの街浜松でバイクイベント舘山寺なのでボートのイベントなどを

開催したいです。（30代・その他） 

●街中の活気を取り戻してあげたい（50 代・その他） 

●楽しくて人か集まるイベント。（50 代・会社員） 

●子供の学びの充実。 例えば映像コンテンツやドリルなどの無料配

布等。（40 代・未回答） 

●オンライン社会人サークルなど、人との触れ合いを持てる場が増え

ればいいなと思います。コロナの時期だからこそ、募金活動の強化も重

要だと思います。（20代・会社員） 

●ドライブスルーで買い物をできる環境を 市がコロナ期間限定でい

ろんな場所に造る。 市が飲食店などの商品を買って ドライブスル

ーで売る 弁当や惣菜など バイトも使えるので、学生も助かる。 人

と接触せずに買える。 （30 代・自営業） 

●アフターコロナについて話し合う機会があるといいと思う（20 代・

自営業） 

●以前は家族で外食に出掛けたりしていたのですがコロナの影響であ

まり外食に行かなくなってしまったのでテイクアウトをメインにした

浜松ほろ酔い祭りに代わるようなイベントがあれば飲食店の方々にも

活躍できる機会が作れるし閉塞的になりつつある自宅での食事にも良

い変化を与える事ができるのではないかと思います。 （30 代・自営

業） 

●長く住んでいると、自宅の建て替えなどで、自宅前の道路縁石が、実

情と、合わなくなってくるが、それは、許可制の上、自己負担だと市の

担当者は、言う。許可制は、ともかくとして、これは、市、県などの費

用で賄えないか、聞いてみたい。（50 代・自営業） 

●PCR 検査を受ける場所が少ないまた検査費用が高額になるので、受

診出来る機関が増え、費用も補助金などあると感染の予防に繋がると

思います。（30代・会社員） 

●子供が元気に運動や勉強ができる環境を作る（40代・会社員） 

●松びし跡地や元城小学生跡地を、地域の住民のためになんとか有効

活用できないか？ まつびし跡地を自由に飲食できるスペースにふる、

または、自由に出入りできる広場にするだけでも、利用者はいるのでは

ないか？（30 代・会社員） 

●Uber Eats の配達範囲の拡大 コロナ対策してる店など情報提供  

卒業式、入学式をコロナ対策をしてきちんと開催して欲しい。（40代・

その他） 

●私は来年度、小学校の PTA 副会長、再来年度には会長を務めます。

このコロナ禍で様々なイベントが中止となっております。これからの

世の中はいつまでも中止中止ではなく、いかにして開催していくかを

考えていくようになっていくと思います。特に子どもたちの活動にお

いては、ただ単に中止だと寂しいというだけではなく、成長段階に応じ

てその年齢やその時期にしかできない、またはすべきである活動とい

うものがあると思います。浜松の新生活では、そのようなイベントごと

等に関して適切な対応を考えた上での開催に、例えば補助であるとか

備品の貸与というような行政のお力添えをいただけるとありがたいで

す。（30代・会社員） 

●ペットショップでの生体販売をなくしてほしい。 IKEA を作ってほ

しい。 大河ドラマ「どうする家康」の PR を沢山してほしい。(おん

な城主 直虎の時のように) 大河ドラマの撮影の時にコロナが落ち

着いていて、浜松で撮影があったら地元のエキストラを募集してほし

い。 Uber eats を広めてほしい。 Uber eats の加盟店を増やしてほ

しい。 曳馬小学校を全体的に綺麗にしてほしい。(特にトイレ) 聴け

るラジオが少ないから増やしてほしい。 本屋さんを増やしてほしい。

（50 代・専業主婦） 

●そのままでいい（20 代・会社員） 

●運動不足?1 か所で良いので、子どもに遠慮せず大人が堂々と遊べる

公園(無料)を作って欲しい。子どもの目を気にせずブランコしたり滑り

台をすべれる「大人公園」の設置を是非お願いしたいです！  キャッ

シュレス化?お金は色んな人が触り汚いです。最近は PayPay などウェ

ブマネーで支払いできる所を利用しています。財布を持たない事に慣

れてしまった為、現金のみの取り扱い店での買い物は諦める時があり

ます。推進お願い致します。  旅行などの遠出?コロナ禍で大好きな

名古屋港水族館へ行けずにいます。静岡西部には何故水族館がないの

ですか…。海も湖もあるのに。 もちろんウォットも好きですが、もう

少し大きめの水族館があればなぁと思ってしまいます。  わがまま

ばかりですみません。（30 代・会社員） 

●goto eat のようものをまたやってほしい。（ネット予約ではなく赤富

士、青富士のようなチケットを） 

●外食もあまりできず、ストレスがたまる。 せめて美味しいものをテ

イクアウトして家で食べたい。（30 代・専業主婦） 

●若い世代に対する優遇措置…公共施設の割引とか。高齢者向け施策

とは別に行ってほしい（20 代・会社員） 

●コロナ禍で子供が産まれたが、もっと応援(援助)があってもいいと思

う。前は鉢とか何かくださった気がします。感染症対策ですごい気を使

って、消毒液とか過剰なくらい気をつけました。しかし、浜松市のコロ

ナ対応は静岡市と比較しても段違いに素晴らしいので感謝しています。

もう 1点、学童の民営委託のスピードアップをお願いします。（30代・

会社員） 

●コミュニティの場の形成が欲しいと思います。  コミュニティ不

足で、みんなが疑心暗鬼になっているように思います。（30代・会社員） 
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●［やりたい事］ ●感染予防 ●軽い運動 ●ヴォイストレーニング 

●言語学習 伴う 交友  ［やって欲しい事］ ●市民格差の除去 

●PCR 検査を浸透させて、これからの感染病に対応する（60 代・会社

員） 

●小学校の１クラスに、担任の先生以外にサポートの先生(副担任？)が

必ずつくようになると良い。  浜松市で遊びに出かけたり、美味しい

ものを食べに出かけたいので、知りたい情報が簡単に知れると良い。

(冊子やサイト等？)（30 代・その他） 

●とにかく妊婦さん、ママさんが安心できる環境になって欲しいです。

これから浜松で出産をひかえる方は不安だと思います。立ち合いでき

る病院、 できない病院もちろん病院ごとだとはおもいますが、リモー

ト立ち合いなど、少しでも家族を近くに感じれる病院が少しでも増え

ればとおもいます。 また、出産した後はコロナ禍で産後うつの割合が

増えてると聞きました。今まで以上に助産師訪問をする際、ケアやそう

いった頼れる場所がたくさん欲しいと思います。 あとはタクシー代

援助や、ヘルパー援助などあったらいいなと思います。 もっとそうい

う制度を充実させて欲しいです。   （20代・会社員） 

●私は 2 年前に東京から越してきました。子供の転入時、教科書が違

うので習っていない所を補修して欲しい旨、学校にお伝えした所、担任

次第なのでわかりませんと言われ、結局補修してもらえませんでした。  

東京では休んだら学校側から、補修しに来ませんか？と言われていた

ので全国共通でないことに驚きましたし、コロナでなくても休むこと

で学習の遅れが出ないか心配です。  先生方には是非、休んだら補修

（生徒側任意）のお願いをしたいです。（40 代・その他） 

●街中活性化！ 楽しいイベントをみんなで体験したい。（30 代・その

他） 

●中山間地域など、自然環境豊かなところでのテレワークを促進し、浜

松市内や大都市へ向けてテレワーク可能な地域としてアピールし、中

山間地域へ定住を促す。（30代・会社員） 

●仕事をして賃金をえていても正社員に比べても賃金も安いし待遇も

悪いし自分は非正規雇用の為いつクビを切られるか不安の中で仕事を

している  （50代・その他） 

●子供達が頑張っていることを、コロナを理由に出来なくさせないで

欲しい。 人の悪口を言って、生徒を信用させないで欲しい。 特に我

が中学の先生。 先生の素質をしっかり見て欲しい。 （40 代・会社

員） 

●何かのギネス記録を目指す。（30 代・その他） 

●犬を飼っています。先日、浜松市は犬の登録頭数が多い市だとニュー

スで見る機会がありました。 浜名湖周辺で犬と旅ができる特集でし

た。 そういう犬と一緒に出かけられる場所が増えることは嬉しいの

ですが、もっと身近な場所として 浜松市は大きな公園もたくさんあ

るのでぜひドッグランを作って欲しいと思います。 （30代・学生） 

●車での移動が多くて駐車場があるところなら、安心してでかけられ

る傾向が強いと思います。 この企画のプレゼント商品にもあるよう

に、街中も郊外も元気になれるためには車での移動がキーポイントに

なるのではないでしょうか。 おいしい食べ物がたくさんある場所な

ので、 浜松市全体で宣伝をして地元の人にもっともっと 知っても

らえるようなイベントができたらいいと 思います。事前にクーポン

購入やキャッシュレスでの支払など ですこしのお得感が感じられる

と盛り上がれると 思います。  （30 代・会社員） 

●既存(団塊世代)の方達との交流。 過去の方と未来の方を繋げるのが

我々青年だとおもいます。 橋渡しできること、先輩からは信頼され未

来の子供たちからは見本になるような活動をしたい。（30 代・自営業） 

●コロナとの関連で言えば、オンラインで病院診療が出来る様になり、

自宅のプリンターで処方箋を出せると、とても助かります。  コロナ

と直接関係は無いかも知れませんが、 浜松市内に防災無線を設定し

て欲しいと思っています。私と家族は東日本震災時に茨城県で被災し

ました。その後、余震もありその時に非難する事ができたのは、防災無

線のおかげでした。浜松には防災無線無いので、災害時を考えるととて

も心配です。防災無線の設置を強くお願いしたいと思っていました。

（40 代・会社員） 

●この不安な毎日の飲食業から離れ、心も健康に過ごせる仕事に就き

たいです。 （30代・会社員） 

●日曜の 1 日単位でも良いので感染防止の飲食屋台的なイベントをも

っと活性化させて欲しい。（30 代・会社員） 

●同窓会などの大人数での飲食（30 代・その他） 

●医療現場の実態調査と、その広報。 コロナ患者受け入れ病院で、今

どのような状況なのか、ホテルや研修所などの待機施設の現状は？ 

こうした情報が市民に向けて、より発信されるべきだと感じる。 実態

が不明だからこそ、個人のイメージがメディアに扇動され(不安が煽ら

れ)冷静さを欠いた行動に走ったり、あるいは感染対策を軽く考えたり

するのだと思う。（30代・会社員） 

●遊具感染、屋外トイレ感染等で子どもたちは遊具で遊べない。遊んで

いる人もいるけど無頓着。 屋内公共施設は消毒対策されているが、屋

外の公園、トイレはない。 無頓着な家庭がいるだけで、子どもだけで

なく、高齢者、基礎疾患を持った人が利用することができない。コロナ

による弱者の行動範囲が狭まれている。 そのため回覧板での発信や、

市からの発信等をお願いしたい。（30 代・会社員） 

●やりたいこと 旅行をしたい。浜松市内、静岡県内でもいいので気分

転換に旅行がしたい。 やってほしいこと 浜松市内での go to キャン

ペーン  ※ただ、全国で行われた go to キャンペーンは、金銭的に中

流層以上が対象になりやすい。不平等だと感じました。時間、お金に少
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しゆとりのある家庭が対象でした。 コロナ感染になりやすい基礎疾

患の家庭、小さな子どもがいる家庭は利用を控えていたのが現状です。  

浜松市だけでも全層がターゲットになるものを考えて欲しいです。（30

代・会社員） 

●浜松まつり（30代・会社員） 

●コロナ禍となり例年以上に車での移動が増え、 その中で交通事故

での渋滞に遭遇する回数も増えました。 渋滞を迂回する為の迂回路

も渋滞となり身動きが取れないという状態に、コロナ禍になってから

二度遭遇しています。 浜松市は車社会です。ドライバーの運転意識向

上はもちろんですが、一つの事故が発生しても身動きが取れる道路整

備をしていただけたらなと思っています。 コロナ禍という事で、感染

への不安や仕事への不安等心にもゆとりが持てない状況が続いていま

すがコロナに負けない浜松となるような、舵取りをしていただける事

を切に願います。（20代・会社員） 

●こんな時だからこそ、国や市には、その原点に立ち返った振る舞いを

お願いしたい。 将来の世代にツケを回すだけのお金を配ることは必

要だとしても、それ以外にもやるべき事があるのではないか？ 個人

の声が小さいからこそ代議士が必要なんだし、地を這う弱者に地を這

って声を聞くような存在であって欲しい。 首長や行政の皆さんも同

じ気持ちで弱さに寄り添って欲しい。 そして決して経済界の強者に

寄り添うようなことはやめて欲しい。  つまりは小さな存在の市民

や従業員、といった人々が、幸せに生きている実感を感じられるような

世の中に。（40代・自営業） 

●育児について ・保育園のキャパ 初めてのパパママ教室にて産婦

人科の先生のお話しで浜松市は出産の助成が有り、大きな病気が浜松

医大、聖隷病院が有り新生児救急も有り、出産しやすい土地だとお話し

されてましたか、いざ共働で育児をして行くと上の子が通っている保

育園に下の子は、入れて貰えませんでした。市役所にお願いしにいって

も、奥さん仕事辞めたらどうですか？と言われるだけで、別々の保育園

に送って負担になりました。 (生みやすいが、育てにくい)を改善して

欲しい。 ・学童保育 学童保育も子供が通ってる小学校は、学校敷地

内もしくは隣接した学童保育施設無く、１年生の子も歩いて 10分程度

かけて学童保育に向かう。道中は、車やトラックが頻繁に往来して事故

の危険性も有る。学童保育の先生も市の職員では無く福利厚生など補

償が無いボランティア色が強い。先生達は各自でスポーツ保険をかけ

ている。そんな状況では先生が増えるわけが無く、子ども達が入れるキ

ャパが増えるわけが無い。今の子育て世代は、共働きの家庭が多いのに

働ける環境が充分では無い。 未来の浜松市は、子育て世代に優しい市

になって欲しい。 ・高齢者が歩いて買い物に行ける都市計画 複合型

商業施設や病院が中心に有り歩いて買い物に行けその周りは、高齢者

施設(賃貸)が隣接してその周りは、その下の世代 50 代?70 代世代の世

代の住宅(賃貸)がありその周りに子育て世代住める住居(賃貸)が有り

車で買い物に行ける。すべて賃貸なので年齢が上がると複合型商業施

設に近くなって行く都市計画は、どうですか？（40代・その他） 

●イベント事がほとんどなくなってしまったため、オンラインででき

るイベントを企画してみたらどうか？ 例えばオンラインでクイズ大

会などをし、全問正解だと近くのＳＨＯＰで商品引き換えみたいな。 

浜松市がつくったアプリというかここによりましたというＱＲコード

の認知度が低いなと感じる。 認知していても面倒だから嫌という人

が多いのではと思う。 位置情報をもとにアプリを作ってほしい。 情

報開示もどこの店に寄ったとか開示してほしい。デマばかりながれて

不安になるので安心できる事を言ってほしい。 ドラックストアで妊

婦さんに商品を渡すということを浜松市がしていたと思うが、困って

いるのは妊婦だけではないと考える。小さな子供やご年配を持つ家庭

に対しても、商品をあげることを検討してほしい。 小さな子供やご年

配をもつ家庭に対して生活必需品を無償提供する 地元の学習塾と連

携して、学校の授業をネットを使って学べる環境を作る。 生活必需品

を安く販売できるようなことをする 例えば定価が 300 円ぐらいのも

のなら 1 割安くして 270 円とか 商品を限定して（トイレットペーパ

ー、洗剤など）小売業の方の協力が必要。 イベントに行けないので、

オンラインで浜松市主催の無料コンサートを開く （ピアノコンサー

ト、吹奏楽、有名な歌手のコンサート） 

●（40 代・会社員） 

●浜松市西区にも Uber eatsを利用出来る様にして下さい。 同じく浜

松市西区のフーデリックス利用可能な店舗数を増やして下さい。 （30

代・会社員） 

●家以外で、リモート授業が受けられる施設や環境があれば家庭内の

ストレスが緩和できる。（50代・会社員） 

●南区に大型商業施設の誘致 （40 代・未回答） 

●大型連休や休日などを各業種ごとにずらして人が密になる場面をな

るべく減らす。（30 代・会社員） 

●特になし（30 代・会社員） 

●バスの本数が減り（1 時間 1 本）街中に行く機会がますますなくなり

ました。車で行くのも大変です。 小さいバスでいいので 1 時間 2 本

に戻してほしいです。浜松駅往復でバス代 1000 円なのでバス、電車安

くなってほしいです。そうしたらもっと手軽に街中へ行けます。 （50

代・会社員） 

●屋外での子育て支援広場や親子で安心して出かけられるイベントが

あったら良いです。日々家の中で親も子供もストレスが溜まっている

ので、親の負担が少なく、支援広場のようなサポートがある中で外で遊

べる環境があったらいいとおもいます。（30 代・会社員） 

●ごみの集積所に 正しく 出して欲しい 資源ごみの日は 特に 



公益社団法人 浜松青年会議所 市民生活向上委員会 

出す物が 決まってるのに アルミ缶は 市の資源ごみ回収には 出

せれない 私の住む町では 資源の当番が 出しては 行けない物 

回収で 残った物を 自宅に 持ち帰って 出していい日に 捨てま

す（50 代・その他） 

●・屋内施設に限らず街中で人が感染のリスクが低い状況で集えて街

中が再び活性化するような場所が欲しい。 ・24 時間自宅まで往診し

てくれる医療システムがあると、夜間突然具合が悪くなって不安にな

ったり、病院の空いていない時間に急変して救えない命を助けること

につながると思う。 （30 代・会社員） 

●両親が 70 歳を越えているが車に乗らないと買い物に行けないので、

事故を起こさないか不安です。 市街地に住んでいない買い物難民へ

のフォローしてくれるサービスがあるといいです。  （30 代・会社

員） 

●街中のイベントなどもっと知る方法があれば？（70 代?・専業主婦） 

●昨年 2 月までは浜松アリーナで開催されているエアロビやヨガなど

に参加して定期的に体を動かしていました。 しかしながら、会社など

からスポーツジムなどでの運動が禁止され今まで利用できずにいます。 

開催されてたエアロビやヨガはインストラクターの方とも顔なじみに

なれ、いい意味で毎週行かなければいけない感があり、定期的な運動と

いう側面で非常に良かったと感じていました。  従来どおりの体育

館へ多人数が集まって運動するというスタイルがなかなか実施しづら

い現在、代替する運動イベントが必要であると考えます。（30 代・会社

員） 

●浜松は出世の街というテーマのもと新規事業がしやすい環境を作り

また住みやすい環境を作って人口増加を促しさらなる発展を目指して

もらいたい。（50 代・その他） 

●静岡の会社に入社後、４年が経とうとしているが、このまま生涯静岡

で居を構えて本格的に生活を始めようか悩んでいる。いくつか土地や

住宅会社を調べていく中で、以下２点に現在不満を抱えており、この不

満をぜひ解消してほしい。  １．生活用道路網の整備 現在私が住む

東区は、国道一号線をはじめ、浜松市と隣接する地域をはじめ、東西へ

は不便なく移動ができている。一方で、浜松市内での移動については、

狭い生活道路が一貫性なく張り巡らされており、１km 進むのにも苦労

する場面が多々発生している。 浜松市全体での人口が減少している

中、自動車の保有台数は年々増加していることから、今後の高齢化も見

据えて、浜松市民の生活圏(市をまたぐほどではない、身近な範囲の距

離)の移動環境の整備を推し進めるべきではないかと考えています。  

２．県外からの浜松移住者への生活環境の提供 浜松市で一軒家を建

てるまたは購入するに際して、「大規模既存集落制度」によって購入で

きる土地が制限されてしまっています。翻って、浜松市における空き家

数の現状を見ると、全国平均と同水準で増加しており、今後も人口構成

の推移とともに増加基調が予測されます。こうした状況の中で、中区を

はじめ人口密集地の土地を県外からの浜松移住者にも多く活用できる

ようにすることで、中長期的に持続可能な都市を目指したコンパクト

シティ化を目指すべきと考えます。 （20 代・会社員） 

●オンライン教育の充実。（40 代・その他） 

●浜松駅経由のバス運賃の距離運賃化にして欲しい。乗換ると基本運

賃が重複してませんか?（60 代・会社員） 

●受動喫煙被害防止のために、中心市街地の歩道や公園等の公共スペ

ースを全面禁煙にする条例を制定してほしい。特に今は喫煙者がマス

クを外すことでコロナ感染リスクも上がる。今すぐ着手すべし。たばこ

の税収が多いからという反対意見もあるようだが、受動喫煙によって

非喫煙者が受ける健康被害による経済的損失は、たばこ税を含めてタ

バコ産業全体が創出する経済的収入を上回る。リンク先を参照された

し 。  

https://ganjoho.jp/data/reg_stat/cancer_control/report/tabacoo_repor

t2020/tabacoo_leaflet_2020.pdf（40 代・自営業） 

●子供の養育費への支援をもっと増やしてほしい。結婚もしたいと思

うし、子供も作りたいと思いますが、やはり金銭面での不安が多く、首

都圏や海外移住なども考えてしまいます。浜松での生活はもうそろそ

ろ終わりになりそうです。地方は人口減少への打開策が何よりも優先

されなければ人口流出は免れないのではないでしょうか？（20 代・そ

の他） 

●近隣の人とのコミュニケーションができる アートの活動をする予

定です。（50 代・その他） 

●浜松駅周辺をもっと活性化して欲しい！ 百貨店も増やして欲しい。 

昔のように衣料品店が増えれば休みの日は駅近でショッピングしなが

らランチもして一日楽しめると思う。（60代・専業主婦） 

●市民の PCR検査を全額負担して欲しいです。 （20 代・会社員） 

●やりたい事は困ってる子どもたちがいっぱいいる中で何か助けにな

る事はできないのか。  そういう助けができる場所があればいいの

かなと思います。（30代・自営業） 

●異業種交流会をやって欲しい。（30 代・自営業） 

●遠くに出掛けられなくなった為、公園や近所で遊ぶ機会が増えまし

た。 外で遊ばせられるので、良かった反面、公園でも密になる場面に

遭遇します。 その為、人に当たってケガをさせてはいけないと、ボー

ル遊びやブレボー、スケボーや自転車などがやりにくくなりました。 

子供をもつ親としては、スケボーや自転車で自由に遊べるアスファル

トのエリアなどを増やしてもらえたら嬉しいと思います。 （30 代・

専業主婦） 

●証明書等交付手数料の電子決済（40 代・会社員） 

●私の地元は舘山寺です。 今はコロナが流行る前の生活から一変し、
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観光のあり方も変化していると感じます。有名テーマパークに遠出す

るより、プチリフレッシュで近隣のホテルを利用する人が多い印象を

受けます。 そこで近隣の市町の人を呼び込み、浜松にお金を落として

もらうべく、舘山寺のホテル事業などを活用するなどいかがでしょう

か。舘山寺も全盛期は賑わっていたと聞きます、コロナをチャンスに、

もう一度舘山寺温泉を盛り上げてほしいです！（30代・その他） 

●光ファイバーを早く通してほしいです。（50 代・専業主婦） 

●誹謗中傷がない社会 困っているひとがいれば助ける社会 （40代・

自営業） 

●コロナ対策（20代・会社員） 

●金配り（20 代・会社員） 

●感染対策を実施したうえで、市民が集まれるイベントを実施してほ

しい。（30 代・会社員） 

●給付金を増やして欲しい  （30 代・会社員） 

●・ご自宅訪問や会議の開催が、感染のリスクを少なくしながらできる

ような状況をつくる。（50 代・会社員） 

●対面式イベントの復活。 スマートシティを謳うなら、非接触式のも

のの普及、民間連携した先行したアプローチを。（30 代・会社員） 

●高額所得者にも公平に子育てにお金がかからないようにして欲しい

です。就園就学や医療費。隣接市の方がいいなんて言われるまちには税

金が落ちないと思います。 働く人に優しい街になって下さい。（40代・

その他） 

●客引きの完全廃止（50代・会社員） 

●自治会制度がなくなってほしい。 就職で浜松に来たが、ひとり暮ら

しで家族も知り合いもいない。 会費だけ取られて自分とは何の関係

もない行事に使われて、役に立たない回覧板を回されて、得たものは知

らない神社の掃除義務、当番制の早朝の分別ゴミ箱出し、出なければ罰

金の対象面積に対し明らかに人数足りすぎてる草むしり。組長になっ

たらしたくもない集金義務やらやり取りやらで恐怖しかない。 どう

してこんな地獄絵図がこの令和の時代に平然とまかり通ってるのか。

誰もおかしいと思わないのか。政令指定都市が聞いて呆れる。どこの田

舎の村社会だ。 自治会制度がなくなるだけで、私の生活の幸福度は確

実に上昇する。（30 代・会社員） 

●新型コロナ ワクチン接種について   ワクチン接種の順位です

が 高齢者を優先する事に余り賛成ではありません。自分は高齢者で

すが 自分などより もっと早く打って貰いたいという人達がいます。 

感染しても無症状なグループ、働き盛りの人達、こんなグループを優先

する事を希望致します。 私はケアハウスにいるので外部からは完全

に守られております。3密、手洗い等感染予防には施設あげて取り組ん

でおります。接種順位は自治体である程度の変更も可能ではないかと

思われますが。（70 代?・その他） 

●・もう感染拡大するようなＧＯＴＯキャンペーンなどのようなこと

をしないでほしい。 ・大人の人たちは、もっと僕たちのことも考えて、

遠くに旅行したりしないでほしい。（〜10代・学生） 

●公園の整備。特に佐鳴湖。 外でなら人と会いやすいと思ったから 

運動不足の解消にもなるし気分転換にもなる。  佐鳴湖はランナー

や自転車が多くウォーキングの小さい子や老人が危ないと思ったから。  

佐鳴湖の東側は道も細いし暗ぼったくて怖いです。（30代・その他） 

●私は老若男女とわず生きづらい人に憩いを求めるとともに 生きづ

らい人を生きやすくすることをやりたいです。  そのために私はビ

ジネスを模索しております。  それをクリアしたとき私は馬で浜松

をまわることを今の最終目標としてます。（20 代・その他） 

●看護師として仕事をしていた経験をいかして精神面でフォローでき

る職場が有れば良いなと思う?不安な日々を送っている人が沢山いる

だろうなと思います。（60 代・その他） 

●街中や飲食店、そこに付随する生産者など、現在困窮している場所や

業界を救済するような事業やイベントがあるといいと思います。（30

代・会社員） 

●浜松の海岸線に出来た防波堤をすみからすみまで歩きましたが途中

トイレやら公共施設がない。コロナで散歩している人は要るがせっか

く作った建物なので散歩コースなどもっとアピールした方が良いです。

（50 代・会社員） 

●街中のループバスみたいなものを、田舎の方でももっと増やしても

らいたいです。スーパーや病院経由等、生活の簡便化をはかれるようし

てあげてほしい。 遠鉄バスの本数がなくなってきている地区は、不便

なので、車に乗るしか手段がない。とても危なっかしい運転をしている

から、渋滞も起こるし、事故も起こる。みんなが住み良い街になるとい

いです。（40 代・会社員） 

●一人一人が コロナに前向きになり 感染予防してくれたらよいと

思う。  マスク、消毒してない 三密になっている トイレで手を洗

わない方がいる 毎日、 見かけます。   （30代・専業主婦） 

●給付金追加するべき（〜10 代・その他） 

●やってほしいこと  緑化推進センターに掛かっている飯塚橋は何

時になったら歩行者が安全に渡れるようになるのか。  早く歩行者

用の橋を別で掛けるか、橋の幅を広げてほしい。   このコロナ禍で

も子供達の達が集団登校しているのを見ているし、集団でも道幅が狭

すぎて危ない。大型のトラックも通行しているし登りがキツイ橋なの

で皆、スピードが出ている。何時、自動車に子供がひかれてもおかしく

ない。大人だって怖い。  センターラインが消されて歩行者用に緑色

のラインができたが全く役にたっていない。自動車がすれ違うときに

ラインをはみ出して歩行者側に寄ってくる。橋の幅が変わってないか

ら当たり前の事なのにしっかりと対策されてこない。ドライバー任せ
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の対策なんて意味をなしてない。根本的に対策してほしい。  もう、

何十年も前からあのままだ、何かあってからしかやらないのなら市長

が１日あの橋の、真ん中に立ってみてほしい。「この橋は安全だ」と自

信を持って言えるなら広報にそう公言してみてほしい。  このコロ

ナでウォーキングをされている方も心なしか増えている気がする。飯

田側から渡る方は自動車がこないか見てから渡り始めている。大人で

すらそうする橋だ。  早く橋を掛け直してくれ。時代にあってない。

自動車の街なのに歩行者には優しくない。道路は自動車が主役ではな

い。   人と車のがちゃんと共存できる街造りをしてほしい。人が車

に怯える。車が人を邪魔だと思わないような道路を作ってほしい。  

トヨタ程ではないが四輪車はスズキ、ホンダ、二輪車もスズキ、ホンダ、

ヤマハと日本の一流メーカーがある街なので恥ずかしくない道にして

ほしい。（30 代・会社員） 

●夏に感染症対策をしっかりやって、街中を封鎖して巨大バルを屋外

でやってほしいです。（30 代・自営業） 

●小学生の子供がいます。 学校行事を始め、例年地域で行われていた

イベントの中止が相次ぎ、 休日の楽しみが減ってしまいました。 し

ばらくは密になるイベントは開催されないでしょうから、外で楽しむ

イベントを期待します。  私たちは転勤で浜松に来ましたが、歴史あ

る場所が点在しているのに生かされておらず勿体ないなと感じていま

す。 例えば、ウォークラリー的なイベントはどうでしょうか。 小さ

な団体？ボランティア？が時折やっていますが、市が主催になりもう

少し大きなイベントとしてやれば老若男女楽しめるのではないかと思

います。（40 代・専業主婦） 

●浜松は音楽の街と言われていますが、練習場が少なすぎる、又、私は

高齢者ですがダンスを行っているが、ホールが少ないので学生さん達

と会場の奪い合い状態です、三方原地方には空き地が沢山有りますの

で、是非大きな会場を作って頂きたいです、新東名浜松 SA から近いの

で 他県から人を集める事が容易で発展に役立つと思います。 （70

代?・自営業） 

●やりたい事→マスクを外して、大勢でパーっと飲み明かしたい！ 

まだ会社の歓迎会や親睦会が出来ていません。  やってほしい事→

コロナなんて怖くない！ただの風邪ウィルスだ！って言ってほし

い！！ （30 代・自営業） 

●PCR 検査を無料にして、検査しやすくしてほしい。 安心して生活

ができるように感染対策を徹底してほしい。（30代・その他） 

●街中の飲食店に対するもう少し補償をしてほしい。（20 代・自営業） 

●浜名湖という観光資源を生かして自転車の町になるといいと思いま

す。そのためにも、浜松市は走りやすいというイメージになると良いと

思います。（50代・会社員） 

●一人一人が自分のことばかりではなく、相手の気持ちを考えた言動、

行動をとれば、ストレスは緩和すると思います。ウイルスを押さえ込も

うとするばかりでは、コロナからは救われても、経済的に殺されること

になると思います。インフルエンザを見ても分かるように人間がウイ

ルスをコントロールすることは不可能だと思うので、何でもかんでも

規制するのではなく、上手に共存していく社会なれば良いと思います。

（40 代・自営業） 

●イベントを沢山やってほしい。 コロナが終息したら、旅行に行きた

いって温泉に浸かって美味しいご飯を食べたいです。（30 代・会社員） 

●ドライブインシアター的な物（30 代・その他） 

●市内で PCR検査をすぐに受けられる体制（30 代・会社員） 

●コロナ感染者や関係者に対する嫌がらせや風評被害に関する対策

（30 代・自営業） 

●浜名湖ガーデンパークのような広い屋外で、感染対策を万全にして

フェスを開催して欲しいです！ （20 代・会社員） 

●今後、自宅勤務やテレワークが増えるので それに対応できる場所

を提供して欲しいです。（30代・自営業） 

●飲食店のテイクアウトやリモートワークなど新しい試みも今回たく

さんありました。 アフターコロナの時代もそのようなことは続けら

れたらと思います。 （50 代・その他） 

●飲食店のように、感染症予防対策がしっかりと出来ているマークを

遊び場だったり、 公共の場に普及する。  公共のトイレだったり、

手を洗う場所での 衛生面の管理。  （20代・会社員） 

●野良猫に餌やり禁止の法律。罰金など刑事罰やら民事罰など（40代・

会社員） 

●タクシー会社の実態を調べてほしいです。実は何十年も前に別のタ

クシー会社でも怖い思いをしたことがあり、名前を変えたのではない

かという気がしています。（40 代・会社員） 

●できる事であれば浜松市から給付金が出る仕組みなどやってほしい

です（40 代・自営業） 

●更に積極的に自転車用通行スペースを確保してほしい 車両の一方

通行規制を実施してでも上記スペースの確保を進めるくらいの覚悟が

必要です （60 代・その他） 

●市民が安心して街中に出かけれる環境を整備してください。（30代・

自営業） 

●コロナとは関係ないのですが 環境、交通に関して １。区画整理し

た東街区に住んでいます   せっかく区画整理したのに、マンショ

ンの直ぐ北側に戸建住宅があったり、大きな駐車場だったり、   緑

が少なく、街路樹など、整備されず雑草が生えていたり。   住むの

に快適な環境とはいえない ２。道路の拡張を進めているのですが、用

地買収が済んでいるいる場所もなかなか整備が進まない ３。自転車

がとても走りにくい   市役所から美術館にかけ誰も通らない自転
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車道のマークが書いてあったり   自転車はどこを走ればいいのか

わからない（60 代・会社員） 

●給付金の追加をしてほいし（30代・自営業） 

●減税や税制優遇の取り組みをお願いしたい。 ただ、それによって行

政サービスの極端な低下やインフラ整備の先送りにならないよう、公

民連携して持続可能な街づくりに期待します。  学校教育の拡充を

お願いしたい。 コロナ禍において、学校ごとに授業の進捗状況や課外

学習の質と量に大きな差が生じているように思われる。遅れた授業を

フォローすることを強調したい。  閉ざされた旧浜松市民会館で演

奏したい。探検したい。 時代を超えて利用され、愛された市民会館を

次の時代へとバトンタッチする、お礼するイベントの開催（40 代・会

社員） 

●ブラジル人やペルー人、最近ではベトナム人が大量に留学生や派遣

名目で入国しているが、抑えたほうがいい。  企業が人件費カット、

人手不足を理由に外国人を使っているきらいがあるが、 既存の経営

者や正社員がまともに仕事をしてない。  もっと汗をかけ。（30代・

専業主婦） 

●まだコロナがいつ収束するかわからないので 飲食店ではマスクを

外した時の飛沫が感染の リスクになる為、可能な限り飲食店はテイ

クアウトできるようにしてもらう。 会社もテレワークやリモートワ

ークに切り替えてもらうなど浜松市がいち早く発信源となり 変えて

いってほしい。 浜松市は先日も餃子で日本一になり 話題性のある

市で さまざまな事で発信力のある市だと思うので 新しい事に挑戦

して欲しいし 区の再編も期待しています。 あとは中田島の防波堤

も完成したので 馬込川河口の水門の完成を心待ちにしております。  

（50 代・専業主婦） 

●・学生たちの大切な時間が失われているのが悲しいので、友達づくり

や思い出作りなどの場を設けてほしい ・ドライブインシアターをま

た開催してほしい ・Uber Eats等の普及地域拡大 ・飲食店以外に落

ち込んでいる業態など知って、貢献したい（20 代・会社員） 

●子どもをのびのびと遊ばせられる、自然環境に優れた広い場所が欲

しい。 （30 代・専業主婦） 

●最近、浜松の高校生が、廃材を使って窓が閉まらないようにするスト

ッパー(換気による感染対策)を制作したという新聞記事を読みました。

具体的なアイデアはまだありませんが、廃材や資源を再利用して、何ら

か感染対策や SDGs に有効なツールの作成を競うコンテストなどを、

オンラインで開催したら良いと思いました。 巣ごもり生活で、飲酒量

が増えて運動不足がち。オンラインや ZOOMを活用して、他人とコミ

ュニケーションをとりながら、体を鍛えたり健康を維持できるような

イベントがあると良い。（30代・会社員） 

●福岡市の高島宗一郎市長が、非常によく分析して対応されています。 

https://m.facebook.com/profile.php?id=100006016449772 福岡市の

職員の方々が分析し、対応を協議し、市長が発表してるのかもしれませ

ん。 いずれにしましても、感情的にふりまわされず、マスコミなどに

もふりまわされず、福岡市のように冷静に分析し、対応し、市民に発表

して欲しいです。 このような対応を県内に、全国に広めるためにも、

浜松市も福岡市を見習った対応をして欲しいです。  また、飲食店だ

けに給付金をあげるような、不公平かつ横並びのことはやめてもらい

たいです。（40代・会社員） 

●三密にならないために… 色んなイベントでは人数制限をするとか

ですかね？（30 代・自営業） 

●公共・商業施設の混雑具合をインターネット上で可視化すると便利

ではないでしょうか。（20 代・その他） 

●コロナありきでの人が流動化するシステムを作って欲しいです。（30

代・会社員） 

●食品工場の HACCP は清潔区域と汚染区域が分かれていますが、そ

れと同じように、一部区域で昔のように人と人が触れ合える隔離特区

と、感染予防を徹底する隔離特区を作る事はできないものでしょうか。

（30 代・会社員） 

●人との関わり合いが希少になっている中、思い出に残る学生生活を

支援してあげることができたら嬉しいですね（30 代・自営業） 

●・感染症予防対策を充分に考えられたイベント ・特に沈んでいるで

あろう飲食業、それに伴う卸業に参加してもらえるイベント ・落ち込

んでいる観光業がコロナ収束後に出来るだけ早く回復出来るように浜

松の魅力を PR出来るような動画作成（30 代・自営業） 

●音楽 JAZZ のコンサートも、取り入れて行って欲しいです。場所代金

等、知りたいです。 チケットを、お手頃だと良いですね。 （40代・

会社員） 

●交通の便が不便です（〜10 代・学生） 

●街中にア-ケ-ド街があって、そぞろ歩きながら、歩くことを楽しみな

がら家族で買い物ができたら楽しい。  浜名湖をなんとかできませ

んか？ あんなに素晴らしい資源をこのままにしておくのはもったい

ないと思います。 現在、弁天はゴ-ストタウンのようです。 昔は、

とても活気がありました。（50 代・会社員） 

●少人数でも楽しめるイベントがあるとうれしいです。 うちは自営

業ですが、コロナに限らず、働く人の支援はよく聞きますが、雇う側の

声にも耳を傾けてほしいです。（40 代・自営業） 

●街中や中心地の活性化。 観光名所強化。 （40代・会社員） 

●道徳教育  （70 代?・自営業） 

●家の中にいることが多くなったので、図書館に行くことが増えまし

た。 何冊も借りたいけど、図書館には貸し出し用のカートがありませ

ん。小さなカートで、借りたい本を入れながら動けるものです。 カー
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トがないと重い本を何冊も持って移動しないといけません。 他の市

の図書館にはあります。行ったことがある図書館では浜松だけありま

せん。  あとは、本の消毒機械をもっと増やして欲しいです。（〜10

代・学生） 

●ストレスを発散できるスポーツ（30 代・その他） 

●密になるようなイベントは出来ないので、外で出来る子供向けのイ

ベントをやって欲しいです。 特に小学生は学校の行事がいくつか中

止になってしまいましたので。（70 代?・その他） 

●2023 年放映予定の NHK 大河ドラマどうする家康を浜松観光復興に

最大限活かす環境、支援体制の構築。歴史遺産をもっと市民に再認識さ

せるイベント企画。舘山寺温泉の活性化。舘山寺テラスの整備。（40代・

会社員） 

●昔は浜松はいい街だと思っていました。今は静岡市の方が好きです。 

浜松駅周辺は導線がない アクトシティ、駅、ザザどれも孤立してしま

っている。 静岡市は地下街で繋がっているが、浜松は地下道はただの

通路に過ぎない。 目的地に行くのに地下道に下がり、上がりまた下が

って上がって。 これがアクトシティから駅からザザと地下で繋がっ

ていたらどんなに行き易いだろう。 地上の車も気にしなくていい。天

気も気にしなくていい。 アクトから地下街をウインドショッピング

しながらザザまで行ける。 地下街があれば、街中があんなに人が居な

くならない。 浜松の都市計画はいつも、その場しのぎ。そこの事だけ

しか考えてない。 中途半端。 郊外にショッピングモールばかり造っ

てどうするの？ 高齢化が進んでも誰も運転免許証返納出来ないでし

ょ！ 車がなきゃ生活出来ないでしょ！ もっと、市民のこれからの

生活の事考えなさいよ！ （60代・その他） 

●コロナの影響でテレワークの普及や、仕事の場所にこだわる必要が

なくなってきている。もともと新幹線・高速道路など、国内各地へのア

クセスがしやすい立地は強みなので、移住や、本社機能を地方に移す企

業の受け皿としての街づくり、街の認知度を上げられると良い。 その

ためにも、市民のマインドが排他的でないように変化していくと移住

者も定着しやすそう。現状では移住、転入してきても、町のコミュニテ

ィに入りづらい雰囲気を感じて、職場でも地元に帰りたいと言ってい

る人が多い。県外に開かれた街であってほしい。  他県から進学して

きた若者が就職の時に残ってくれない。また浜松の高校生も県外への

進学者が多い。コロナの影響で全国的に地元進学志向が高まっている

ので、若者にも楽しい街づくりができると良いのでは。  市内南北の

移動がしづらい。高齢化も深刻化しているし、自動車の事故率の低下の

ためにも公共交通機関は不可欠インフラ。流動性の高い街は経済圏も

広がって企業誘致にも良く市内の雇用も増える。街中から遠く、現状行

きづらい観光地の活性化にもつながり、市外からの観光客を呼びやす

くなる。  （40代・その他） 

●街中も郊外もまだまだ使える場所がある気がします。天竜区や北区

の山にグランピング施設や空中アスレチック施設などを作って県内外

の人を誘致して過疎化している場所に人を集めてみたいし浜松郊外の

事も知ってもらいたい。街中はゴーストタウンになりつつあって、業種

も偏りがちなので、いろんなお店や企業が入りやすくするために空い

たテナントを安く貸し出せるような政策もやってみて欲しい。他の市

町と違ってこれからの浜松はいろんな人にチャンスがあって様々なチ

ャレンジが出来る街にしたい。（40 代・自営業） 

●中高生のオンライン授業が、できるようになって欲しい。家族が感染

したら、学校へ行かせられない。  ＰCR 検査を受けやすくなったら

良い。（50 代・その他） 

●自粛ばかりでは疲れてしまうので、お買い物や外食も楽しみたい。お

店の空いている時間が分かるといいな。（30 代・会社員） 

●浜松市にあったらいいなと思うこと。 其の一 浜松城の周辺に桜

並木のある城下町風の施設。  浜松にあったらいいもの其の二 水

族館。 換気がしっかり出来る開放的な水族館であれば子供を連れて

いっても安心します。  其の三 密にならない図書館（40 代・その

他） 

●ランニングコースがあれば嬉しいです（30代・会社員） 

●コロナウイルス感染拡大は、危機である一方で、今までの生活・ビジ

ネスのあり方を見直す機会となっています。レガシーにひきづられて

変えられなかったことを変える絶好の契機だとも言えます。  企業・

行政のデジタル化、複雑な手続きの簡素化、コモンズ（公共空間）の管

理方法の見直し（民間や他セクターに任せるところは一気に任せる）、

新しいビジネスを生み出すための特区の設立など、企業も行政も今ま

でのあり方をアップデート出来ると良いと考えています。（30 代・会社

員） 

●最も影響の出ている業種で国や市のルールに順守している企業様を

単体でなく他の業種や人々を巻き込む形で支援していただき、また浜

松市が行っている対策をより多くの人へ発信できるような施策をして

頂きたい。（30代・その他） 

●昨年、一人目の子供が生まれたので、二人、三人と子供を授かりたい

です。  浜松市の財政に関わることで厳しいかもしれませんが、出産

から育児に掛かる費用の補助をお願いしたいです。（30代・会社員） 

●市への要望として ①飲食業ばかりでなく、他の業界にも支援を厚

くして欲しい。（既に三密対策等の補助があるのは知っています。） 

●先日も１億円規模の予算を組まれましたが、昨年の PAYPAYのキャ

ッシュバック事業の時にとても不平等に感じました。 そこで、企業だ

けでなく市民の健康（身体的にも精神的にも）という観点もあるともっ

といろんなことができると思います。その結果、浜松の企業にお金が落

ちればOK。  提案として ①お隣の磐田市では、市が主導して情報
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発信をするメルマガがあるそうです。子育て世代の磐田在住の友人は

それらを活用していて、自分で情報を得るよりも楽でとても助かって

いると聞きました。 そこで、浜松市の総合情報アプリを作るのはどう

でしょうか？ 現在の市のHPは非常に堅苦しくてわかりづらいので、

行政に関して知識の乏しい若い世代向けにも親しみやすいものを作っ

てみてはどうでしょうか？ 窓口の負担軽減にもなると思います（そ

もそも公務員の土日休みをやめたらいいと思いますが） 

●（30 代・自営業） 

●・ピンチがチャンスをうむきっかけづくり 経済人は、凝り固まった

熟成社会にくさびを打ち込めるチャンスと捉え、真剣に次世代ビジネ

スを捻り出す。 そのサポートに公的資金を充ててほしい。 その場し

のぎならまだいいが、依存体質を生むようなバラマキはいずれ事業者

を滅ぼし、増税にツケが回る。  ・頼りになる政治づくり(国政) 今

回何よりも槍玉にあげられるのはここではないか。 新たな「優秀」な

人材が飛び込みたい、と思える業界になってほしい。 そのための政治

参加。(自分なりの情報収集、判断、そして投票） 

● ・やっぱり人との心のつながり 人は何を持って幸福を感じるの

か？私の場合、物質ではなく、やはり人とのつながりにおける心の満

足。（40代・自営業） 

●行政でテクノロジーを積極的に使い、生活をよりよくしてもらいた

い。（30代・自営業） 

●感染症は様々な分野でニューノーマルが生まれるチャンスです。 

この状況下で従来の発想に捉われない新規ビジネスに対しての補助・

助成を手厚くしてもらいたい。 リモートワークが増える中、シェアオ

フィスの需要は高まってはいるが衛生管理の観点から無人経営が難し

いため手を出しづらくなっている。 ここにも支援が必要。（30 代・会

社員） 

●抽象的ではありますが、浜松の活性化をしたいです。 市長が発表さ

れておりました、経済対策のキャッシュバックやポイント、チケットに

よる飲食店、観光業支援の方法を活用し、微力ながら浜松市にの活性化

に貢献したいと思います。（30 代・その他） 

●本当に困っている人の助けになるような活動ができたらと思います。

募金等で困っている人(飲食店、観光業、収入減等)を助けてあげたい。

（30 代・会社員） 

●市内の児童養護施設の子供たちの就職サポート（30 代・会社員） 

●人と、人のつながりを認識できる事。（30 代・自営業） 

●コロナの影響もあり街中の空洞化が目立っているように思えるので

街中の活性化できるイベントや映画などで使用されて聖地巡礼みたい

な感じで人が来やすい街づくりが出来ればいいと思います。（30 代・会

社員） 

●もう少し外出しやすくなってくれると嬉しい。（30 代・自営業） 

●外部（県外・国外）の人間の流入を促進し、多様性のある市に変貌を

遂げて欲しいです。 テレワークが促進されることによって、働く場と

生活の場が離れることが可能となる職種も多いと思います。 様々な

バックグラウンドの人・人種の方と交流できる場を作って欲しいです。

（30 代・自営業） 

●楽しい賑やからな街になってほしい（20 代・会社員） 

●街中に人が来る来たいと思える施設の充実、 空きになってる松菱

跡地の有効活用、 子供が遊べる施設等があるといいと思う。（30代・

自営業） 

●給付金の再支給（30 代・会社員） 

●給付金をまたしてもらいたいです（30 代・会社員） 

●感染者及び濃厚接触者の関係に金銭的な補填をお願いしたい。隔離

方法の助言を求めても、回答が無いので負担の少ない解決法を教えて

貰いたいです（50代・会社員） 

●マスクをしてない人が多い（20代・その他） 

●医療従事者の方が頑張っているのに冷たい目で見られてるのが可哀

想だなって思いました。日本人は冷たい人が多いって思いました。（〜

10 代・会社員） 

●大型の音楽イベント（20 代・会社員） 

●定期的な金銭補助 ?事業者への補助(コロナ影響の大きい業種、病

院など)  国内全体として購買意欲の低下が著しいと感じる。先行き

の不透明さや不安が原因かと思うが、それによって小売業などへの影

響が大きく、廃業など負の連鎖が続いてしまうのではと心配。  購買

意欲を喚起させること(将来への不安低減)と、事業者への補助増加があ

ると、市民はとても安心する。（30 代・会社員） 

●新型コロナの PCR検査、抗原検査の検査費用の補助金を出して欲し

い。近親者が病院に入院や、老人施設に入所しているのに感染している

可能性があるので会えない、または、検査の陰性が条件で会わせてくれ

るケースがあるからです。もっと気軽に検査が受けられる仕組みを作

ってもらいたい。（60代・会社員） 

●アウトドア遊び（40 代・会社員） 

●ゴミステーションがもっと増えて欲しい。（〜10 代・学生） 

●歩道や自転車が通る道を整備して欲しいです。交通事故の量が 1 位

は当たり前の結果だと思います。通学で自転車を利用しているのです

が、どの道も狭く、きちんと線が引かれていないため、いつも普通に走

行しても車の邪魔になったり、変な形の交差点があって横断歩道を無

視して斜めに通過する人がいるので怖いです。是非改善お願いします。

（〜10 代・学生） 

●公共交通機関の発展 遠鉄バスの料金値下げ（〜10 代・その他） 

●まずは感染者を守ってください。 感染者をバッシングしたり被害

を与えた場合は 処罰するくらいに守ってください。 経済を動かし
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ながら感染対策をするなら感染しても社会全体が復帰しやすい環境が

必要です。 コロナは感染するものという前提で動ける環境作りをお

願いしたいです。（40代・自営業） 

●感染予防が大切なのはわかるが施設にいる母との面会が出来ないの

は辛い 認知症を患ってるので会わないと忘れてしまいます。 施設

側の対処の仕方の指針を出してくれたら嬉しい 家族側も協力するの

でガラス越しなりアクリル越しなりで面会が出来るように考えて欲し

い 切実です。（50 代・その他） 

●・学校教育へのオンライン導入 ・社会人教育（リカレント教育）へ

の公的支援（40 代・会社員） 

●地域活動をしている組織や個人向けに、感染対策の専門知識や判断

基準などをレクチャーする講座と、相談する窓口を設定し、コロナ禍の

中でも地域活動が滞らないようにしたいと思っています。（40 代・会社

員） 

●新しい様式により、 インターネットの買物が主流になりました。日

用品以外は地元で購入しなくなりつつあります。（アマゾン、Yahoo、

EC サイト） 

●市民のお金の循環サイクルの地域循環サイクルの大きさが萎んでし

まうと思います。  そこで、新しい循環サイクルが必要です。県外自

粛は続くため、地元の人が地元で旅行したり、遊んだり、出来るように

ターゲット設定を地元（市民）にして取り組んで行く。（30 代・会社員） 

●私自身は、周りの家族や、友人同僚だけでなく、こちらが客の立場で

お金を払う時も、ありがとう！と言うようにしています。言われた方

も、言った方も幸せな空気になります。ありがとうが飛び交う街になっ

たらステキですね。学校、企業、公共、みんなで取り組みたいです。（50

代・会社員） 

●街中を活性化してほしい（30代・会社員） 

●1 日も早くワクチン接種できるようにしてほしい。 （50 代・会社

員） 

●コロナはあっても、仕事しやすい環境や雰囲気 テレビの情報に左

右されない体制（30 代・自営業） 

●浜松市内のリアルタイムなお得情報が一目でわかる  みんな、脳

みそフル回転で集客を頑張っているのに市民に声が届きにくい （未

回答・未回答） 

●子供の学校のオンライン授業は必要だと思います。塾などでは、すぐ

に対応していました。その際に利用するアプリなどは国産が好ましい

ので、中華アプリではなく日本で対応すべき。  保健所と医療機関に

分けずに、検査から医療までを一括で隔離して診られる環境を作った

方がいいと思う。  浜松は車社会なので、ドライブスルーサービスを

展開するといいと思う。 （40代・その他） 

●市としてもっと厳しい対応をしてもらいたい。（30 代・その他） 

●積極的PCR検査の更なる拡充 誰でもいつでも何度でも検査できる

体制を一刻も早く取り入れてほしいです。浜松市は立地的に首都圏の

往来も激しく、また海外との往来が多い企業も数多くあります。国が重

い腰を上げようとしない中で、地元民が頼れるのは市政です。 フーデ

リックスやバイシズオカの認知度アップ 外出がままならない中でも

地元を支援する取組みとして素晴らしいと思います。しかし未だ登録

店舗数も少なく、市民の認知度も低いのではないでしょうか。配達料や

送料無料のキャンペーンも延長して頂きたいです。  ・オンライン授

業の早期運用開始とタブレット配布 浜松市は全国的に見ても「さく

ら連絡網」や「Google アカウント作成」「LINE でのドリル」といった

教育の IT 化の準備が進みつつある方だとは思いますが、コロナ禍にあ

る今こそ、感染予防の観点からも一刻も早い運用開始を望みます。 

（30 代・その他） 

●東京などを見ていて家から出なくても食事が取れるウーバーイーツ

が発達して外出しなくても生活できるスタイルがあって感染もかなり

防げてるところもあると思います。 浜松の中区を中心とした一部地

域にはウーバーイーツがあるがそれ以外の地域にはその文化がなく、

もし浜松でコロナが酷くなった時に外出自粛を呼びかけることになっ

た時このような配達サービスがもっと身近な存在になっていたら感染

を防げると思います。 （20 代・その他） 

●静岡アイドル達による 配信ライブ！！！！！！！  マーブルメ

イプルをぜひ！（20 代・会社員） 

●安心安全な野菜を購入するため、農家さんから直接野菜を売っても

らいたい。  県外から来る友人に紹介できる浜松のおすすめの観光

場所やお店、ペット可のお店などをもっと発信して欲しい。 （30代・

その他） 

●もっと街中に行きやすくなるといいなぁ、と思います。難しいとは思

いますが、駐車場無料サービスとか。（40代・その他） 

●昔の老人に配っていたタクシー券の復活と障害者に配っていたタク

シーをむらえなくなった人のタクシー券の復活して欲しい。（50 代・会

社員） 

●松菱跡地や駅周辺を有効活用して、浜松市外からも集客できるよう

な、ファッション・グルメ・エンタメ・ビジネスの集約施設（ダイバー

シティ東京や渋谷ヒカリエのようなイメージ）を作る。（30 代・会社員） 

●オンラインイベントの参加 時短のリモートワーク（30 代・専業主

婦） 

●お店を守ってください。 

お金を出してあげてください 

お金でなければどうにもならない事がここにあります。（60 代・その他） 

●コロナで子どもたちが家にいてばかりでかわいそうです。マンショ

ンやアパート、住宅街の親がすぐ目に止まる所にちゃんと整備された
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公園がほしいです。 

せめて、今ある公園をちゃんと整備してください。（60代・その他） 

●バスの経路を増やしてほしい 

大型バスではなく以前にあったくるるみたいな小型のバスで利用する

人の少ない時間帯をフォローしてほしい。（60 代・その他） 
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4 自由回答（⑤ ④を浜松において叶えるため

の具体的なアイデアがあればご記入くださ

い。） 

●花のフェスティバルを開催して欲しいです（50 代・自営業） 

●外出するときは、手袋（冬用のミトンや屋外用手袋）を着用する ・

バス、公共スペースにいるときは手袋を着けたままにしておくこ

と。 ・手袋を毎日交換すること。 ・コンビニやスーパーなどでも着

用する。 ・使用した手袋は徹底的に洗う。湿った手袋は着用しない。

（〜10 代・学生） 

●商業車両以外乗り入れ停止 個人なら国道つかう（50 代・会社員） 

●２）について 高齢の方々はＩＴの導入に苦手意識があるので、家庭

に入れる前にデイケア施設などでスマートスピーカーなどコミュニケ

ーションツールに触れて慣れて頂く。各家庭への導入には、公的機関な

ど高齢者が信頼できる窓口が仲介して、ネット環境の整備など手助け

してもらえたら、高齢者にとってのハードルが下がるのでは？と思い

ます。 （50 代・専業主婦） 

●朝夕でどういったところが混雑するのか把握する。 その混雑が道

路を改善することで解決できるのか考える。(特に、天竜川の橋周辺や

国道 1 号〜宮竹、国道一号天竜川の橋〜長鶴、かささぎ大橋周辺、そ

の他、私が知らないたくさんの場所があると思います。)(新しい橋をか

けるべきか、市内の車の流れを良くするだけで効果が出るのか、検討)  

浜松は雪が降らないため、寒ささえ耐えられれば二輪車も乗りやすい

環境かと思います。バイクの街という強みも活かして、二輪車に乗る人

も増えれば車も少なくなり渋滞も減る…かな  自動車だけではなく、

自転車も走りやすい道にしたりする。(天竜川駅や高塚駅にアプローチ

するまでの道など)（20代・会社員） 

●何から何まで街場と同じで括られ、田舎で産まれた時点でハンデな

世の中になっている。 「平等」という言葉に逃げてませんか？ 街は

街の、田舎には田舎の政策をして欲しい。 「やっている」というのな

らそれは間違っている。 田舎の役場から地元出身者がいなくなって

いる。 地元を知らない人が仕事をしている。 士気は？やりがいは？

愛着の無い場所を良くしようなんて考え方出るわけがない。（30 代・自

営業） 

●大規模既存集落などを廃止して、法によって決まった人だけでなく

誰でも住んだりできるようにする（20 代・会社員） 

●定期的な交流会があったり  LINE や Skype、ChatWork みたいな

ツールを活用したりしたら面白そうだと思います。  又はクラウド

ワークで起業や事業への投資が出来たら良いと思います。（20 代・その

他） 

●農地の開放（50代・会社員） 

●浜松市民なら、無料にして幼児が好きなキャラクターを出演しても

らう（40 代・会社員） 

●『ほっこり浜松ちゃんねる』のような SNS のを立ち上げ、視聴者

から地元のほっこりとしたエピソードを投稿してもらう（40 代・会社

員） 

●これから暖かくなってきたら、屋外で食べる場所が増えたり、テイク

アウトのバリエーションが増えたら今より友達と気軽にランチしやす

いかもしれません。 （30 代・その他） 

●CMや広告で PRするか、副業禁止を廃止するような条例を作っても

らえると嬉しいです。 （30 代・会社員） 

●農業委員会の規制が新規就農の障害になっているので緩和する 例

えばやっと遊休農地を見つけたとしても自宅の近くであることはまず

無理です  となれば仮設トイレを置きたい  農具を置く倉庫を置きた

い  休憩する小屋を建てたい  パートを雇って車で来てもらうために

農地の一部を砕石敷きにして駐車場にしたい  ところが上記の全てが

農地委員会による規制を受け困難です  真面目に農業をしたいだけな

ので農地委員会が裁量で認めれば良いと思います  新規就農のハード

ルをさげて農地活用と農業振興を推進したらよいと思います（50 代・

会社員） 

●市長、市議は医療機関に行って、重傷者や高齢者の入院実態をご自分

の目で現状を確認してください。机上の数字だけでは解らない。（50代・

未回答） 

●ドローン配達は、いずれできると思いますが、早く出来たらすごくい

いですね。（40代・自営業） 

●路線バス運賃の引き下げ、バス路線の見直し、運行本数の増数（50

代・会社員） 

●子育て支援金の増額（30 代・会社員） 

●室内ということで、慎重になっているのであれば屋外で行うという

のはダメなのか・・・（30 代・その他） 

●補助金（30 代・自営業） 

●定期的な歩け歩け大会は、フラワーパークなどで、花の説明を聞きな

がら歩くとかだと楽しいと思う。（60 代・会社員） 

●少しでも多くの人と協力できるように理解を深めるのが最善だと思

います。（〜10代・学生） 

●まずは、綺麗な駅にするべきです。 そして、駅前にスーパーか、コ

ンビニをもっと増やして、若い子から、お年寄りの方、観光に来られる

方に、過ごしやすい、弁天島駅に、変えて欲しいです！ せっかく、綺

麗な景色があるから、それを利用して、素敵なカフェや、お店を増やし

て欲しいです！（50 代・専業主婦） 
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●現状、遠鉄電車、バスが浜松駅を中心に広がっている 上島駅や浜北

駅、高丘や佐鳴台等をハブとした交通インフラが整えばもうすこし人

の動きも多様化され各地域が活発になると思う（30代・会社員） 

●浜松駅から徒歩圏内の浜松城や、アクトの広場など幾つかの場所に

巨大遊具や課題をおいて 歩いてミッションをクリアしてゴールする

と何か家康君グッズがもらえたり、地元のお菓子がもらえる。などのイ

ベントがあったら子供たちが喜んで参加すると思うし、運動不足解消

にもなると思います。 （30 代・専業主婦） 

●店舗入口でのアプリ導入の確認 医療が逼迫してくる事を想定して

アプリ導入者の医療提供を優先 予算の再配分 費用対効果を考えて

やるべき事の順位付け（40 代・自営業） 

●同上  世界全国守るには、鬼にならなければない! 世界団結して

乗り越える事! 企業にも携帯会社にも、半額 （50代・未回答） 

●万人の適切なヒューマンスケール社会の在り方を検討していただき

たい。 顔の見える地域、顔の見える行政、顔の見える社会づくりが真

の豊かさただと思います。（60 代・専業主婦） 

●混雑をさけるようにするためには、みんなが生活していきやすいよ

うには改善していかなければいけないと思います。あとマスクをずっ

としているので、関係ありませんが、バスや電車の室内温度窓開いてい

てもう少し人混みによって調節してもらいたいです。暑くて水分とり

たくても人混みでマスクはずすのは不安な気持ちになります。あくま

でも私だけの意見ですが。 （40代・専業主婦） 

●テレビやユーチューブで見れるようなものがあれば嬉しいです。ま

た、広報はままつに特集をくんでほしいです。（30 代・専業主婦） 

●若い人から年寄りまでのネットで繋ぐもの (年寄りの知恵袋を借

りる会) (若い人の力お貸しします)など（50 代・その他） 

●・現在 Web サイトに載っていないお店もオンラインで見えるように

する。 ・テイクアウト可のお店がまとまっているロードマップのよう

な紙媒体のリーフレットがあっても面白い。区ごとに何部か種類があ

ればコレクションしながら見比べてテイクアウトを頼みたい。 ・上記

リーフレットのような内容のフリーペーパー発刊。 ・ランチブックの

「テイクアウト版」。掲載店舗の限定的商品をワンコインでテイクアウ

トできるような（30 代・専業主婦） 

●・宅配については浜松市が推進しているため、浜松市と連携して市民

への展開を推し進める。 （40代・会社員） 

●もっとオンライン上の作業が出来やすい環境を整備して欲しいです。 

freeWi-Fi の高速データ通信及び、freeWi-Fi 範囲の拡大（40 代・自営

業） 

●都田地区を日本のシリコンバレーにして欲しい。人口も少数精鋭で

いいと思います。（40代・会社員） 

●浜松市というより、日本がロックダウンと鎖国政策を勇気を持って

やる。 もしくはワクチン接種を行う。（40 代・会社員） 

●目標：地域全体で経済の活性化を図る  課題 ①市民のマインド

を変える・・・こんな時だからこそポジティブに  ・市、商工会議所、

青年会議所等で連携を取り、PCR 検査の無料実施をセットとした街中

トラック市の開催  ・浜松祭りの開催 ・アルコールによるモラルの

欠如対策 等々   ②コロナ対策  ・コロナ不安の具体化→項目

別問題対策  ③飲食店へのサポート  ・補助金もしくは、家賃補

助  ・会食禁止等のネガティブキャンペーン（40代・会社員） 

●喫煙店は SNSなどで晒す。 禁煙店は市が推奨する。 歩行喫煙は

厳しく取り締まる。（70 代〜・その他） 

●車など人とみしゅうしないほうほうでいけばいいとおもう。（〜10

代・学生） 

●医療従事者は外食が出来にくいため、医療従事者を対象としたお取

り寄せサービスがあったら嬉しいです。私たちの楽しみはお取り寄せ

で時々贅沢することくらいです。（20 代・会社員） 

●行政又は青年会議所などのシステム部門の強化（50 代・会社員） 

●・募金運動、医療従事者への賃金アップ、医療従事者へのイジメを防

止するよう、相談窓口を設置する。 ・順番に、全県民、PCR 検査か

こうげん検査を実施する。 ・テレワーク用に、Wi-Fi などの機器設置

費用を会社に助成金出して、通勤を減らす。 （60代・その他） 

●ベビーシッターのように、家族が働きに出ている時に、認知症の老人

を自宅で介護する。 例えば、高齢者夫婦で、どちらかが認知症などで、

介護が必要な場合、高齢者の手助けをしてくれる方が必要です。 アル

バイトでも良いので、食事?トイレ?の手助けができる方を派遣する。

（50 代・会社員） 

●浜松市の LINE アカウントでも飲食店応援の情報もアナウンスして

欲しい（40代・自営業） 

●各町内毎の公園の配置状況の調査 空き土地の状況調査 神社や民

間の施設の設備拡充補助（40 代・会社員） 

●室内で子どもが利用できる施設を予約制と、当日入場という形にし

て欲しい。早く行けば良い話だが、子どもの支度に時間が掛かったりす

ると、早い時間に行けないので。（30 代・専業主婦） 

●浜松市の南側にキャンプ場 サザンクロスを飲み屋街 べんがら横

丁の跡地を屋台で誰でも出店可能なフリースペース  （30 代・会社

員） 

●VR をもっと気軽に低価格で使える提供場所を増やして欲しいです。

（30 代・専業主婦） 

●廃止する。個々でスポーツしているので申請すれば少し補助するな

どすれば良いと思う。 （40 代・会社員） 

●一般の人の意見収集。（70代〜・専業主婦） 

●人が少ない所にバス等を送ると無駄が多いから、 自転車用通路が
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いいと思います。 舞阪〜金指間に電車等を通すと、JR、遠鉄、天浜線

で、四角形ができます。その四角形から伸びるように自転車用通路を張

り巡らせるといいんじゃないでしょうか。 浜松が自転車先進都市と

して発展していくのも面白いと思います。（〜10代・学生） 

●ただの風邪ですシールみたいなのを貼るなど。 実際難しいと思い

ますが何かそういう区別できるようなものがあればなと。（30 代・会社

員） 

●ゴミ置き場の管理の当番などはもちろんみんなでやるにしても、祭

りなどの行事や子供会の活動の参加は、参加したい世帯だけで参加や

運営をしてほしいです。  あとは、広報はままつなどの情報がネット

で見やすくなる、紙の媒体で読みたい人はスーパーやコンビニ等で手

に入る形にしてもらえるといいなと思います。（40 代・その他） 

●IKEAや PARCO など施設増やして、若者を浜松から離さない。 そ

の中で、老人同士が集まれる場を作る。コロナ禍ではオンラインを教え

てあげられる場を作る。（20代・学生） 

●最初に言いました慣例として代々続いてきた自治会や、お祭り、自主

防災組織などの地域の集まり、公園清掃なども廃止していただきたい。

少子高齢化が、進む中、若い家族が少なくなってしまい、その少ない家

族に役員などの負担がかかってくる。もう地域としての結びつきが薄

く、自分の地域に誰が住んでいるのか正確に把握できてない中でこれ

からも続けていく必要があるのか？  ずっと続いてるから必要かど

うか考えもせずなんとなく続いている活動をこの際一掃してほしい

（40 代・会社員） 

●ついでに言うと、大きな交差点はお年寄りが制限時間内に渡りきれ

ない時もあります。エレベーター付きの防風雨付きの歩道橋の検討お

願いします。障害者への配慮が足りなさすぎる浜松市は卒業しましょ

う。（40代・会社員） 

●東京は自然災害に弱い所だと思います。東京一極集中を減らし、首都

機能の分散など。具体的で無くて申しわけございません。（50 代・自営

業） 

●産婦人科の待ち合い室などで応募をかけて参加者を集い、Zoom機能

により助産師と他の妊婦とで触れ合えるママさん学級を行って頂きた

い。（30代・会社員） 

●バスケットゴールのある公園がたくさんほしい 中華街みたいな感

じで小さな国みたいなのがほしい （〜10 代・学生） 

●市議会議員の定年制度の制定。 従来の地域の代表に加え、各世代の

代表を選ぶ選挙の実施。（30代・専業主婦） 

●市で作って頂き、無料で配布して下さると助かります。需要はあるは

ず…（30 代・会社員） 

●役人や公務員はお金に困らないから庶民の生活が分からない以上改

善はされないと思う。（50 代・自営業） 

●セキュリティを強化しながら IT 化、 （50代・専業主婦） 

●相談窓口を増やして頂きたい。（60 代・会社員） 

●•若手音楽家の育成プログラム •学生や若手音楽家専用のコンサー

ト開催 •経済的に厳しい優秀な学生への奨学金制度や支援 •コンサ

ートホールや練習室の貸し出し •国際的に活躍する音楽家によるマ

スターコースやレッスンの受講（20 代・学生） 

●実は、25 歳のわが後輩男子に言われたことですが、 6０歳にしては、

TWや FBをやるって若いね。とか言われたのですが、 我々が大学時

代の卒研室にはすでにパソコンがあり（学部によりけり）、結構パソコ

ン遊びをしたものです。 現在の TW、FB 記事の視聴率 UP というと

ころですか。 話として、バックに JR 東海さんか旧国鉄系の鉄道総研

さんとか、ついていただくとよいです？ また、1964 年 7 月 17 日の

舞阪町役場での写真があればぜひとも使いたいです。 今のところ、こ

れが元でお金が入ればと思う次第。（60 代・その他） 

●広い公園など(野外)で野菜や飲食店などテイクアウトのできる食べ

物を売るなど。（30 代・その他） 

●上記１）の例：【ゴーカートを市街地でやる】 上記２）の例：【リア

ルスプラトゥーン】 上記３）の例：【オンラインの活用】 上記４）

の例：【オンラインで同時に乾杯をした最多人数の更新】 （40 代・会

社員） 

●学校など公共の場でコロナウィルスに対してのしっかりとしたガイ

ドラインなどを作り、間違った知識を世の中に広めないようにして誹

謗中傷や誤った行動を防ぐ。 飲食店の利用においても、居酒屋などに

行くだけで新型コロナウィルスに感染するわけではないので安全で正

確な利用方法を自治体が発信していかなければ浜松市内からお酒を提

供するお店がなくなってしまう。（30 代・自営業） 

●車が無いと不便なので立地を考える。 電車かトラムを敷設する。拠

り所が大切。（50 代・専業主婦） 

●協力していただける方を集める。 捕獲、搬送。 名古屋などは、手

術の際の毛のカットはボランティアさんがやっているそうです。 手

術する日を決めその日に一斉にとりかかるる。 ユーチューブを見ま

したが、麻酔の時間はべつですが、オスだったら 慣れた医師ですと 5

分で終わります。 殺処分にかける税金を、増やさない方向で使ってい

ただきたいです。 ぜひ、大分県のセンター。ご覧いただきたいです。 

よろしくお願いいたします。（40代・専業主婦） 

●浜松の食材を取り扱う業者や、スーパー、衣料品、医療品や飲食店な

ど 様々なジャングルの企業と提携し、サイトを立ち上げ、人出を少な

くする、おうち時間を増やすことに繋げる。配達の雇用を増やす。（20

代・会社員） 

●音楽の街というからにはコンサート等の音楽イベントに関しての助

成金を出して欲しい。 (無観客ライブ配信に対しての助成金や、開催
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に際して観客を減らした際のチケット収入の補填等)  また、公園も

人が多く不安を感じるため、土日体が動かせるところの提供を検討し

て欲しい(管理や防犯上難しいかもしれないが)（30 代・会社員） 

●一人ひとつタブレットをわたす（40 代・専業主婦） 

●LINE の浜松市コロナ情報の全面的見直し。（40 代・会社員） 

●バイクフェス@浜松  浜松の至る所で、バイクの披露をしたり 低

速で走る、コンテスト等  屋台形式で、外で食べるレストランを各会

場に準備  ヤマハ、ホンダをはじめバイクメーカーのテントやグッ

ズ、そこでしか買えない物を販売  （40 代・会社員） 

●松菱跡におしゃれな屋台、キッチンカー、移動販売の集まる場所にし

て欲しい。 話題性もあるし、年齢問わず楽しめる、キッチンカーは少

ない資金で参加出来るから夢を叶えやすい、成功したら街中に店舗を

出してもらう、地元の農産物を使う。マルシェも出来る。（50 代・自営

業） 

●STOP 誹謗中傷と同じようなキャンペーン（有識者の監修による）

（30 代・自営業） 

●ヘルパーなどの助けが必要だと思います（40 代・専業主婦） 

●個人的にもっとインターネットを活用しなければならないと思い、

インスタを使い佐鳴湖の美しさアピールしています。 但し、歴史的な

面は現在模索中です。 何かあればと思っています。 好きな方は、大

勢います。 是非浜松市のバッグアップをお願いします。（60 代・未回

答） 

●引っ越してきて、市役所で手続きをする際に、地域のコミュニティを

紹介していただきたい。 こんなコミュニティあるよ、町長さんはこの

方だよ。などなどです。（40代・会社員） 

●若い人の政治参加！（70 代〜・その他） 

●市政の適切な予算配分、寄付金の公募、クラウドファインディングの

実施など（30 代・会社員） 

●路上を含む屋外での喫煙防止条例の制定 罰則付きで （40 代・会

社員） 

●浜松市はすぐに生活保護を受けれるみたいですが、きちんと本当に

保護を受けなければならない人なのか見極めて生活保護費を減らして

観光地を作って欲しいです(T-T) デパートも増やして下さい(T-T)

お願いします。（50 代・会社員） 

●現状のオンライン授業は非常時にそれぞれの学校でオンライン教育

を行う事が前提となっていると思いますが、私が望むのは浜松市とし

て(または国として)、学校で実施される授業(動画配信向きの教え方を

される先生)の配信。 家庭の事情で塾には行けない子ども向けのレベ

ルの高い授業動画の配信。  そんなにコストのかかる事でも無いで

すし、やる気のある子が自分の望むレベルの学習が出来る機会を平等

に与えてほしいと思います。（40代・自営業） 

●スポーツ施設の整備：アクセスの良い場所での運動施設（フットサル

場やバスケットコートなど），サイクリングロード 音楽や芸能イベン

トの誘致 浜松駅構内以外にもストリートピアノを設置する（30 代・

自営業） 

●三密にならないように、学校の運動場などを活用して、子ども達に元

気を与えることができるような楽しいイベントなどを期待したいです

（60 代・その他） 

●①小学生対象のふるさと交流体験プログラム、開催日を増やして、当

選者も増やして欲しい。  ②美術館、子供が行っても楽しめるよう

な、興味を持つような展示をして欲しい。 2020 年に行った、おかざ

き世界子ども美術博物館の「紙のびっくりワールド展」が面白かった。 

草間彌生さんの作品も、子供に見せたい。  ③おかざき親子造形セン

ターのような施設が、浜松にも欲しい。 鴨江アートセンターで、でき

ないか? 息子は、自分で描いた絵をランチョンマットに印刷する工作

が好き。作った物を学校に持って行くのが楽しみだったり、プレゼント

したり。 ウレタン工作は、難しいけれど親も夢中になって、完成した

時の達成感は大きい。かわいい作品が出来上がります。（40代・その他） 

●市役所や行政と提携して予算を貰い、何処かの団体に委ねてでスム

ーズに活動する。 協力者や企業を見つける。（30 代・会社員） 

●専門家を集めて助成金や法律相談、実行に向けての組織出向（30代・

会社員） 

●コロナ禍でも利益を上げている企業様に協力してもらう。（30 代・会

社員） 

●浜松独自のコロナに関するデータの分析結果を駅とか、掲示される

といい。  免疫力を上げるための食べ物や運動、工夫など広報などで

伝えたり協働センターで講座があるといい。  浜松の YouTube チャ

ンネルがあるといい。（60 代・その他） 

●・浜松に住む場合にこのアプリがあればすべてのことができるよう

なものを製作してほしい。 現状はゴミ捨てならゴミ分別アプリ、道路

が破損していれば、いっちゃお！等アプリが種類ごとに別れているた

めそれぞれインストールしなければいけません。 浜松に移住する場

合はこのアプリを一つい入れれば、市民生活がとても楽になるし、行政

市民ともに助かるようなものを製作してほしいです。今実証実験を行

っている住民票の発行や、各種手続きをスマホないしパソコンで行え

たり、市の広報物や発行するものを閲覧できたり、簡易の質問に関して

は AI による質問で回答したり等行えば窓口対応の頻度が減り、区役所

やサービスセンターでの業務が減ります。お互いに移動したり待つこ

とがなくなるため、他のことに時間が使えるため経済的です。デジタル

化、AI 化を加速させ機械等でできることはそちらへ、人にしかできな

いことを人へと集約し、業務の効率化を期待しています。（30 代・会社

員） 
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●詳しいコロナの現状の調査発表（60 代・会社員） 

●浜松城公園やアクト等に期間限定でストリートピアノを設置して、

有名ユ−チュ−バ−を招致する。姫音祭の浜松版。（50代・未回答） 

●コロナ特設サイトの開設 オンライン上でのイベントを市が運営又

は補助（JAZZ フェスやプロムナードなどのキタラやソラモで毎年行わ

れるイベントを中心に）（〜10 代・学生） 

●以前、子どもの担任の先生だった 与進小学校の濱田先生の授業動

画があったらみたいです。 色んな先生の授業参観、懇談会参加をした

中で 1 番面白かった先生です。 興味を持たせる、考えさせることが

上手な方だと思います。  市内には、たくさんの良い教えをしてくれ

る先生がいると思います。 なんとかって賞をとってる先生よりも素

晴らしい先生はたくさんいると思います。 本当に子ども達のために

なる勉強動画の配信を期待しています。（30 代・会社員） 

●第一住所、第二住所で登録して、うまく二拠点が持てるといいなと思

います。浜松で孤立しているため情報もアイデアも乏しく思案中です。

浜松にはかつて東京で活躍しながら私のように親の介護で浜松に戻っ

た人もたくさんいると思います。実績や経験を持ち寄って、仕事で連携

し協力し会えるグループや場所がほしいです。（60 代・自営業） 

●具体的アイデアまで至らないのですが、まずはコロナに関して、恐怖

のみを煽らない。陽性者ではなく、感染者数にして欲しい。TV ばかり

見て怯えきっている人たちが可哀想です。コロナ脳から解放してあげ

ないとまともな考えは浮かばないと思います。 （50 代・会社員） 

●YouTube ラジオ SNS からの配信 若者に影響力がある芸能人、

芸人  元感染者の感染前と感染後の生活や 周囲の目や環境が変わ

ったかを 話してもらうなど（40代・自営業） 

●去年いくつかの企業は医療従事者向けの無料チケットを配っていた

ことがあり、とても喜んでいた。 お礼は精神が疲労している時にとて

もしみるものだと思う。 浜松市主導で医療従事者に対し、そういった

支援は出来ないだろうか？ 協賛する浜松市内の飲食店で持ち帰りな

どに使えるチケットがあれば、医療従事者の方も忙しい中でお礼を感

じられると思う。 もちろん飲食も非常に厳しい立場にあるため、市と

して負担のかからないような提案をしてほしい。（20 代・会社員） 

●cm（20 代・会社員） 

●HP に PDF あるからそれを見れば良い。発行されたら LINE とかで

案内すれば充分。紙が欲しい人は県の広報のようにコンビニとかにお

いて貰えば良い。 経費削減にもなるのでは？（40代・会社員） 

●体育館とか、お寺の本堂とか、大きめの半屋外スペースを時間単位で

予約して借りられるスペースマーケットみたいなやつあると使いたい

です。（30 代・自営業） 

●多目的トイレや授乳室、広さや使いやすさに問題があると思います。  

悪質なゴミ置き場に監視カメラを設置してほしいです。（60代・専業主

婦） 

●私が、子供の頃に開催していたフェスタ浜松の再開をして欲しいで

す。ガーデンパークでの開催を希望します（50 代・会社員） 

●児童書の図書館、読み聞かせやブックトークだけでは収益は見込め

ませんが、 例えば学区の書店さんとコラボして、児童書の販売を月に

１回くらい開いたり、 子供向けのワークショップや、現在飲食や職人

さん・アートなどを起業したいけれども店舗をまだ構えていない人が

シェアできるスペースとして活用したりして、地域のホッとできるス

ポットとしてまず、場所を開いてその中で図書館を開くとかいうのは

いかがでしょうか？  （40 代・その他） 

●もう少し機能性ある制服にしていただきたい。（40 代・専業主婦） 

●企業と提携しスポーツ広場のような無料で老若男女が使用しやすい

施設があるといい。（30 代・会社員） 

●浜松市内の隠れ観光スポットや、おすすめのカフェやレストランを

条件（人の集まり具合や値段や地域など…）を絞って検索できるツール

があると嬉しいです。カフェやレストランは、チェーン店ではないもの

を紹介してほしいです。  （〜10 代・学生） 

●例えば、京都の桂川あたりに行くと、もっと橋が掛かっていたら便利

だなと思う反面、橋がないためにそれぞれの地区なりの文化が残った

ということもあります。 今は道や橋を作るのではなく、各地区だけで

生活が完結できるまちづくりが必要。 例えば昔は、佐久間浦川だけと

か、細江町の気賀だけで生活ができた時代もあった。今は郊外に団地が

増えたためにどの地区も人口が減って人のつながりが薄っぺらくなっ

てしまっている。団地にしても 30〜40 年も経てば高齢世帯が増加し、

その対策を考える対策を取るという問題もある。改めて今ある昔なが

らの町に人を呼び戻して活性化すべき。市街地開発ではなく、まちなか

人口回復することに補助金や対策をするべき。（50 代・会社員） 

●コロナで困っている飲食店さんの食品を デリバリーし、 オンラ

イン上で飲み会をする。  同じ料理であれば 共有できる事が増え

話が盛り上がったりするし 飲食店さんの手助けになるとおもう。  

問題はデリバリー料金、業者をどうするか。 という点だけと思います

（20 代・自営業） 

●浜松の人達の意見をタイムリーに聞き出す。 個人的に資格など取

りたいので家で取れる資格、役立つ資格を教えてほしい（30 代・専業

主婦） 

●インテリアとして、アクアリウムやコケリウムはお洒落です。 よく

金魚のアクアリウム展は見かけますが、 そういった立ち寄りやすい

常設の店舗などあると嬉しい。 （20 代・未回答） 

●困窮している人が苦しまない事 給付金で、不公平も出てる   ボ

ロ儲けしてる人が居る 不公平だね（60 代・会社員） 

●強制てきに皆休憩ではなく、休憩したい人だけが、休憩するよう。 
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ルールに変えてほしい。（40代・専業主婦） 

●休日の決まった時間に配信される体操動画や、遊び動画、工作動画、

世代別 例 若い人向けのラジオ体操的なもの   工作したものを

Web 上で皆が閲覧出来る   浜松市の公園マップ（駐車場の有無、

遊具の 種類の表示） 

●  テイクアウトメニューの詳細一括   （30代・自営業） 

●マスクとフェイスガードを付けながら歩く。店内の飲食は避け、屋台

のみ。飲食は指定された簡易ベンチ(間隔あける) ルートは一方方向に

のみ進み、どこで参加、帰宅してもいい。(チェックポイントがあり、

全てゲットすると地域振興券がもらえる)（40 代・会社員） 

●浜松市独自の補助金制度をお願いします。（50代・会社員） 

●石焼き芋のような移動販売車、いろんなお店のテイクアウト商品を

乗せて住宅街に売りにきてほしい！（30 代・会社員） 

●サイクリングロード整備 浜名湖畔の遊歩道整備 市街化調整区域

の一部見直しで商業誘致 建築の条例化見直しで、地中海のような統

一された街並み作り（50代・自営業） 

●市内のスーパーや大手ショッピングモールへの働きかけで、販売出

来なくなった食品や衣類などを提供してもらう。 （50 代・会社員） 

●いまは、集団での行動が取れないので、難しいですね（50 代・会社

員） 

●浜松独自で gotoトラベルを実施する 感染症対策をしっかり行った

上で様々な地方の物産展を行い、地元に帰省できない人が少しでも懐

かしい気持ちになれたり、旅行に行ったような気分を味わえると良い 

浜松市感染者 0 人を何日か継続できたら給付金など（20 代・会社員） 

●物産展 地方のテレビ局とのタイアップ企画 他県からの移住者限

定で行う交流イベント （20 代・会社員） 

●支援センターのシステム再構築。（40 代・会社員） 

●特にお店が密集しているビル内などは、換気をしっかりできるよう

に。 アクリルボードの普及なども。 店側が 5 人以上での来店を断

れるようにする事や、交互に座る事の徹底をしてほしい。  家族でも

外食ができるように、子連れ家族の時間帯を作って食事に行きやすく

する。パーテーションや個室を増やせるようにする。（30 代・専業主婦） 

●青年会議所、商工会、市などが一丸となって、なにかできたらいいの

ではと、、色々しがらみもあるとは思いますが、、  アイデアとかとは

特に関係ないのですが青年会議所、商工会議所など具体的になにをし

ているのかどういった思いをもっているのかをわからない方が多いと

おもいます。同じ団体、どっちがどっちか区別もついてない、、などの

方も多いかと、、 認知度を高めることによってイベントなどの集客や

アンケートの集計結果などにもつながってくるのではと思います。（40

代・自営業） 

●キッチンカーなど、公園や屋外で気軽に買えるお店がもっとあった

ら嬉しい。 散歩やちょっとした寄り道で気軽に買えると助かる事が

ある。（30 代・その他） 

●外観の塗り替えやリフォーム、テーブル&パラソルを外に出す、AI ロ

ボットなどの利用、地元お土産の路上出店(祭りっぽく)、松菱跡地で晴

天時週末マルシェなど。 無料駐輪場を多く作り、老若男女誰でも気軽

に利用しやすい整備。 箱モノは不必要。今ある物をリメイクして統一

されたヨーロッパの様な風情が出たら良いと思います。（60 代・会社員） 

●テレワークを使うことによるメリットやビジネス展開、今後の展望

を浜松市主体で、メディアを使い、積極的に PR を行う。現時点では実

施をしたいが、どのように、どのような場所で行えるか、全くわからな

いという業者が多い。 また相談を受けても、お金を取るわけにも行か

ないのである程度、市からの補填をもらいたい。需要があるのに、無料

では行える体力はないので検討いただければ。（40 代・自営業） 

●えこはまで行われている講座に追加されるとよい。（40 代・自営業） 

●ガーデンパークや渚園でテントの貸し出し、飲食店の出店誘致。（40

代・会社員） 

●バス乗るのこわいから、貸し自転車がもっといっぱいあるといい。

（〜10 代・学生） 

●車返上します。高齢者が電車利用した際、利用した施設より割引券等

を発行していただけたら、利用しやすいと思います。（70 代〜・その他） 

●赤字路線で路線バスがなくなって、コミュニティバスが週２で走っ

ているが、平日だけでも 5 日走らせてほしい。（40 代・専業主婦） 

●物産展では人が集まりすぎないためにオンラインでも買えるように

してほしい。  遊び場では換気を十分に行い、消毒も必ずしなければ

いけない！にすればいいと思う（30 代・会社員） 

●初子さんにたかるのは悪いことだと行政、学校で教えること  子

供のうちは解らず楽しんでいるかもしれないが、それがたかりによっ

て得られた快楽だったことを教える （40 代・その他） 

●観光資源といえは先日、舞阪から津波堤防の上を歩いて今切れまで

往復しましたが、間近に見る今切れには感激でした！あそこを観光資

源として活用したらどうでしょう？持ち主がどうなってるかわかりま

せんがバスが止まれるような空き地もありますね、ちょっとした休憩

所を作れば 良いですね。今はトイレが無いから困るので。 即、今切

れというより手前から太平洋を見ながら歩くのも魅力の一つとして、

浜名湖も普段と違う方向から眺められます。天気さえ良ければ富士山

も望めます。（60 代・その他） 

●具体的には、浜松市内施設などの入場・入園チケットが抽選で当たる

ような仕組みを、浜松市で構築して欲しいです。 例：浜松市の科学

館・博物館・美術館などの公共施設  ：映画館・遊園地などのレジャ

ー施設・スポーツ観戦  やはり、人は現金なもので、わたくしも含め

「タダなら行こうかな」という考えが少なからずあると思いますし、施
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設側から見れば「お客さんにたくさん来て欲しい」という思いでいっぱ

いかと思います。 なので、、、 【来客数を増やしたい企業・団体など

からの募集を何かしらの形で募り、それに対して市が何かしらの形    

でチケットなどを買い上げ、それを浜松市民に抽選で配る】 という、

夢のようなありがたい企画をご用意いただけますと双方にメリットが

あると考えます。 どんなアイデアでも良いとありましたので失礼な

文章になりましたことをお詫び申し上げます。 どうぞ宜しくお願い

申し上げます。（40 代・自営業） 

●イベントの資金繰り、広報のサポート（30代・自営業） 

●①サービス付き高齢者向け住宅は費用か高過ぎて、将来私は入れま

せん。 自立~要見守り程度の単独高齢者のシェアハウスがあれば、将

来の不安が軽減されます。別に介護がついてなくても、見守りと助け合

いがあればいいかな。  ②自治会活動が多すぎて、うんざりです。市

の仕事を自治会に負わせ過ぎではないですか?  （50 代・会社員） 

●楽器のオンラインサポートについては、ヤマハ、カワイ、ローランド

等と連携したら実現できるかと思います。  音楽イベントについて

は、車に乗ったままライブが聞けるイベントがあっても面白いかと思

います。（30 代・会社員） 

●公共事業の抑制。（40 代・会社員） 

●地域振興券。 Ｇｏ Ｔｏ ＥＡＴやＴＲＡＶＥＬの延長。（30代・

会社員） 

●特にないですが、医療従事者やコロナ関係でお仕事されている方の

為になるような事をお願いしたいです。  （50 代・その他） 

●市長自らしっかり市民の前に出て貰い、方向性を示して貰えればも

う少し頑張って見ようとは思える。（40 代・自営業） 

●観光や出張で訪れた人が立ち寄る場所やグルメを駅など街中で紹介

（40 代・自営業） 

●予防行いながらイベント開催。 感染予防策に意識が薄い世代への

アピール。（40代・その他） 

●教育現場の IT 化を進める。紙と鉛筆の時代からタブレット端末や電

子黒板等を使用する。なんなら、学校の IOT 化を目指す。（30 代・自

営業） 

●1 浜松でもネットにより感染者が特定されたり、施設に誹謗中傷があ

りました。市民の不安からきちんと情報を詳しく説明してほしいなど

ありましたが、きちんとした情報というのは犯人探しをしろと言う事

でしょうか？必要以上に情報が流れ個人が特定される事がないよう、

市民が安心できるネットワークを作って欲しいです。マイナンバーや

スマホを使って飲食店利用客情報などを緊急時のみ利用し、役所のみ

把握するなど具体的に作り、コロナが収まらなかった場合や、次のパン

デミックに備えて欲しいです。 2 街に行くなら遠鉄かメイワンだけじ

ゃない！って所を作って欲しい。その日のイベントだったり、毎週ネッ

トで調べるが、浜松のイベントはラインや Twitter で週末配信し、多く

の人が情報を得てほしい。（20 代・会社員） 

●自分の周りのすごい人を募集（40 代・会社員） 

●市民に蔓延した恐怖感、危機感を違う見方をしている専門家の意見

を公的機関も公開する機会を設けて欲しいと思います。そうすれば、潜

在的に植え込まれた感染恐怖感からも解放され、人の出と経済の回り

が少しは良くなると思います。（60 代・その他） 

●臨床検査技師じゃなくても一般企業がしどうのもとできるように臨

機応変に対応してほしい。（30 代・会社員） 

●個人的に土いじりなどが好きですが、農業活動だけだと掴みが少な

いと思うので、そこにキャンプや、料理をするなどのイベントを組み合

わせると楽しいかなぁと思います。（30 代・その他） 

●過去のイベント、地域の継続事業の再開。（60代・自営業） 

●アクトシティの外の広場を有効に使って欲しい。子供たちが集まり

やすい芝生や遊具 新幹線も見えたり、子供たちにはすごく魅力的な

場所だと思います^_^ 子供たちや市民が音楽に自然に触れやすいよ

うに、同じ空間の中で自由に楽器や歌など音楽活動を出来るスペース 

そのまま昼食を取れるように、ソラモなど外でのイートスペースなど。 

（40 代・専業主婦） 

●あかでん沿いが暗くて汚いので散策しにくいため、ここを明るくし

て綺麗にしてお店を集める 駐輪場は別に設置して路線の下のスペー

スに屋台や音楽活動が出来るスペースを作れば 若者からサラリーマ

ンまで集まる場になりそう 便利な公共交通機関なのに沿線が寂しい 

若者向けの商業施設が少ない、ファッション、音楽、アニメ、アイドル

など SNSでにぎわう市場をつくる あたご川近くの自然を生かしたグ

ランピング施設をつくる （30代・会社員） 

●VR を使って空間の共有を図り、さらに実際の画像で身振り手振りが

わかるような仕組みとか！（30代・自営業） 

●①市の HP から感染者、国の各省からのコロナに関する予防など案

内は出てはいるが地域特性を活かしたコロナに関する詳しいルール作

成 どこまで良くて、こっから悪いの線引き明確化 ②ぐるな○みた

いなサイトでの上記ルールに基づいた案内サイト。満席で○○名なら

上限○名として時間で割る予約サイト的なもの ③現場での疲弊を少

しでもサポートできるように上記予約を優先としたねぎらいクーポン

を発行 （30 代・会社員） 

●公共の場などでは市や国から資金を出していただく。（〜10代・学生） 

●去年考えると 8 月〜10 月が減少傾向にあったので、この時期に行う

とか。（40 代・会社員） 

●家で楽しめるようなものをくばってください。（20 代・専業主婦） 

●毎月浜松の名所や名店でバイクの集会を開きその様子を発信して大

きい集会に繋げたい！（30 代・その他） 
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●浜松祭りの縮小で街中の飲食店は収入が絶たれてしまいます 街中

は怖くないんだ、というイメージ改善がまず大事だと ゴールデンウ

ィーク頃の休みに歩行者天国にして、街中で食べ歩きができたり、軽ト

ラ市、高校の吹奏楽や音楽関係のコンサート、浜松市出身のタレントさ

んのライブ、祭りの屋台の陳列とお囃子の披露 やれる事は沢山有り

ます peypey のキャッシュバックを再度行い、バス電車を利用しても

らうよう補充金を用意 なんでもやれる事を動かして下さい 今のま

まではダメですインフルエンサーを利用して熊谷さん久保さんズミさ

んを利用してください （50 代・その他） 

●青年会議所を中心に、オンラインサークルやオンラインセミナーな

どを企画していただきたいです。その後、広告や SNSなどで発信をし、

人と会えない中でも、人と繋がることができるコミュニティを用意し

ていただきたいです。（20 代・会社員） 

●県・市の予算計上。（50 代・自営業） 

●特定の企業だけが市政に関わるようなことなく、市民のために何が

できるか、を考えてほしい。（30代・会社員） 

●生体販売についてはペットショップの動物達の実態(親犬やパピー

ミルについてなど)を市民に伝える。そして、保護犬・保護猫などの紹

介をする。 赤電やバスに主演の顔が出ている広告を貼り、注目を集め

る。 （50代・専業主婦） 

●チケット購入の為コンビニや郵便局に並んだりをしたくない。 携

帯のQR コードなどを代用できたらより安心。（30 代・専業主婦） 

●予算の確保と言いたいですが、難しいので寄付金を財源とする。(将

来を担う子供達のために…という選択項目を使い道に追加する)（30

代・会社員） 

●大規模な WEB 交流会とか、WEB イベントとかがあれば、コミュニ

ケーションが取れやすく、そこにイベントを集めれば企業協賛もつき

やすいのではないかと思います。（30 代・会社員） 

●［具体策］ ●医大別部門で感染病専門機関（研究、治療）設置 ●

街中に公園や緑を増やし、インストラクターによる体操や運動器具を

設置し、町内の垣根を越え市民誰でもいつでも使用参加出来るシステ

ム作り ●動物園から舘山寺温泉迄の通りに各旅館で行っているよう

な朝一を開催し、楽しみながら歩けるようにする ●高齢者にプール

の入場券を配布、身体に負担の少ない水中での運動推進 （60 代・会

社員） 

●クラス担任が休んだ子の学習に気を配る（40 代・その他） 

●古民家等の空き家や、廃校舎などをリノベーションして、コワーキン

グスペースを設置する。また、平日のキャンプ場も活用しグランピング

コワーキングスペース等もすすめていく。 ただ現在、光環境か、例え

ば春野町では高瀬より奥には来ておらすま、LTE の WiFi 下ではテレ

ワークするにはスピードが遅すぎるので光回線の山奥までの延長を早

期にしていただきたい。（30代・会社員） 

●１日で食された餃子の個数世界一（30 代・その他） 

●犬が自由になる以上、トラブル防止のため登録制は必須 無料であ

ればとも思うが、登録時に年間５００円程度でならむしろ安心して利

用できそう （30代・学生） 

●浜松の市民が頑張っていることやとりくみを今以上に発信し伝える

こと。 市議会議員を決めるような市民全体を巻き込んで活躍されて

る方を投票してもらう。 AKB の総選挙みたいな取り組みも面白いと

おもいます。（30 代・自営業） 

●オンライン診療の専用アプリを作成して、 医療機関と自宅を繋い

で画像と音声を使用した診察ができるようになればと思います。 そ

のアプリから、処方箋を自宅のプリンターで出力、もしくは薬局にデー

タが送信する事が できれば、病院での患者さんのコロナ感染のリス

クと、医師や看護師さんのリスクを 減らす事もできるのではないで

しょうか。（40代・会社員） 

●感染予防のための行動が、きちんと出来てるからこそ、 人が外に出

なくて、感染者もさほど増えてないのかもしれませんが、  その真面

目すぎる行動が、逆に自分たちの街を、殺していると思います。  コ

ロナを正しく理解し、 もっと経済を回すことに皆が動けるようにし

ていくべきだと思います。（30 代・会社員） 

●ワクチンの早期接種の実現（30代・その他） 

●上記 浜松医大、聖隷三方原、医療センターを中心に、保健所等、行

政にも協力を依頼し、取材を行う。発信メディアはテレビ、ラジオ、市

の広報紙や地元企業発行のもの、または独自に作成した特集記事など

が考えられる。（30 代・会社員） 

●各町内ではゴミ当番が決まっている。そういった当番制を利用して

自身が住む町内を「朝の消毒当番」等で出来たらよい。誰もが住みやす

く、利用できるのが公共施設だと思う。 そのためには、市や区長等か

らの発信があると良い。（30代・会社員） 

●感染の有無を確認した上での go to キャンペーン利用や、外食を推奨 

今後は、ワクチン接種確認できた方からの利用等（30 代・会社員） 

●リアルとバーチャルが高いレベルで融合した新しい浜松まつり（30

代・会社員） 

●まず逆に強者に寄り添うような政策、つまり新技術など大企業に利

するようなことを優先するのはやめる。 個々の市民がお金を使って

も大企業に吸い上げられるのではなく個々の市民にできるだけ多くが

返るような購買のあり方を進めることで、良い仕事をすることに喜び

を感じられる。 具体的には支払ったお金の何％が市内に戻るか、とい

う数字が高いものにインセンティブをつける政策とか。（大企業の製品

の金額は、実際にそれの生産にかかった費用の割合がとても小さい） 

● 国や大企業が大きな方向性を作って、それに従うのではなく、一人
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一人が、身近な世界を、少しでも良くしたいと思い、前向きに取り組ん

で行けるような社会。 そのために、市議さんにはもっともっと市民に

寄り添った存在になって欲しい。。  そしてそれはデジタル化、とは

逆方向のことだと考えます。 弱者が弱者から抜け出すには、自ら考

え、努力し、少しでも良いものを生み出せる力を身につけ、それを近づ

け合う「顔の見える」仲間や仕組みがあることが必要です。 「顔が見

えない」仕組みは結局、強者をより強くするだけのように思います。  

「新しい社会」は結局、弱者を生み出し続けるだけだから、「新しい生

活」ではなく、今までの生活の中で守るべきものを守るところから始め

て下さい。 「新生活」＝デジタル化なんて政策には徹底的に反対です。 

（40 代・自営業） 

●浜松市内に学童保育の施設が校内又は隣接していない小学校は、2 校

だけと聞きました。各学童保育のキャパも足りないと聞いています。学

童保育に通える条件も学年が上がるにつれて入れない。なので ・学童

保育の先生を定年退職された教職員の再雇用や、シルバー人材センタ

ーの方々の派遣してキャパを増やす。 ・施設の早急な増築もしくは公

民館などでの学童保育利用。 ・子ども園や保育園などの民間への業務

委託の促進 ・保育園の助成の増額、民間の保育園への参入促進 （40

代・その他） 

●小さな子供やご年配をもつ家庭に対して生活必需品を無償提供する 

地元の学習塾と連携して、学校の授業をネットを使って学べる環境を

作る。 （40 代・会社員） 

●浜松市西区で Uber eats が利用出来ない理由が分からないし、同じく

浜松市西区でのフーデリックス利用可能な店舗数が少ない理由が分か

りません。 店舗側もデリバリー配達で売り上げを伸ばす事が出来る

し、コロナ禍で職を失った人達へ配達要員になってもらえば新たな雇

用も生まれるのでメリットが大きいのではないかと思います。 （30

代・会社員） 

●大学生の就活の相談が出来るサイトがあれば助かります。大学に通

学出来ず、学校、友達に相談も限られており、夜遅くまで、子供の単位

と就活、リモート面接、卒論の相談に親は寝る時間がありません。（50

代・会社員） 

●浜松城公園や幼稚園の園庭など広い広場で、支援広場で遊んでいる

ようなおもちゃで遊べる機会があるイベントの開催。（30 代・会社員） 

●浜松の街中は昼間の魅力がなくなってきており、主に夜の飲み屋街

と思っている人が多いのでは？、と思います。 そこで、浜松駅から歩

いてすぐのあたりにニューヨークマンハッタンのセントラルパークの

ような大規模な都市公園を整備して、幅広い年代の人々が憩える場所

が欲しい。 浜松城公園は駅から遠く、気軽にふらっと歩いて行ける距

離ではないのでもっと近くにあると良い。公園でマラソンをしたり、ベ

ンチで休憩するお年寄りやサラリーマン、仲間で集まってピクニック

ランチをしたり、ガーデンテラスのあるレストランやカフェがあった

り、テラスでゆっくり本を読めるようなオシャレな図書館や書店がで

きたら人は自然と魅力を感じて集まり、賑わいを取り戻せるのではな

いでしょうか。（30 代・会社員） 

●浜松の良い所 PR の方法ないかしら？こんなに魅力的な住み良い街

好きです（70 代〜・専業主婦） 

●オンラインで参加できるエアロビやヨガ教室 オンラインだからと

いっていつでも参加できるとなるとやらなくなってしまうので、web

会議のように決まった時間にやるような形式が良い気がします。  

屋外で集まってできるような運動 土日の昼間などに屋外で集まって

エアロビやヨガをやるのも清々しくて良い気がします。 （30 代・会

社員） 

●浜松周辺の豊かな自然を利用してキャンピング、サイクリング、トレ

イリングなどアウトドア、スポーツアクティビティの魅力をもっとア

ピールしていく。 音楽の街として音楽家のための施設を作る。 誰も

が簡単に利用でき気軽に触れ合い練習場所やインターネット配信など

これから大きく旅立つアーティストをサポートしてこれからの音楽は

浜松からという聖地を作る。（50代・その他） 

●１．生活用道路網の整備 従来の生活道路に加えて、特に浜松を南北

に結ぶ大型道路を浜松市内の渋滞ポイントに整備する。特に大型商業

施設周辺の道路については、既存道路の増強によって、平日・休日の混

雑時間帯の解消につなげる。  ２．県外からの浜松移住者への生活環

境の提供 「大規模既存集落制度」の一部緩和。 さらに浜松市内にあ

る空き家の利活用促進および長年放置されたことで損傷の激しい空き

家に対しての撤去・解体の勧告による土地の活用促進 （20 代・会社

員） 

●オンラインだといろいろな人と繋がることができるのでより様々な

教育を受けれるのではと期待します。県内、日本各地、世界中からいろ

いろなことを学ぶにはオンラインは最適だと思います。自由に外出で

きない今、オンラインで専門家に直接指導を受けながら活動したり社

会科見学等はいいのではないかと思います。（40代・その他） 

●今すぐに、まずはコロナ中の時限措置としてでも禁止して、早急に条

例制定にむけて動くべし。（40 代・自営業） 

●たとえ日本全体として若者に子供作りへの絶望感など負のオーラが

纏っていたとしても、浜松は違うというアピールと、実際に断腸の思い

で別の何かを切り捨てる策を実行に移すことがよいと思います（具体

的でないですが）。浜松は（浜松以外でも町おこしに言えることですが）

過去のものや、地元に根付いているものを PR することがしばしば行

われています。地元の名産品や文化、歴史は確かに地元のアイデンティ

ティだと胸を張って言えるものですが、未来にそれを受け継ぐにも新

しい世代がいないのでは仕方ありません。女城主直虎が大河ドラマで
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放送され、直虎ちゃんというマスコットキャラクターが使われるよう

になり、女性の活躍を応援するためのイメージとして直虎ちゃんが使

われていたのをどこかでチラと見ました。しかし、SNS などで活発に

フェミニズムが議論されているさなか、一切直虎ちゃんを使って具体

的な女性応援活動が宣伝されたことがなかったように感じます。もし

されていたとしても、伝わっていないのであれば「宣伝」の価値は無い

のではないです。  たしかに女性応援は行きすぎると世間からの批

判の的となり、あまりに世間の実態とズレたことをしてしまえば大や

けどとなりますが、女性応援のように新しい価値観、未来の価値観に即

したものであればケガの功名もありうると思います。世論がいつの世

も同じわけはないのですから。 だから、ケガを負ってでも、浜松市と

して女性を応援するということを全国に向けて主張できるということ

は人を呼ぶための策としても、街をアピールするための策としても、そ

して未来の世代を支える策としても意味あるものになるのではないか

と思います。  （20 代・その他） 

●市内の公園で 「あなたとわたしとみんなのハートをつなぐ絵」 と

いう参加型アート制作をおこなっています。（50代・その他） 

●松菱跡地に百貨店を建てる。 赤電ガード下に屋台を開く。 アクト

タワーの周りに安い食堂や居酒屋を並べる。（60代・専業主婦） 

●野外で音楽やダンスなどを発表するイベントがあれば参加したい。 

また、テイクアウトやデリバリーを実施している飲食店が増えている

ので、イベント会場で出店を開き、テイクアウトやデリバリーしている

メニューを提供すれば、お店の味を宣伝できる機会を提供できると思

う。（30代・会社員） 

●①マスクや手指の消毒や換気はもちろんですが、「空間除菌」のよう

なことはできないでしょうか（医学的なエビデンスが確立されている

かどうかわからないので難しいかもしれませんが） 

●②高齢者の訪問側がマスクなどをしていても、ご本人がマスクをし

ていないこともあります。「コロナのニュース」だけではなく、「お医者

様が繰り返し基本的な注意を伝える」ようなメディアの枠があると良

いのかなと思います。 ③ワクチンが接種されるようになっても、その

せいで気持ちが緩んでしまうのが怖いです。ワクチンがあるから「マス

クもしないで大丈夫」「外出もOK」とならないように、その意味でも、

②が必要かなと思います。（50 代・会社員） 

●鍛冶町通りを封鎖して、ホンダと連携してフォーミュラ E を並べる、

走らせる。 スズキのスマートモビリティも可。  産業と音楽をミッ

クスした対面式（接触の少ない）オープンなイベントを。（30 代・会社

員） 

●コロナでただでさえ街中は閑散としてるのに客引きの為街離れが進

んでしまう。警察との連携はとれないのでしょうか。かなり厳しい対応

をしないとなくならないと思います。コロナを機にお願いします。（50

代・会社員） 

●まともな政治家が現れない限り永遠に何も変わらない。（30 代・会社

員） 

●新型コロナに関しては 医療現場の声を最大限聞くように。  市

職員が民間企業の仕事を理解するため民間企業への出向なども。 （70

代〜・その他） 

●・遠くではなく、近くに旅行に行くようにする。 ・観光地に一度に

たくさんの人が押しかけたり、ホテルに一度にたくさんの人が泊まっ

たりしないように工夫する。（〜10 代・学生） 

●無駄な道を造らず上にあるような今ある設備を充実させて欲しいで

す。（30代・その他） 

●アイデアは今のところ模索中です。 発達障害だからこそできるこ

とを考えています。（20 代・その他） 

●保健師さんは今は激務ですね〜定年退職した看護師で手助けできる

場が有ればイイなと感じています。（60 代・その他） 

●・感染症対策として、全員傘をさして参加する日傘フェスをしたらど

うか？ソーシャルディスタンスを自動的に確保できる。 ・キャッシュ

レスフェスとして、現金の授受による感染を避ける。 ・敷地を囲って

入り口を作り、そこで検温、消毒を確認した人だけ入れるようにす

る。 ・食事が出来るスペースは設けるが、机の間隔を広くとり、他人

との飛沫感染がないようにする。（30 代・会社員） 

●浜松駅から中田島砂丘までバスで行き防波堤を西に歩いて弁天島ま

で行き電車で周遊するお気軽コースなどもっとアピールして欲しい。

（50 代・会社員） 

●マスクや消毒しなければ入店させない  家族で一人、注意する人

を決める （30 代・専業主婦） 

● 歩行者のスペースがしっかりと確保されている道。 （30 代・会

社員） 

●浜松には歴史ある場所が点在しているので、ウォークラリー,スタン

プラリーはどうでしょうか。  ①浜松「通」ウォークラリー 歴史、

経済などガイド付きのウォーキング。 例えば、浜松城、犀ケ崖など

「家康の散歩道」となっているところをガイドと歩く。 ガイドと歩く

ことで個人で歩くより知識が増え楽しめる。  ②浜松「遊」スタンプ

ラリー 子供も楽しめるスタンプを押して廻るコース 例えば、小学

校では歴史を学び始めるので家康にちなんだコースとか。 我が家の

子供は「小豆餅→銭取」の話を聞いて、その道を歩いてみたい、小豆餅

を食べてみたいと言っているので、スタンプをすべて押したら小豆餅

が景品としてもらえる、など。  ③浜松「食」ウォークラリー 浜松

(遠州）には地域の食べ物がたくさんあります。 遠州焼き、干し芋、

お平パン、しそ巻き、などなど。 例えば、それらの食べられるように

なった歴史や民俗を学びながらお店や工場を廻るコース。 その場で
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食べることが出来ればいいが、コロナ禍では出来ないので少しお土産

がもらえる、など。  私は中区に住んでいるので、中区周辺のコース

を例として出しましたが、浜松には様々な学べる箇所があるので、コー

スはたくさん準備できると思います。 金額は無料もしくは５００円

ぐらいまでなら気軽に楽しめると思います。（40代・専業主婦） 

●私の楽しんでいる、スクウェーアダンスとラウンドダンスは全国組

織で活動しています、 全国大会も各地で開催されていますが、浜松市

内は大きなホール無いので、開催できません 浜松市内の開場は小さ

すぎます、６００人以上のダンサーが踊れる会場を作って頂きですね、 

今から、会場を作っても完成の頃には新型コロナウイルスも収まっ要

るでしょう。（70 代〜・自営業） 

●密にならないように人数制限をしてなるべくいい季節に外で開催。

（30 代・会社員） 

●加害者に対する罰則の強化(法案の設置)（30 代・自営業） 

●とくに今苦境に立たされている飲食店の方々の出店や、浜松出身の

ミュージシャン・アーティストを応援したいです。 県外からのお客さ

んがいるよりは、県民(もしくは市民)限定のイベントの方が安心して参

加出来る気がします。  もしくは、動画などの配信形式でライブが見

れたらいいなと思います。   第 1 テレビの「まるごと」が大好き

で見ていて、みやぞんやずんの飯尾さんなどはこの番組を見てもっと

好きになりました。ただ、静岡の番組なのに他県の芸能人ばかり呼ばれ

ていて、静岡は自分の県出身の人は応援する気がないのかな？と思う

こともあります。 新様式の生活で、県外移動もなかなか出来ない今だ

からこそ、静岡や浜松出身の人を応援するべきではないかと思うので、

そんなイベントや番組があるといいなと思います！（20 代・会社員） 

●書斎のようなスペースがついている部屋を誰でも気軽に利用ができ

る場所が理想的です。 不動産業、ホテル業と協力をして安い物件、無

料で使える場所があればテレワークなどに対応できると思います。（30

代・自営業） 

●宣伝、広告など SNS をやっていないと取り残されてしまう、特に高

齢者や主婦などに向けてテレビやラジオ、新聞などだれもが目に、耳に

する手段での告知がもっと増えるといいと思います。（50 代・その他） 

●もっと、里親の会を開く。在宅勤務で自宅に要るが癒し系が少ない。

（40 代・会社員） 

●本当に調べてほしいです。（40代・会社員） 

●１。街中自転車専用道路整備   行ったことはないのですが、聞い

たり、WEB で調べてみると   オランダ生活での自転車との密接な

関わり   があるようです。   短期的には無理でしょうが、中長

期ビジョンで、特に街中は道路を狭くし、   自転車専用道に変えて

しまうことはどうでしょうか ２。富山の LRT のような、郊外と街中

を結ぶ交通網の整備   かなり前から取り上げられ、財務面から、難

しいと思いますが、   市内交通を１企業に任せてしまうと、利益思

考になってしまうのは仕方ないことだと思います。   富山の LRT

は JR 富山駅に乗り入れ、JR 改札を出て雨に濡れず１分で乗車可能   

赤電のように、JR からの乗り換え、バスの乗り換えに、デパートの横

を通るような   企業ファーストにはなっていない ３。街中でも

ゆったりとした緑の空間を確保   例えばアクト通りの側道を、駐

車場にだけ出入りできる最小限に減らし緑を増やす（60 代・会社員） 

●外国人を受け入れた学校、企業はその外国人が犯罪を犯したら連帯

して責任を持ってもらう。 （30代・専業主婦） 

●浜北森林公園のような場所を増やして欲しい。 できればもっと原

始的な遊び（泥んこなど）できると理想的。（30代・専業主婦） 

●市の職員一丸となって、冷静に分析なさっていただき、発信していた

だければありがたいです。（40 代・会社員） 

●現在、コンパンオンや風俗店の皆様は特に世間の目も厳しく、閉塞感

と潔癖さが過ぎる世の中になっています。彼女達の頑張りが日々のス

トレスを癒やされ、活力を貰えた人は多い筈です。苦難の時代に真っ先

に切られるのは、華のある世界です。 夜の世界は議論にあげる事さえ

非難の対象になる事が多いのですが、彼女達を見捨てて良いのでしょ

うか？  昔、都立水商業高校という小説が話題になりましたが、その

世界のラストは、風俗で頑張っている彼女達が報われ、平等に扱われて

います。子供達の教育に良くない側面は確かにありますが、もっと彼女

達を認め、救う場を作るべきではないでしょうか？  2週間前後の徹

底的な隔離と行動追跡を大前提に、夜の街を昔のように遠慮なく楽し

めるエリアやイベントを、コロナがもう少し落ち着いた頃合で作って

も良いのではないかと思います。（30 代・会社員） 

●コロナ禍によって衰退している産業も多くの工夫をし、多くのチャ

レンジや変化を伴い、淘汰されてしまう事業者と生き残っていく事業

者に今後一層分かれていくのではないかと思います。 そんな中でコ

ロナ禍だからこそ生まれた事業者の工夫やアイデア、努力が浜松市民

にも伝わるのようなイベントを開催してもらえたらと思います。（30

代・自営業） 

●地下鉄を作る（〜10 代・学生） 

●画面ではなく直接会って楽しみたいので、公園など屋外での開催や、

郵送で参加賞が届くのも嬉しいです。（40代・自営業） 

●大学や専門学校等を拡大して、学生が溢れる街は、活気があって良い

と思います。 観光地の整備としては、中田島砂丘等をもっと人が行き

やすい環境、イベント(プロジェクションマッピング等)を考えて欲しい。

浜松城も同様。（40 代・会社員） 

●ゴルフを始めてもいいかも。（30 代・その他） 

●海側に「一条堤」ができました。見学に行きましたが、景色もよく距

離もあり、マラソンするのに良いなと思いました。 堤を利用したマラ
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ソン大会はどうでしょうか？（70代〜・その他） 

●家康ゆかりの歴史遺産のアピール。市民も再認識できるツアーの開

発。新浜松土産の開発。浜松東照宮のグッズの開発。（40 代・会社員） 

●浜松駅周辺の活性化 導線を考える バスの便を良くする（60 代・

その他） 

●各家庭に、パソコンもしくはタブレットを配布。（50代・その他） 

●アプリ等でスーパー、飲食店の混雑状況が分かるといいです。今空い

てます！とか。空いているならあそこのお店でごはんを食べよう、と飲

食店の応援もできると思います。（30 代・会社員） 

●其の一 浜松城の周辺に城下町を再現する。春には桜が咲き、秋には

紅葉が楽しめる。町には浜松由来の品物を扱うお店が立ち並ぶ。遠州灘

や浜名湖で採れた新鮮な魚介や地元特産の野菜、スイーツが味わえ、工

芸品も並ぶ。地酒の利き酒やお茶の飲み比べもできる。 他に体験型施

設として、戦国武将や姫、江戸時代の武士や町人の格好が出来ると面白

い。また法被を着て浜松祭りの凧揚げ体験も。 県外の観光客だけでな

く、地元浜松の人たちも楽しめるよう地元企業と協力して常に新しい

ものを発信する必用があると思う。  其の二 水族館。うちはウォッ

トが大好きでもう何回行ったか分からないくらいです。しかし、最近は

コロナのせいて全く行けません。水族館は換気が悪いイメージがある

ので、行くのを躊躇してしまいます。そこで、ウォットに換気のしっか

り出来る開放的な水族館に生まれ変わって欲しいです。せっかく遠州

灘と浜名湖があるのだから、誰が何度行っても楽しめるような水族館

がきっと出来ると思います。  其の三 密にならない工夫のある図

書館。蔵書の品揃えもバッチリ。タブレットで映画も見られます。 一

番の特徴は席がパーテーションで区切られていて個室常態になってい

ること。しかし、圧迫感のないよう、天井を高くして、さらにガラス張

りにして空が見えるように設計。解放感を出す。コーヒーやスイーツも

楽しめる施設。（40 代・その他） 

●少子高齢化で過疎化が進む地域に商品やサービスを届けられる移動

販売車（モビリティビジネス）に可能性を感じています。一方で移動販

売車が成立しているのは、人口密集地域の都市部であり、地方での発展

にはまだ課題があります。 そこで公共空間を開放しながら、移動販売

車が発展しやすい環境にしたり、街づくりとしても、公共空間を利用す

る方にメリットがあるようなモデルを作れないかと考えています。（30

代・会社員） 

●浜松市の子供の医療費助成は、現在、東京都23区よりも助成期間も、

助成する金額の手厚さも少ないのが現状です。 他の自治体において

も、任意の予防接種の無料化や、0 歳児の間のオムツの配布など、積極

的な取り組みがみられます。 妊婦健診においても、全額補助をしてい

る自治体もあります。 上記に挙げるような、他の地方自治体を参考に

した取り組みを少しでも取り入れて子育て世帯のサポートをしていた

だきたいと思っております。 （30 代・会社員） 

●募金、ネット上での募金。（30代・会社員） 

●児童養護施設の子供たちの就職サポートのネットワークを構築する、

家賃に対する補助金を出す。（30代・会社員） 

●人の不安を吐き出す仕組み その上で大切な事を話し合う。（30代・

自営業） 

●緊急事態宣言が解除されても、会食や集まりに対しての世間の目は

厳しく、参加しづらい。 感染症対策はもちろん必要だが、世間の目か

ら見て、こうゆう対策をすれば会食は全く問題ない。と言ったはっきり

とした指標を市民に周知する事で、周りの目を過剰に気にすることも

なく、もう少し出やすくなると思う。（30代・自営業） 

●県外・国外の企業の誘致。 街中を舞台にして、日中・夜を通した交

流会。（30 代・自営業） 

●飾り物をつける（20 代・会社員） 

●補助金をお願いしたいです（50代・会社員） 

●定期的な金銭補助に関しては、市内で使える商品券などを毎月配布

して欲しい(1 人当たりいくら、もしくはひと家族にいくら)。市内でし

か使用できなければ、市内の事業者のもとへ回るので地域内の活性化

に繋がるのではないか？  事業者への補助については、上記のよう

に地域内でお金を回したり、税制の面で優遇、猶予をつけて欲しい。廃

業する事による長期のマイナス影響を回避した方が良いのではないか

と。  また、医療従事者の業務内容と対価が見合っていないように感

じる。コロナ禍において医療体制が充実している事は大前提であるの

で、医療従事者が報われる環境を作って欲しい(他に使用している予算

を回しても良いと思う)。  不景気だと言われている間に、外から新

たな事業者を呼び込めるような活動もあって良いかもしれない。事業

者が増えれば雇用や消費も増え、地域としては活性化に繋がるのでは

ないか。上記のような事業者への補助、支援を明確に打ち出し、浜松で

事業者がしたくなるような環境作りが出来れば、いっそう浜松が盛り

上がっていけると考える。（30 代・会社員） 

●浜松市のホームページ、広報、市長や議員の皆さんの SNS をフル活

用して情報発信。 浜松市は感染、感染者が出てしまったお店を守りま

す！ だからみんなで助け合い守り合いましょう！ と発信し続けて

ください。 浜松市で相談窓口を設置してもっと多くの声を集めて安

心を与えてください。（40 代・自営業） 

●医療センターの矢野先生に監修頂き、自治会運営や地域活動におけ

るガイドラインを策定する。（40代・会社員） 

●浜松は、役所も商工会議所も、ものづくりへの依存が強過ぎると思い

ます。 もちろん、基盤ではあると思いますが、もっと学校も企業も役

所も心の在り方を見つめ直す時ではと思います。 考え方、心のあり方

が変われば、行動が変わり、風土が変わり、成果も変わると期待します。



公益社団法人 浜松青年会議所 市民生活向上委員会 

（50 代・会社員） 

●街中に定期的に朝一や陶器市をやってほしい（30代・会社員） 

●ワクチン接種以外ないです まずはここからスタートですね （50

代・会社員） 

●市が率先して仕事も両立できることを発表する。 （30 代・自営業） 

●LINE 公式アカウント作成。  オープンチャット(グループトーク)

で参加者が自由にお得情報を流せる。必要な情報が流れないよう質問

は無しで（未回答・未回答） 

●各種 SNS や広報での継続的な周知。 「新規登録店の紹介」 「お

すすめメニューの紹介」 「PCR検査所の混雑具合」 など（30 代・

その他） 

●ウーバーイーツの協力店舗を増やす取り組み。補助金など。 ウーバ

ーイーツの配達員の人数を増やすためのサポート。 ウーバーイーツ

を利用した時にかかる手数料を市町村が一部負担などをして利用者が

利用しやすくする。 （20 代・その他） 

●上に書いたように公園の整備をしてください。（60 代・その他） 

●アイデアではないですが 

この企画がただのみんなの投稿を受けるだけのイベントで終わらない

ようにしてください。（60 代・その他） 
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5 自由回答（⑥これからの新生活において、

どんな事業（イベント）があると参加した

いと思いますか？） 

●やはり花のフェスティバルです（50 代・自営業） 

●ヴァーチャル商店街。 単なるネットショップではなく、アバターな

ど使ってゲームの中のように移動して、各ショップを訪れる雰囲気を

味わえるものがあったら面白いのではないかと思います。（50 代・専業

主婦） 

●街中ウォーキングスタンプラリー的なもの（運動不足の解消にもな

るし、個々で行えるので密にはならない）（20 代・会社員） 

●地産地消のイベントの開催 食べ物だけでなく、地域のためにして

いる事業の発信の場を作って欲しい。 たくさんのいいものが埋もれ

ていると思うので、製作物やサービスを伝えられる場を設けると、浜松

発信のものが一層増えると思う。なお会場へのアクセスは、自動車でも

バスでも行ける場所にしてもらいたい。（50 代・会社員） 

●リモートでのコンサートが容易に参加出来るなら良いですね（50代・

会社員） 

●幼児が楽しめるイベント （40代・会社員） 

●だから大喜利大会ですよ（40代・自営業） 

●リモート旅行（30 代・会社員） 

●イベントをしている時期では無い。（50代・未回答） 

●プロミュージシャンのライヴ、アマチュアミュージシャンの音楽イ

ベント （50 代・会社員） 

●上記と一緒  有名な選手が出るスポーツ大会かあったら見に行き

たい。 又、クラシックやジャズのコンサートもお手軽価格で聞きに行

きたい。 有名な人はなかなか浜松には来てくれません。（60 代・会社

員） 

●コロナについてあまり知らずに生活している方が多いと思うので飛

沫感染など、どのくらい飛ぶのかを化学実験を通して理解できるよう

なイベント（〜10代・学生） 

●今はコロナ禍なので、仕方ない事が多いですが、落ち着いたら、また、

渚園あたりで、ライブや、フリーマーケット、そして、花火大会を盛大

にイベントとして、盛り上げて欲しいです！（50 代・専業主婦） 

●スカイダイビングの体験（〜10代・学生） 

●環境問題 デジタル化の可能性 スマートシティとは？ 浜松市の

可能性 森林関係（40 代・自営業） 

●やっぱり凧、屋台 ブラス盆踊り最近見ないですね? （50 代・未回

答） 

●コロナが終息した後に 街中賑わい施策（キャッシュレスで還元な

ど） 

●の実施 （40 代・会社員） 

●身近な地域行事、身近な行政参画、身近な社会参加を目指した事業  

高校生くらいの年代の方々が同じ釜の飯を食う活動（60 代・専業主婦） 

●やっぱりお祭りが昨年なかったので、とても寂しく感じました。いつ

までコロナが続くのか分からない中、お祭りはしたいなと感じます。

（40 代・専業主婦） 

●既存のイベントのままで、購入方法や参加方法を変えて欲しい。 オ

ンラインで予約（取り置き）してから店舗で購入したり、人数制限や予

約・抽選で入場できるイベント希望。 気晴らしの意味も含めて、足を

会場に運びたい気持ちが大きい。（30 代・専業主婦） 

●屋外で感染対策をしつつ、アウトドアをしながら何かを学べるよう

なイベントがあったら参加したい。（40 代・会社員） 

●散歩 ランニング（40代・自営業） 

●浜松の特徴を生かしたもの食、歴史を生かしたもの産業 NHKいだ

てんの時代の浜松など年をめされた方も喜ぶではありませんかね。（40

代・会社員） 

●イベントというか、市野イオンやコストコ付近の渋滞が悲惨な状況

なので、南区等に大型ショッピングモール等の誘致を希望します。（40

代・会社員） 

●鬼滅の刃などのアニメのイベント（〜10 代・学生） 

●オンラインを活用したものなら私たちも参加できます。（20 代・会社

員） 

●コロナ禍がおさまり次第、日本中から浜松市に人を呼んで行う夏祭

り(ガーデンパークなどで)（50 代・会社員） 

●コロナ収束するまでは、無し！（60 代・その他） 

●好きな映画を観に行きたくても、密になり感染が心配で映画館に行

けない人達に、 ドライブインシアター。 アーチストのコンサートを

野外で、密にならないように、 ドライブインコンサート。（50代・会

社員） 

●おひとりさまランチ推奨とかあれば飲食店の応援になる？ いまは

皆で行動というのが駄目なので、人を集めないことが肝心かと。（40代・

その他） 

●お金に関するイベント。 子連れでも参加できるものが望ましいで

す。 （30代・専業主婦） 

●親子で農作業、工作、実験など、いろいろな体験、経験をできるイベ

ント。 （30 代・専業主婦） 

●映えスポット写真ラリー（30代・会社員） 

●VR 体験会。 マスク作り教室を開いて欲しいです。 （30代・専業

主婦） 
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●世界を見て島国根性脱出。例えば、YouTube に出て居る浜松に住む

アキーラ氏、レイコワールド氏などの講演会。是非市長さんにもお願い

します。（70 代〜・専業主婦） 

●自粛中でも家庭でできる料理やお菓子などを教えてくれるイベント 

外で人との距離を気にせず遊べるイベント（ゴーカートなどできるイ

ベント）（20 代・学生） 

●もう、個人個人が、地域の垣根を超えてつながって行けばいいと思

う。 市の方で、例えばここの公園が雑草が多いからこの日に清掃活動

手伝ってくださいと、地域の活動アプリか何かで募集をして、それぞれ

行ける日に参加を募る形にすればいいのではないか、強制参加で参加

しない人は罰金するなんていうのはもはやボランティアではない。 

自主防災組織についてもそもそも有事の時は仕事や、レジャーなどで

その地域にいない人も多く実際機能しないと思われるので、浜松全体

で、興味のある人が参加し実践的な訓練をした方が有意義なのではな

いか（40 代・会社員） 

●春には浜松祭りをワクワク感じ、夏には地ビール、秋には佐久間龍山

水窪、冬には強風をと浜松市の文化や歴史や特性を身近に感じられる

イベント。 または去年の流行りに乗って超ウルトラスペシャル大盛

り食で県外からも人が宿泊してくれるよう、舘山寺や弁天でイベント

行うなどあれば、地元民も私も参加して騒ぎたい楽しみたい笑い合い

たいと思う！（40代・会社員） 

●野外のミュージックサマーフェス。（40代・専業主婦） 

●浜松の美味しいものを紹介するイベント（〜10 代・学生） 

●コロナに配慮しながら安全な環境で親子で参加できるイベント（30

代・会社員） 

●広場で、お友達と思いっきり体を動かせるイベントがあると嬉しい

です。(小学校 2 年生の息子が考えました。)（30代・会社員） 

●既存店、個人事業主と協力して街の活性化。 例えば、商店街活性化 

テレビでやってたシャッターに絵を描き、情報番組に取り上げてもら

い商店街を知ってもらう 商店街祭りみたいなのをやって 空き店舗

を一時的に個人事業主に貸す フリーマーケットなどをやっている人、

絵や工芸品の作家やテーマにあった人や店で埋めて集客する。 スタ

ンプラリーするとか。 密にならないようにして短時間で数多く店を

回ってもらうことにより、 商店街の良さを知ってもらう 場面によ

ってアイデアはいくらでも出せる 観光地がいい所、良い物がたくさ

んあるが、アピールが少ないと思う 伝統工芸とか昔からの製法とか

アピールして伝承してもらいたい 市全体を活性化させていただきた

い（50 代・専業主婦） 

●コロナ対応は資格がないとできないことばかりです。職を失う人が

多数おられるのですから資格がなくてもコロナで困っている人を職を

失った人が助けられる仕事を創出して頂きたい。（60 代・会社員） 

●これから、各旧市町村でアクトの１F で大文化祭とかやれば、弁天島

新幹線駅作業中のような写真展や N ゲージイベントを出せればいいの

ですが、資金とバックアップが必要です。  （60代・その他） 

●子どもが楽しく自由にのびのびと参加できるイベントがあったら行

きたいです。（30 代・その他） 

●餃子を家で食べる】 ・餃子を家で食べる日もしくは期間を制定す

る ・その日その期間は浜松市民が一丸となって餃子を買い食べまく

る ・家で食べればコロナも気にしなくて済む ・市民が一丸となった

結果、日本一の座を奪還する ・ついでに何らかのギネスも取っちゃ

う ・浜松人口の底力を見せつける ⇒限界突破に挑戦！！  胡麻

油のチャンス！(協賛しようかな、、、)  【モノづくり展の開催】 ・

浜松はモノづくりの街 ・企業、学校、個人が得意の分野でモノをつく

る ・どこかの会場でつくったモノをお披露目する ⇒ただの自己満

になるかも、、、  ※もし今年も浜松まつりができなかった場合 【凧

を揚げる】 ・5 月 3,4,5 日の三日間で凧を揚げる ・コロナの収束、

医療従事者の応援、世界の平和 ・願いを込めた凧を子どもたちと一緒

に作る ・作った凧を揚げる(理想はみんなで、難しければ少人数で) ・

その様子をケーブルテレビウィンディで放映 ・浜松市と市教育委員

会との連携 ・小中学校でいちから凧を作って、絵も描く ・SDGs の

凧も作る、最終日に揚げる ⇒その時代にあった凧揚げをする  凧

をつくる糸をつむぐ技術の継承を滞らせない   【御殿屋台を出

す】 ・コロナが収束した後 ・ある程度の期間、街中で歩行者天国を

実施する ・数町ずつ、順番に御殿屋台を出す ・御殿屋台とお囃子の

披露 ⇒子どもたちへ失われた機会の提供  初心に戻って子どもた

ちのまつりをやる（40 代・会社員） 

●after コロナではなく、with コロナを実現していく為のイベント。 

（30 代・自営業） 

●ハレの日より、ケの日をより豊かにしたい気持ちがある。 なのでイ

ベント頼みはちょっと寂しくて。 浜松祭りなど。  なので２ の設

問に戻る必要性があるかなぁとも思います。（50代・専業主婦） 

●何も言えないどうぶつの代わりに パネルや写真などで 訴えたら、

募金活動のお手伝いをしたいです。 海鳥の親が、子供に、色とりどり

のプラスチックのゴミを口の中に入れているのを見て ショックを受

けました。 氷がなくて、溺れる白熊の赤ちゃん。 など。 他の生物

の生活を脅かさない生活形式にする。 環境問題を真剣に考えたいで

す。（40代・専業主婦） 

●3 歳未満児を抱える子育て世代へのサポートを充実して欲しい。 

(家事手伝い、シッターサービス等の割引券の発行など)  家で子供と

ずっと 2 人で息抜きの場所が無くなったと言う声をよく聞くので…

（30 代・会社員） 

●電車運転士体験 無菌室体験（40 代・専業主婦） 
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●コロナ患者、その家族体験談（40 代・会社員） 

●外で楽しめてお金がかからないイベント  物よりも気持ちが満た

される体験がしたい。（40 代・会社員） 

●子供達は地域のお祭りや学校の行事などが 無くなって本当に可哀

想だと思います。 子供達が安心して楽しめるイベントがあったら 

参加したいです。（30代・自営業） 

●リモートでも現地参加でも楽しめるイベントが増えたら嬉しいです。

e スポーツなど VR を使ったり、世界中とつながるイベントもあったら

参加したいです。（30代・会社員） 

●コロナウィルスに感染する心配のない楽しいイベント（30 代・自営

業） 

●市役所の放送で換気の時間に音楽をながすなど、空気の入れ替えを

促す。（30 代・専業主婦） 

●健常者と障害者が楽しめる会（40 代・専業主婦） 

●歴史上の勉強会です。 絶対必要です。 家康の散歩道をもっと掘り

下げ、実際にイベントとして歩いて見るとか、家康の恰好して三方ヶ原

の戦いを再現してみるとか、面白いと思います。 家康が何故あの戦い

で、領民に殺されなったが分かると思います。光秀と何が違うか知りた

いです。（60 代・未回答） 

●僕の周りには、いろんな地域からやってきた人がたくさんいます。 

みんな単身なので、僕と同じく引きこもりです。  その人たちが交流

ができる事業を計画したいです。 浜松に来て良かった！と想ってい

ただきたい！  ○オンライン懇親会 ○農業 ○清掃活動 ○障害

者と交流 ○御高齢の方と交流 ○幼い子たちと交流  などなどで

す。（40代・会社員） 

●検査・ワクチン実施会場の設置、リモート開催各種イベントの充実化

（30 代・会社員） 

●子供用のＷＥＢライブ配信イベント（アニメなどではなく教育要素

が強い有意義なイベント、具体的には思いつきません）（30代・会社員） 

●浜松市のホテルやレストランの商品券が当たる抽選会とかがあった

ら嬉しいです。浜松に住んでる人なら参加出来て、いつも泊まれないホ

テルとかいつも高くて食べれない食事とかが沢山の人に当たればいい

なーと思います。（50代・会社員） 

●スポーツ（鑑賞も含む）や音楽のイベント。 浜松の特産品のイベン

ト。（30代・自営業） 

●①子供向けの地元のバスのイベント むかしのバスやバス停は、ど

んなかんじだったか? 市営バスって、どんなバス? バスの仕組み 

バスの運転手になるためには?  ②ものづくりの街 浜松 地元の

木や布などを使ったワークショップ  ③自粛ストレス解消イベント 

体を動かす、お笑い、歌う、野外ライブ（40代・その他） 

●浜松市内での、ポケモンゴーのようなもの。（40 代・その他） 

●街中でのイベントを増やす 各飲食店が参加して、各店に集客でき

るきっかけのもの ハマジャムのような事業を頻度良く行う（20 代・

その他） 

●・市民によるデジタル目安箱 ・キャッシュレスのポイント還元 ・

このようなイベント ・浜松市内のゴミ拾い参加するとマイナポイン

トが貰える等 （30 代・会社員） 

●したくない！（40 代・自営業） 

●浜松まつり！  23 年の大河ドマラに向けて、家康公をフューチャ

ーしたイベント  音楽の街として、ホールでも街なかでもいつでも

音楽とふれあえるイベント（40代・自営業） 

●お得だと思える企画だと参加したくなります。  今回の企画は、自

分の意見も言えて プレゼントももらえるお得な企画です！（30 代・

会社員） 

●リモートワーカー(個人事業主)のためのコンサルやセミナー。私は還

暦なのでシニア向けの SNS 活用実践スクール。ビジネス YouTube の

始め方講座などを希望します。（60 代・自営業） 

● いま、スマホありきでのイベントが多いので、金銭的にガラケーを

利用している私にとってはあきらめることが多くなってきました。も

っと平等に利用できるようにしてほしいです。（30 代・専業主婦） 

●市長に届く市民の声を 聞いてもらうイベントなど  市民あって

市長だし 当たり前のこと しっかりとやってもらいたい （40 代・

その他） 

●新生活という言葉は嫌いです。 地域のお祭り。元気になります。

（50 代・会社員） 

●今はどんなイベントにも参加したくない（30 代・会社員） 

●複数人の集うイベントである限り、コロナが落ち着くまで参加する

ことは難しい。 オンラインの会議システムでのイベントであれば参

加しやすい。  私事ではありますが、現在 NHK 主催の西洋古典に関

する講義をオンラインで受講しています。これは元々東京でしか参加

出来なかったものが、オンラインを通じて浜松にいたままでも受講が

出来る様になったものです。これはコロナ禍でオンライン化が進んだ

ことのメリットとも言えます。  つまるところ、オンラインで浜松の

イベントを開催することで、浜松に少し興味があるけど遠くに住んで

いる人にも参加してもらえるのでは無いだろうか。  個人的な願望

としては浜松城にいた頃の徳川家康の行動を教えてくれる講義などが

嬉しい（20代・会社員） 

●運動で躓くのが、1人だと継続が難しい点です。 ・一緒にやる仲間

が出来る ・コロナ対策(屋外で密にならない) を考慮した継続的なイ

ベントがあるととても嬉しいです。（30 代・自営業） 

●リモート会食（20 代・会社員） 

●オンラインのイベント。（40 代・会社員） 
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●楽器の街をもっとアピールして欲しいです。市民が身近に色々な楽

器が体験出来る。定期的に大会などを開催して欲しいです。（50 代・会

社員） 

●FP の方を招いてのオンラインセミナーや個人オンライン相談 就

職氷河期世代や仕事に就き辛い方々へのオンラインでのスキル獲得の

為の様々な講座（40 代・その他） 

●オンラインで浜松観光。 先日、旅行に行けないのでせめて浜松に観

光にきた気分を味わおうと、浜名湖 SA に行き、食事をしてお土産を買

ってきました。 浜松にいても、知らないスポットなどあるので、紹介

してほしいです。（40代・その他） 

●コロナが落ち着いたら、広い敷地で行われる地元の野菜や食べ物、ハ

ンドメイドのものが買えるマルシェにいきたいです。 浜松はパン屋

さんがおいしいところがたくさんなのでパンフェスなども行きたいな

と思います。（30 代・会社員） 

●親子でスポーツイベント（30代・会社員） 

●関係ないことですが、この状況が落ち着き、また少年の船が実施され

ることを楽しみにしております。（20 代・学生） 

●野外フェス ドライブシアター  （30 代・自営業） 

●失われかねない昔からの伝統行事や文化遺産保護を行うため補助金

や対策（歩行者天国など）を行い、まずは活性化の糸口を作り出してほ

しい。 それらに魅力を感じられた人達が、活性化のアイデアを作り出

してくれるのではないか?（50代・会社員） 

●音楽フェス（20代・会社員） 

●家で参加できるイベント 浜松まつりは参加しないです。（30 代・専

業主婦） 

●コロナ禍で、各々が家での時間を趣味などに有効活用していると思

うので、 それらを外に発信できる場があると面白そう。（20 代・未回

答） 

●落ち着いて 混雑しない イベント（60 代・会社員） 

●どんなイベントよりも、色々なイベントを知ることと出来る新しい

サイトが欲しいです （30 代・自営業） 

●ゴミ拾いイベント。浜松の町をキレイに住みやすい場所にしたいか

ら（40 代・会社員） 

●浜松に住んでいる者に浜名湖の良さをもっともっと教えてほしい。

買うとか食べるとかではなくて パワースポットとか ちょっと行っ

てみたくなる場所などを紹介してもらいたいです。ちなみに、私が一番

好きな風景は、舘山寺山の富士見岩 あそこから 富士山が見えた時

の感動は筆舌に尽くしがたいものがあります。まずは、浜松市民の皆様

と その感動を分かち合いたいです。（60代・専業主婦） 

●町村単位、学校単位での、遊園地や、コンサートやスポーツ観戦への

貸切招待。  春から夏にかけての野外ビアガーデン。（50代・会社員） 

●浜名湖をきれいにしよう。ゴミ拾いキャンペーン！（50 代・自営業） 

●障害者などと交流出来るイベント（50 代・会社員） 

●物産展(特に九州) 浜松 goto eat 浜松 goto トラベル（20 代・会社

員） 

●このご時世ですので密になる事を避けなければいけませんが、浜松

市だけではなく色々な地域の特産物を扱った展示会などあれば良いな

と思います。 その地域の良さを知れば「今度旅行に行ってみようか」

など、その地域へ行くきっかけにもなると思います。 あと、ふるさと

納税の返礼品をそういった場で実際に見たり食べたりする事が出来れ

ば尚良いなと思います。 有名な鰻やお茶やみかんだけではなく、浜松

市はたくさん美味しい食べ物やステキな製造品があるので隠れた名品

を色々な場で知ってほしいなと思います。（20 代・専業主婦） 

●公園など屋外での子育てイベント。予約制も場合により取り入れれ

ば密を防げるので。（40 代・会社員） 

●浜松市の物(野菜、お茶、お菓子等)が購入できるイベント(予約制)（30

代・専業主婦） 

●砂山銀座でたまにやってる朝市イベントみたいなやつ。 タイミン

グよく近くを通らないとわからないのがもったいない（30代・その他） 

●晴天下でのマルシェ(オシャレ感必須)（60 代・会社員） 

●外で、マスクをしても出来る体験。  事前に居住地の確認。 行動

の確認をして、 予約制で行ってもらうと安心。  ニュースになって

いるイチゴ狩り等、 地元の観光業界を盛り上げられる企画  （50

代・自営業） 

●古市憲寿・落合陽一・堀江貴文などオンラインで活躍されている有識

者を呼んでトークセッション。エンジン０１みたいなやつ。（40 代・自

営業） 

●ドライブスルー形式の販売。公園内での広場で人形劇が行われ、子供

が喜んだので、そういう広場でまたあるとよいと思う。（40代・自営業） 

●ネットで参加するダンス大会や写生大会  天竜区や北区での家族

単位でのアウトドア体験   過疎地の空き家に仮入居する体験会 

（40 代・会社員） 

●屋外イベント。 屋外で安心していっぱい買い物したい（〜10 代・

学生） 

●餃子フェスは続けて欲しいし、 何に数回になると嬉しい 他の食

のフェスもほしい！（30代・会社員） 

●コロナで補助金のない、小さな店屋。 例えば花屋や農家の生産者。 

屋外でいいので、青空市で感染対策しながら販売してほしい。  破棄

するものが減少すると思うし、財政が少し回ると思う。 （40 代・専

業主婦） 

●やはり商品券は 500 円でもお得ならみんな買うと思います。紙や印

刷にコストがかかるならポイント(アプリ)でもいいと思います （30
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代・会社員） 

●地域で初子さんを祝う祭り、生まれた子を祝福しましょう  初子

さんにお金おたからない祭り（40代・その他） 

●上で提案したから 堤防道路を歩く会 津波避難タワーにも登って

みたい（60代・その他） 

●循環をテーマにしたイベント。ごみの再利用や地域の循環を生むイ

ベント。（30 代・自営業） 

●LOM 同士で Web などを通じてお互いの例会や事業に参加できる様

な横の繋がりを創出し、互いの刺激しあい、情報交換など出来ると、こ

の時代より良い JC 運動になると思います。（40代・会社員） 

●LIVE 「B\'z」 B 級グルメフェス （40代・会社員） 

●大きな公園での屋台村。 喫茶店でのコンサート。 浜松駅前のライ

ブスペースに、椅子を置いてほしい。（50代・会社員） 

●オンラインでのセミナー。（30代・会社員） 

●上記事柄および ・音楽の町浜松だからこそ、コロナ禍におけるライ

ブイベント(駐車場の車内でソーシャルディスタンスを守れる等)を行

い、その売上金を浜松にある全てのライブハウス、スタジオ、クラブに

還元する。…ライブイベントに SUZUKI 割を作る…SUZUKI は良い宣

伝になる とかワクワクできる、浜松やるなあって、みんなでコロナ禍

を乗り越えようって思えるようなイベント。 （30代・会社員） 

●そこまでは考えれないが、何か活気溢れる物を、若者中心で出来たら

楽しいですね。 私は、40 代ですので中々パワーを発揮するには厳し

いですが、若者達の笑顔があれば一緒に盛り上げて行こうと思える。

（40 代・自営業） 

●浜松市に来る人は駅や街中をみて「こーゆー場所なんだ」と判断する

と思うので是非街中を盛り上げ浜松の魅力をアピールしてもらいたい

です（40 代・自営業） 

●地元の美味しい食べ物を用いるイベント（40 代・その他） 

●気軽に参加できる色んなジャンルのオンラインイベント数を増やし

て欲しいです。VR 等を使用したイベントも参加してみたいですね。（30

代・自営業） 

●去年は花火が見れなかったので、1 日で数カ所同時に花火を打ち上げ

て欲しい（20 代・会社員） 

●コロナですさんだ心を癒す 心温まるイベントをお願いします（40

代・会社員） 

●免疫力が高まる様なイベント、気功体操、健康研修、健康教育をやっ

て浜松市民の重症率が明らかに低いと内外に知らせる事により、全国

モデルを作ったら良いと思います。（60 代・その他） 

●有名人や歌手がくれば（30 代・会社員） 

●みんなで軽い運動ができるようなイベント（30 代・会社員） 

●スポーツ観戦 子どもの農業体験 野外音楽フェス 接客、調理を

すべて機械で対応するファストフードのお店  （30 代・会社員） 

●食べ物イベント、サッカー     などのスポーツイベント。映画などの

割引。（40 代・会社員） 

●結局コロナがなくならない限りなにも楽しめないと思います。（20

代・専業主婦） 

●バイクの故郷祭りのようなオートバイの売り手の為のイベントでは

無く。 乗り手が本当に楽しいって言える事業に参加したいです。（30

代・その他） 

●浜松はコストコとイオンしか行く所が無い と言われないように 

名古屋の大須のように商店街に活気を（50 代・その他） 

●他の業種の方と繋がることができるイベント。（20 代・会社員） 

●B 級グルメやキャンピングカー展示などの野外イベント。感染対策

をした上で、バスツアー、旅行。（50 代・自営業） 

●スポーツや屋外活動に関するイベント。 コロナ以前から解消され

るといいとおもっていた、観光地の混雑緩和や渋滞緩和に向け、学校で

も年に何日かは自由に休める日を設けて、旅行時期が分散できるよう

な工夫ができないか？こどもの有給休暇、のような。（30 代・会社員） 

●大河ドラマの豪華出演者が登壇するイベント。(以前浜松城でやった

時のような) 保護犬・保護猫の譲渡会。 もっと若者に人気なアーテ

ィストのライブを浜松でやってほしい。 （50 代・専業主婦） 

●イベントが無くなったり、内容が変わってしまってつまらないです。 

感染症対策には慣れてきたと思うので今年は祭りなど開催して欲しい

と思います。（30 代・会社員） 

●人数を少なく、時間での入れ替え制で今まで例年やっていたイベン

トをしたい。（30 代・専業主婦） 

●家でも簡単、体感ストレッチ講座みたいなカリキュラムの配信や開

催（30 代・会社員） 

●WEBビジネス勉強会  WEB大交流会  （30代・会社員） 

●●PCR 検査 ●浜松再発見ツアー 街中ウォーク 各町探訪 浜松

での日本一機関見学 水窪、春野の星空鑑賞 HICE で開催されたよう

な各国の料理屋台や舞踊鑑賞 ワークショップ（60代・会社員） 

●オフィスワークでない、林業や農業等一次産業の転職や仕事体験会

（30 代・会社員） 

●地域の物産品や野菜、ポストカードやイラストなどのアーティスト、

手芸作家さんの作品などを展示即売するマルシェのようなイベントが

あれば行ってみたいと思います。  コンサートや演劇なども、アクト

シティなどの ホールから中継して、オンラインで 自宅のパソコン

から見られると良いなと思います。（オンライン観賞用のチケットを販

売） 

● （40 代・会社員） 

●芸術が見たい。 演劇や、コンサート、など、心が洗われるようなも
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の。（30代・会社員） 

●同窓会、飲み会（30 代・その他） 

●ドライブシアター（30代・会社員） 

●リアルとバーチャルが高いレベルで融合した新しい浜松まつり ・

新しい地域コミュニティの構築 ・デジタル（バーチャル）利活用ケー

スを構築 他イベントに展開可能とする  ※浜松地域インベントの

デジタルプラットフォームを構築する ・文化を世界へ発信&体感→行

きたいまちNo1となる ・全世代デジタル化による市民生活の向上（30

代・会社員） 

●●自分や周囲の人が感染してしまった場合の対策や正しい意識の持

ち方を具体的に知る機会があれば参加したいです。 人によってコロ

ナに対する意識の差があるのでそれを少しでも埋められるような知識

を付けられる機会が欲しいです。  ●食に関するイベントが全く開

催されなくなっているので、with コロナに対応できる食に関するイベ

ントができたら参加したいです。 （20 代・会社員） 

●市長や市議さんが、本当に市民のために考え、何を行おうとしている

のか？形式的なものではなく、お互いが真剣にぶつかり合うような議

論ができるような場であればぜひ参加しますが、今回のような予定調

和的な事業は、結局主催側に都合の良い部分しか拾われないので、この

私の書いたことも時間の無駄になるだろうと思いつつ、少しでも何か

届けば良いと願っています。（40代・自営業） 

●この様に市民から意見を吸い上げてもらえるイベントが有れば参加

したい。 （40 代・その他） 

●小さな子供やご年配をもつ家庭に対して生活必需品を無償提供する 

地元の学習塾と連携して、学校の授業をネットを使って学べる環境を

作る。 生活必需品を安く販売できるようなことをする 例えば定価

が 300 円ぐらいのものなら 1 割安くして 270 円とか 商品を限定して

（トイレットペーパー、洗剤など）小売業の方の協力が必要。 イベン

トに行けないので、オンラインで浜松市主催の無料コンサートを開く 

（ピアノコンサート、吹奏楽、有名な歌手のコンサート） 

●（40 代・会社員） 

●浜松市独自で YouTube チャンネルを開設して、日々どの様な活動を

しているのかを配信したら面白いかも。 コメント欄を活用して市民

の意見を取り入れたら面白いと思います。（30 代・会社員） 

●学生の相談出来る場所、企業説明会とかより、働く先輩の苦労や悩み

を話せる機会があれば仕事に対する不安が解消できるかと思います。

リモートで対人での会話が減り、いきなり外に出されても、子供の不安

は親には理解いたしかねます。せっかく入った会社にも適応できるか

不安です。（50代・会社員） 

●リモートワークなどパソコンに触れる機会が増えている状況なので

パソコンの知識があまりない人でも色んなことに対応できるように簡

単なパソコン教室などあったら参加したいなと思いました。（30 代・会

社員） 

●市町村のイベントを 分かりやすく して欲しい 浜松広報に 載

せてある イベントだけじゃなく（50 代・その他） 

●・子供を外で思いきり遊ばせながら、体験からたくさんのことを学ば

せることのできる、ボーイスカウトの冒険クラブのような機会がある

と嬉しいです。コロナ禍で子供まで鬱々としてしまうので、未来を担う

子供達がこんな中でも希望を持って学ぶ場があると良いと思います。

長引くコロナ禍で、ますます需要は高まっているのではないかな、と思

います。 すみません、青年会議所の仕事ではないのかもしれませんが

……（30 代・会社員） 

●お年寄り向けのパソコンやスマホ講座  大工から学ぶDIY（30代・

会社員） 

●楽器、オートバイ、浜名湖、天竜川の魅力を伝える事（70 代〜・専

業主婦） 

●地域活性化のためのイベント。 地元の食材や伝統工芸を紹介して

いるイベント。（50 代・その他） 

●地元の経済活動を活発に、浜松市を元気にできるようなイベントが

あれば参加したいです。浜松をもっと知りたいですし、理解したいで

す。浜松に住んで 4 年なのでまだ知らないことが多いため、これを機

にいろいろ知ることができればと思います。（40代・その他） 

●ＩＴＯ化のイベントや、デジタル化のモニター募集 （60 代・会社

員） 

●アートによる 感覚の共有、気づき、行動を 体験できる催し。（50

代・その他） 

●ウォーキング大会 花、野菜苗の販売会 （60 代・専業主婦） 

●子供が参加出来る、スポーツイベント。 （30 代・専業主婦） 

●通信網安定でイベントなどが提案出来るようになると思います。パ

ソコンを使い外部と接触できるサークルなどあったらよいかと。（50

代・専業主婦） 

●・「GO TO TRAVEL」ではなく、星野リゾートの社長が提案してい

た「マイクロ・トラベル」と推進すれば良かったと思います。つまり、

「感染予防」と「経済」を両立し、さらに「新たな価値を発見する」取

り組みです。 →水窪・佐久間・龍山・春野や北区の各町などの山間地

の魅力や価値の発見を、観光客が殺到しない条件で、マイクロトラベル

のような形で行う。静岡県内の旅行も、同様の条件で、分散的に行

う。 ・同じ会場に集まって何かをやるのでなく、同時に各家庭で何か

をやるイベント、たとえば、「市内のお店のテイクアウトで家族パーテ

ィーをする日」とか。いろんな何かの記念日（〇〇の日、とか、家族の

誕生日とか）を、「テイクアウト→家庭パーティー」でやるような雰囲

気づくり。 ・外食＝町中のお店の店内での食事、と決め込むのでなく、
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浜松市や商工会議所・青年会議所が主催して、「ふつうのお店が、テン

トでいつものメニューを出して、食べにくるような土日のイベント」

を、大きな駐車場で、中止になりにくいような（お店の負担が増さない

ような）仕組みで行う、など。（50 代・会社員） 

●対面と、デジタルの融合。  ローカルとグローバルの融合。（30代・

会社員） 

●生産者や卸業の人達の在庫処分市〈web でも〉（50 代・会社員） 

●浜松市の現状などの説明（70代〜・その他） 

●・コロナで悩んでいる内容は年代ごとに違うと思います。それぞれの

年代の悩みや意見をまとめて、浜松市に届けるような事業があるとい

いと思います。（〜10代・学生） 

●ストレスなく仕事ができる場所が欲しいです。（20 代・その他） 

●街中に人を集めるイベントを行い、そこに現在困窮している飲食店

や生産者等が出店をして、それぞれのお店や商品の良さをアピールす

るような場が出来るといいと思います。花火やプロジェクションマッ

ピング、最新技術の自動車試乗体験、eスポーツ祭などを計画して人を

街中に集める目玉を企画するといいと思います。（30 代・会社員） 

●浜松満喫散歩コース（50 代・会社員） 

●海にむかって大声で叫ぶ （30代・専業主婦） 

●外で楽しめるイベント 個人的には、釣り教室、キャンプ教室など。  

７０代の両親はコロナの不安により習い事もストップ、旅行も行けず、

家の中で過ごすことが多いので 年配の人が参加しやすい平日を利用

したイベント。（40 代・専業主婦） 

●ダンス大会（70代〜・自営業） 

●屋外でのイベント 配信形式のライブ（20代・会社員） 

●今回のコロナで感染症がどれだけ恐ろしいものかが身に沁みました。

医療関係の知識を深める講演会やイベントなどを期待します。（50代・

その他） 

●犬やら猫やら動物の里親の会。（40 代・会社員） 

●無料 PCR 検査（40 代・会社員） 

●企画みたいなイベントは不要なので医療や介護など福祉にもっとお

金を使ったほうがいい。  浜松市議会議員が自分の事業と関連する

ことに力を注いでいる。（例：舘山寺の観光。）（30代・専業主婦） 

●・ドライブインシアター（20代・会社員） 

●都田南小学校？ でやっている日本バク転協会の バク転教室がこ

の前ただいまテレビで紹介されてて参加したい！ と思いました。 

マスク着用やアルコールなど感染対策もしていて、 運動不足な子供

から大人まで参加でき 4 歳〜60歳位まで参加者がいると聞いて、 予

約してみようかと思いました。（30 代・自営業） 

●今回自分が提案したような言いたくても世間が許してくれない議題

は、風俗に限らず他にもたくさんあります。 そのような悩みや議論が

縮こまる事なく徹底的に落とし込む事ができ、行政に提言できる場所

があると良いなと思います。 （30 代・会社員） 

●音楽の発表の場（〜10代・学生） 

●無料で楽しめるおとな向けのイベント！ 昼間の子供が学校に行っ

ている間に参加できるお茶会！（40 代・自営業） 

●小学生が運動したり楽しめたりするイベント（〜10 代・学生） 

●Gotoイートのテイクアウト版（70 代〜・その他） 

●もっと、市民の意見を聞く、市民が意見を言う機会を作ってほしい

（60 代・その他） 

●飲食キャンペーンがあるようだが、介護等で出かけられない身から

すると、キャッシュバックに多額の税金が使われるのは複雑な思いが

ある。 せめてテイクアウトとかも対象にするなどしてほしい。（50代・

その他） 

●オンラインでの様々な工場見学。 オンライン SL 乗車体験。 オン

ラインで浜松の町を空から見学、浜松城の上から見学。遠州灘を空から

見る(ドローンを飛ばして)等。 実際に体験するものとしては浜名湖地

引き網。一日漁師体験。初心者釣り教室。 （40 代・その他） 

●遠州浜の凧揚げ場などの広場で屋外の映画鑑賞ができるようなイベ

ントがあると面白そうだと思います。（30代・会社員） 

●リモートの環境が進む中、やはり対人によるその場の空気感や、人の

温かさが分かるイベントでしたら参加したいと思います。 ご当地の

飲食店を出店で集め、金額と量を下げて食べ比べ（色々な種類の物を食

べてもらう為）。リスクは高いですが、コロナ対策がされていて、クラ

スターさえ起らなければ評価は高いかと… （30 代・その他） 

●いろんな人との繋がりが増えるようなイベントがあれば盛り上がる

と思います。（30 代・会社員） 

●屋外映画館（30代・自営業） 

●自分の価値観とは違う人と交流できる場。（30代・自営業） 

●楽しければなんでもいいと思います（20 代・会社員） 

●個人や小規模で自営業をやってるなど、なかなか広告や PR を出せ

ない方を集めたイベント（30 代・会社員） 

●オンラインでの市長と市民の意見交換会を定期的にしてほしい。今

回のような市民の不安を吸い上げる場があると、状況に応じた柔軟な

対応が出来るし、市民の不安も低減出来ると思う。  また市長から市

民に対して、コロナ禍での対応をどうするか、市としてのビジョンを明

確に示してもらえると安心出来るのではないかと思う。（30 代・会社員） 

●屋外イベント。 飲食イベントでも持ち帰りを前提としての開催。 

除菌商材を扱ってる企業への営業活動への補助金。 テイクアウト、通

販ホームページの充実 市としてのバックアップ。（40代・自営業） 

●集まらなくても遠くから見れる花火があると気持ちが明るくなる 

海上で打ち上げたり…（50 代・その他） 
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●土曜の夜の街中が閑散としている コロナのこの時期だけでも車の

出入りを禁止して 子供達が楽しめるように街中で星の観測やキャン

プをやったらどうでしょう。 各家庭の車でのキャンプならば子供達

の出かけられないストレスも軽減されるのでは。大人達も新鮮な街中

でのキャンプに心踊らせるされ子供との絆がいっそう深まるかも。 

本格的にキャンプをやる方用ではなく、初めてやる方や気軽にやって

みたいというコンセプトです。 （50 代・会社員） 

●浜松城公園など広い場所で食べ歩き（40 代・その他） 

●オンラインでの市長や議員との意見交換会。 各文化施設イベント

のオンライン配信。 使い慣れない機器設定に最初は戸惑う方もおら

れると思いますが、オンラインだからこそ参加しやすい面も多いかと

思います。  上記の対応はどれも、コロナ禍以降も浜松市の発展のた

めに継続的に必要なものです。住み良い街、文化の街浜松のために、今

こそやらまいか精神で市民一体となって実現していきたいです。 （30

代・その他） 

●さわやかキッチンカー！（20代・会社員） 

●トラック市のような朝一などの地域活性イベントに参加したい。（30

代・その他） 

●音楽イベントとか（40代・その他） 

●オンラインイベント 運動やこども向けのもの、物作り  見てい

るだけではなく、参加できるもの（30 代・専業主婦） 

●自分が元々音楽のイベントに関わっているので、速く音楽のイベン

トをやりたいです。（60 代・その他） 

 


