
令和3年1月18日(月)～1月29日(金)

市政モニター50人(任期：R2.4.1～R3.3.31)

49人/50人(98％)

回答

1 8

2 17

3 11

4 13

※質問の趣旨に沿わない回答については集計結果には反映していません。

●全員に伺います。

問1-1 ラジオを聴くとお答えの人は、どの様な時に聴くかを教えてください。

聴かない人は、その理由を教えてください。（自由記述）

　あまり聴かない

　聴かない

回答（１ とてもよく聴く、2 ときどき聴く）

１）自家用車運転中
２）朝のＮＨＫラジオ体操、語学教育

土日の早朝から朝食の間
及び毎夕食の間
現役時代は車通勤・営業活動時朝から夜までよく聴きました。
現在は、入浴時のみです。

令和2年度 第4回市政モニターアンケート

「広報活動」について

趣

旨

　富士宮市では、広報活動として毎月の「広報ふじのみや」発行以外にもラジオ、ウェブ
サイト、SNS、メディア対応など様々な媒体を活用して情報発信を行っています。
　そこで、広報活動に対して意見を伺い、今後さらに市民の皆さんや市外の人たちに効
果的に情報を発信するため、このアンケートを行います。

実施日

対象者

回答率

●全員に伺います。

問1 ラジオを聴く頻度を教えてください。（当てはまるもの一つ）

家にいるときや車で移動しているときにＡＭとＦＭを聴いています。作業しながらでも聴
くことが出来るから。

好きなアーティストの番組のみを毎週聴く。

選択項目

　とてもよく聴く

　ときどき聴く

好きな芸能人のラジオ
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洗濯や掃除など、家事を行いながら。
主にNHK第1放送。
羽鮒山に放送塔が出来たおかげで本当に良く聴こえる要になりました。(88.2MHz)

通勤途中にカーラジオを聴きます。

車に乗っているとき。
聞きたいDJがいるとき。

交通情報を聞いたり、自分の好きなパーソナリティの方が出ているラジオを聴きます。

1.語学で月曜から金曜　朝6:45から7:00
2.NHKラジオ真打共演

車に乗っているとき

ドライブ中、車の中で聴くことが多いです。

車の中　運転中

通勤時、仕事上休憩時間等

車で聴く

好きなパーソナリティが出ている時。
時間がある時。

車運転の時はいつもラジオをつけています。
家にいるときは、台所の仕事、掃除しながらラジオを聴いています。

仕事をしながら

ご飯の支度をするときに、ラジオ聴いてます。

運転中

営業中に店内で流している。
車中でも聴いている。

朝の通勤時、車中で聴いています。

車を運転中（特に仕事中）

防災ラジオは持っているが、普段はテレビやネット・スマホなどの方が手軽なので全く聴
かない。

家ではゲーム、映画、テレビ番組を見る。ラジオをきく環境がない。
車でもDVDやテレビ番組を見る。子供にラジオは退屈だから。

リビングルームにラジオが無いため。
ラジオそのものは3部屋にあります。

仕事をしながら流しているのでBGMの役目。
今は家に不幸があり仕事を休んでいるので、ここ2ヶ月は聴いていません。

回答（3 あまり聴かない、4 聴かない）

ラジオは元々聴かない。

車での移動中

ラジオよりもテレビから情報を得ることが多いので。

2/17



回答

1 21

2 28

●全員に伺います。

問2 富士コミュニティFM（ラジオエフ）を聴いたことがありますか。

（当てはまるもの一つ）

ラジオよりテレビ、音楽を聞く方が好きだから。

ラジオを聞くより、テレビを見たり、本を読んだりした方が楽しいので。ラジオを聞くな
ら車の中くらいですが、最近はDVDを見ているので、聞かない。

車に乗っている時

唯一の聞く手段が車であるが、ラジオアンテナが壊れている為

興味のある番組がないから。

あまりラジオを聴く習慣がないからです。

なし

通勤時に時々音楽を聞くことはあります。交通情報等もあります。

ラジオを聞く機械が無いため

音楽を聞くのでラジオは聞かない

ラジオを聴きなれていないので。
ラジオを聴く環境が車にしかないのですが、車では音楽を聴くので、ほぼラジオは聴きま
せん。

車に乗ってる時は、聞くが、家では、殆ど聞かない。

車での移動中ぐらいしか聴く機会がなく、音が雑音になってしまい落ち着かないため。

選択項目

　ある

　ない

車中でラジオを聴いていたときもあったが、車中で音楽を聴いていると機会がない。

車移動時

ラジオを聴くときは、早朝のウォーキング時で専らNHK第一放送です。

時間がない。

ラジオを聴くことができる機器を持っていないから。
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回答（１ ある）

●全員に伺います。

問2-1 富士コミュニティFM（ラジオエフ）を聴いたことがあるとお答えの人は、どの様な時に聴

くかを教えてください。

聴いたことがない人は、その理由を教えてください。（自由記述）

車に乗っているとき。
聞きたいDJがいるとき。

親戚の投稿が読まれた時

仕事中にかかることがあった。

車のステレオが壊れてCDが聞けなかった時に聴いた程度です。

運転中に、少しだけ聞いたことがある程度。

車の移動中

子供が中学生の頃、学校に取材があり、それを聴いたことがある。

自家用車の運転中

家にいるときと車で富士市富士宮市を移動しているとき。
音楽や地域情報を入手するために、ＫーＭＩＸを併せて聴いています。

モニタがついていない台車に乗ったとき。

情報を知りたいとき

地元の情報を聴きたい時

車の中

通勤時、仕事上休憩時間等

出勤の時

ローカルな情報を取りたいときに聴く。

通勤途中にカーラジオを聴きます。

時間がある時になんとなく。
インフォメーション富士宮も聴いたことがあります。

病院に通院する際の車移動

聴いたことはありますが、ほとんど聴きません。
他局でいい番組がない場合、聴いたりしています。
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聴いたことないので、何を放送しているか分からないので興味が無い。

知らないから

どの様な放送をしているか分からないため。

ラジオを聴く習慣が普段はないので特に聴きません。

まずあることを知りませんでした。

回答（２ ない）

特に興味もないから。

自分はラジオに馴染みがなく聴いたことがない。
身内は私物のCDやSDカードを持ち込めない社用車で出掛ける際に聴くことがあるらし
い。

radikoにないため

知らなかつた

防災ラジオが高すぎて買えないので、聴いてません。

唯一の聞く手段が車であるが、ラジオアンテナが壊れている為

何時にどこの放送局で放送されているのか知らないから。

広報で見たので、一度聴いてみようとしましたが、電波の状態が悪く聴けませんでした。

ラジオを聴かない為。

ラジオを聞く時間がないから。

何時から流れているのか分かりません。

ラジオ自体聞かない

内容が乏しい。

知らなかった。

岳朝に番組ガイドが掲載されていますが、関心（興味）を持つような番組がない。

興味がない。

富士コミュニティFMの存在を知らなかったから。

問１ー１で回答した理由のため。

FM放送が嫌い。DJが語る英語の案内が私は大嫌い(例としてクリスペプラー氏など)
音楽にも興味、関心がない。
感覚的に聴いていても五月蝿い、落ち着かない。
どこのFM局も似たようなものです。

ラジオを聴く機会がないため。

そのような局を知らなかった。

ラジオ自体を聴かないので。

基本FMは聞かないから
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回答

1 44

2 26

3 18

4 42

5 0

●全員に伺います。

問3 次のメディアのうち、良く利用しているものを教えてください。

（当てはまるものすべて）

●全員に伺います。

問3-1 メディアで取り上げられる富士宮市の印象や感じることを教えてください。

どれも利用されてない人は、その理由を教えてください。（自由記述）

メディアで取り上げられる富士宮市の印象や感じることは特にない
新聞・インターネットは毎日読む
テレビ・インターネットは毎日見る
ラジオは車の移動中聞く

観光地としてとてもよく頑張っていると感じる。
テレビでも時々浅間大社やまわりの飲食店などが取材されており、街の活性化に繋がれば
良いと思う。

流行のせいか、最近メディアで取り上げられるのは朝霧のキャンプ場イメージ。コロナ禍
でもあるので、あまり他府県からの観光客を両手放しで歓迎できる状況ではないが、他府
県から富士宮市のキャンプ場に来た人は晴れていると富士山の近さに感動している印象。

観光中心だが、特に問題はないと感じている。

焼きそばとタケノコの印象が強いのでは。観光面ではあまり聞きません。

選択項目

　テレビ

　新聞

　ラジオ

　インターネット配信

　（動画・ニュース等）

　どれも利用しない

回答

自然豊かでとても良い感じだと思う。

印象的には、観光およびその事業ばかりと思う。
もっと危機管理を取り上げるべき。若しくは、取り上げる活動がやられていないか、無い
のか？

特にありません

富士宮市の商店街は、主要道路から離れているため、利用頻度が低い。主要道路は、通過
するために利用されることが多く、市民のソウルフードと言われる店舗が無いように感じ
ます。
観光資源は、たくさんあって住んでよい場所なのに、ウツノミヤと思われる。知名度とが
低いように思います。

富士山がキレイに見れて、自然が多いイメージ。

文化的に魅力が少ない。
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LINEのニュースで不審者情報がいち早く入ってくるのはとてもいいです。
学校のメールでの情報は次の日にならないと入ってこないのでほとんど意味がないので。

全国から見たら概ね好意的にとらえられているように感じますが、富士山と焼きそのイ
メージ以外あまり知られていないように思われます。

全国から観光客が浅間大社に来たり、富士宮やきそばを食べたり、世界遺産センターに
行ったらと浅間大社の辺りは栄えている感じがする。でも富士宮全体としてはもう少しい
ろいろメディアで取り上げて欲しい。

のどかで自然がたくさんある。

富士宮と言うと富士山。
市民からすると、魅力は他にももっとあるのに、その良さがあまり伝わっていないような
気がします。

全国放送で、富士宮市のグルメ情報や旅番組は、殆ど見ている。
自分も知らないことが有って新鮮だ。

テレビで放送されても見たことない（用事や都合が悪く）

交通の便がよくないので、移動に時間かかる田舎。

見る機会が少なく、見ている時間帯に富士宮市の情報がない事が多いし、探してまで見な
いから。

富士宮やきそばの町。
それ以外は記憶に残るような取り上げ方はされていないと感じる。

アクセンある富士宮をさらに強化したいところです。

観光のイメージが強いと思います。富士山や白糸の滝等。季節ごとの変化等もメディアで
取り上げられていると思います。

富士宮焼きそば、世界遺産センター、浅間大社

観光に力を入れているが
商店街がシャッター街になっている

浅間神社、お宮横丁、焼きそば、白糸の滝、田貫湖、ダイヤモンド富士、ふもとっぱら
この辺りがポイントで切りとられている。
先日急激に冷え込んだ日に、富士宮市内のテロップ付きで路面凍結の映像がニュースで使
われていたが、あの映像をみた富士宮を知らない人は相当な山間地だとイメージしたので
は、と思いました。

子育て世代が楽しめるイベント等が思った以上に多くある。
おしゃれなカフェやお店もあり、楽しめる。

せっかく富士山や朝霧高原など、観光資源があるのに活用していない。東海道と山梨にか
けて通り過ぎていくだけの町。

田舎と街の中間のような街並みであり、富士山の恵みを受ける住み良いまち。

富士宮の悪い印象は無いと思いますが、いつも変わらない情報ばかりで、新しい情報がな
かなか出てこない。

住んでいても気付かない富士宮の良さや情報が分かって良いと思います。

随分美化、誇張されているなと失笑してしまう。
ほんとはそんなじゃないんだよ、と全国の人に教えてあげたい。見て、聞いて、恥ずかし
くなってしまう。

観光に力を入れている印象がありますが、充分に観光資源を活かしきれていないように思
います。
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回答

1 41

2 8

春夏秋冬の富士山の姿を見上げる場所、富士宮から見る富士山。富士山があっての富士宮
という印象を感じる。

・自然が豊か
・都心からそれほど遠くない
・富士山
・浅間退社、やきそば
・Youtubeで良くキャンパーの方々が富士宮に来ている。(朝霧)
→なのでコロナ以降、朝霧方面へあまり行かなくなりました・・・

自然豊かな町

世界遺産のある町なんだと実感させられることが多いです。

観光地のイメージ

市をアピールしていない印象。

富士山、Ｂ級グルメ等のPRにおいては他県よりPR力は素晴らしいが、1企業ごとのPRを
もっと積極的にできるようにすれば、もっといい市になると思います。

不祥事

「富士山とやきそば」のイメージが強いですね。

富士山・焼きそば

あたたかい町

特に感じることは、民放の旅番組では山梨側の話題が主で、当該市側は付け足しかおまけ
のような感じがする。
観光資源の乏しさ、交通の便の不便さが原因ではないでしょうか？（交通の便の改善）身
延線の新富士駅まで延長することも一考か！

　ある

　ない

あまり印象に残っているのがない。

観光地としての報道やバラエティ番組だけで、市独自の文化的なものや施設やスポーツ等
の発信が少なく残念に思います。
立地でも最高の場所だと思っているので、どんどんアピールしてほしいと感じます。

良くまとまりのある明るい環境に恵まれた町。恵まれすぎていて上手に発信出来ていない
様に思う。

選択項目

●全員に伺います。

問4 富士宮市のホームページを見たことがありますか。（当てはまるもの一つ）
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問4-1

●全員に伺います。

ホームページの見やすさや、感じることなど教えてください。

見たことがない人は、その理由を教えてください。（自由記述）

回答（1 ある）

操作も簡単で良いと思う。

ホームページはあまり見やすくない
知りたいところになかなかたどりつけない時がある

デザイン性が欠けてるように思います。

見やすいと思います。
観光地の情報が掲載があれば、

基本的には見やすくてよい。
コロナの情報がわかりづらい。データのダウンロードではなく、ホームページで簡単に見
えるようにしてほしい。

文字がいっぱい並んでて見やすいとは言えないかなぁと思います。
年配の方ならより感じると思います。

他市町村と比較しても見やすいように感じます。

見やすさとしては特に不便を感じない。

必要なことを調べるために訪問した。特別見にくかったり、探している情報がなかなか見
つからないということはなかった。

特に問題なし。必要な事は見つけることが出来る。

分類が、まず表記されているので、検索はし易いと感じます。
その反面、他地域の方からすると、やや「硬さ」を感じるのではないかと。

細かなことが探しにくい時が有る。

市民は調べたいことがあってHPを見ると思うのですが、キーワード検索がイマイチでなか
なか知りたいことに辿り着けなかった。

特に見やすいとか。特に感じることはないです。
普通のホームページです

見やすく良いと思います。
プレミアム商品券の二次販売のお知らせを大きく表示して欲しかったです。

各項目が簡易的に書いてあって分かりやすい。

概ね満足だが、調べものをしていて更新が遅いと感じる時がある。
例えば、住民税の基礎控除が33万円と記載されたままだが、43万円に変更になったので
は？　混乱します。

大事なところ（コロナ関係）は色がついていて目につきやすいのとカテゴリー分けされて
いて自分の見たいページや行きたいページにすぐ行けるところはいいと思います。

目新しい感じはないが、いろんな世代が見ると考えると普通な感じが悪くはないのではと
思います。

ニユース等のスピードは問題なくどこのHPより
早いと感じております。

項目ごとになっておりわかりやすいです。

コロナウイルスの感染状況を良く見るが、表が見づらい

すっきりしていて見やすいと感じる。

スマートフォンで観る事が多いですが、スッキリしていて観やすいと思います。
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固いイメージ

情報が更新されているのか気になる。

ごちゃごちゃしてて見づらい

・レイヤの階層が深すぎる
・静岡県庁情報のURLへ転送させるだけ
・市民の声が開示されない
・購買情報に仕様や購入数が不明な疑惑入札
・市長スケジュール管理がずさん

情報の更新ペースが遅いと思います。
例えば、コロナ関連の情報や年末年始のごみ収集日など
（富士市は休日でもコロナ関連は更新されています）

とてもわかりづらい。
調べたい所、見たい所にたどり着けない。たどり着きづらい。
サイトマップにもうひと工夫が欲しい。
例えばサイト内検索が出きるように鳴門か。
およそ同じ所をぐるぐる回ってしまう。

探している情報を簡単に見つけにくいように感じました。

トップページから自分の知りたいページを探すのに時間がかかることが多い。

歴史的建造物や企業ごとに詳しくPRできるよう時間を区切って企業力を高められるといい
と思います。

トップページが固い感じがします。
いきなり目次的なもので、検索するには良いかもしれないが、敢えてトップページは興味
をそそるような華やかさがあって、目を引くようなものが良い気がします。

営業している人等の情報を知りたい時、情報が古いし少ない。常に新しい情報を載せて欲
しい。

回答（2 ない）

もう少しわかりやすくしてほしい。

ホームページは見やすく、綺麗で、さらに内容も充実しています。
しかし、広報ふじのみやが配布されているので、通常ではホームページを見る必要を感じ
ません。

動画などをもっと取り入れてもいいのではないでしょうか。

見やすい

ホームページは見にくい。お堅い感じがします。何か調べたい時に不便。

知りたい情報がない。

見ようと思った事がない。

余り魅力的なものを感じないため。

見る機会がありませんでした。

興味が無いです。

今まで見る必要が無かった。

パソコンがないからです。
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回答

1 10

2 7

3 7

4 8

5 6

6 1

7 30

SNSでどのような情報を発信して欲しいか、ご意見ありましたら教えてください。

どれも利用されていない人は、その理由を教えてください。（自由記述）

問5-1

●全員に伺います。

問5 富士宮市が活用している次のSNS（ソーシャルネットワーキングサービス）のうち、

利用しているものを教えてください。（当てはまるものすべて）

●全員に伺います。

選択項目

　Facebook（フェイスブック）

防災情報
平時でも、危険地域をピックアップしたりとか、防災準備・備蓄状況とか、どこで何が出
来るとか、を繰り返し発信してほしい。

習い事がどのような物があるかなど発信してほしい。

市中感染やクラスターが起こらないためにはどうすればいいのか、イベントを発信してほ
しいです。

実際情報を発信していて、私が知らないだけかもしれませんが、子育て世代向けに市内で
イベントや体験型講座など日程、場所などわかりやすく取りまとめたサイトがあれば活用
したい。

道祖神などの情報も発信しても
いいのではないかと思ってます。

　どれも利用しない

回答（利用している人）

　Twitter（ツイッター）

　Instagram（インスタグラム）

　LINE（ライン）

　YouTube（ユーチューブ）

　富士山フォトギャラリー

　（googleブログ）

カフェマップやなにか体験ができるところのマップをインスタであげてほしい

イベント情報やオープンしたばかりのお店の情報など。
コロナに関する情報など。

SNSであれば、一般的な情報より、コアな情報発信をしてもらいたい。

市内にある飲食店の情報(メニュー、店内の様子など）を多く知りたいです。
気になっているけど、どんなお店か分からず行くのに勇気がいることが多いです。
あとはイベント情報など。

コロナウイルスの最新情報

特になし。

今まで通りでいい

今はコロナ情報です。
そして、富士山、その他の観光地の写真などは、やはり良いですね。あとは、リアルタイ
ムカメラで富士山を映すなど（市役所最上階でも良いかと考えます）。
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今のままでいい

市役所見解が何も開示されないFB

・市内で働かれている各種教室の様子
・富士山を中心とした世界遺産の情報が多いがそれ以外の市内の魅力の紹介

観光、イベント情報はよく見ている

キレイな富士山の写真が多く見られますが、それだけでなく、富士山の詳細な情報や雑学
のような書き込みも同時にあるといい。なるほど、と思える情報があったらいい。

イベントや四季の環境情報、キレイな富士宮こその風景画像。
メルマガを登録しているので他の利用は不要かと思っていたため。

富士宮には沢山の宝物が眠っているのに、発掘、発信されてない感じを持っている為。

あるのを知らなかったです。市のホームページがあれば事足ります。

ＳＮＳに疎い為。

子育て情報

市民制度の市民権限をもっとわかりやすくしてもらいたい。
また、子育て世帯のための利用施設等の案内も充実させたページを発信してほしい。

富士宮市がこれほどSNSを発信しているとは知らなかったので、これからは上手に活用し
ていきたいと思う。

フェイスブック・ツイッター・Instagramに関しては、そもそもアカウントを持っていな
い。
LINEは学校関連等の必要事項しかやり取りしないし、youtubeやブログは見始めるときり
がないので、時間に余裕があるとき以外は意識的に開かないようにしている。

ＳＮＳ利用は特に必要性を感じていない事と面倒。

必要な時に利用すればよいと考えているため。

スマートフォンを使っていないからです。

FacebookやTwitter、アカウント登録をしなければ十分に利用できない。見るだけならそ
れも可能だが、個人情報漏洩が心配で私はいかなるものも利用しません。
ですので広報が頼りです。

どれも魅力を感じませんでした。

何かお得な情報がなければ見ないと思う。

snsは、自分の時間を奪われるので使わないようにしてます。
必要な情報は、ホームページやメールで得たいです。

富士宮市に限らず利用してないから

回答（利用していない人）

情報として知らなかったため。

SNSをやっていることを知らなかった

富士宮市には富士山をはじめ、魅力のあるものがたくさんあるのに、なかなか活かしきれ
てないと思う。
今のご時世観光に力を入れることは難しいかとは思いますが、いつか状況が回復した時に
「行ってみたい」と思ってもらえるような配信をしたらどうでしょう。
自然は刻々と変化はしているのでその様子や、写真映えする富士山フォトスポットなどの
紹介や、日帰りもしくは泊まりで楽しめるコースの案内などがあったら、手軽に訪れても
らえるのでは。

SNSは好きでない。

年寄りには意味が分からない
日本語に直してください

他の情報から入手出来るから。
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回答

1 40

2 24

3 8

4 32

5 15

6 0

コロナと天気予報が多いです。
最近ではリアルタイムカメラも多く、観光気分になります。

●全員に伺います。

問6 富士宮市以外の市町に関する情報（ニュースや興味関心のあること）をどのようにして得て

いますか。（当てはまるものすべて）

広報に大きくとりあげる。

なし

時間が無いから。

見るときがない。

なし

基本、登録が必要なところですかね。めんどくさい。

災害情報等

SNSの存在は知っているが、日常生活の中で特に見る機会がないので利用していない。
市のホームページから各々のSNSに飛べるリンクを貼ってみるのも方法かと思います。

使い方が分からない。必要と感じていない。

選択項目

　テレビ

　新聞

　ラジオ

　インターネット配信

　（動画・ニュース等）

●全員に伺います。

問6-1 具体的にどのような情報を得ていますか。また、得た情報をきっかけに実際に行動した経験

などがありましたら教えてください。（自由記述）

　SNS（動画・ニュース等）

　その他（　　　　　　　　）

回答（利用している人）

行きたい場所について営業時間とか口コミとか調べる。

家族が他県に住んでるいるのでそこの今だったらコロナ感染情報等を得ている。その情報
をきっかけに行動した経験は特にない。

今ならコロナの感染者数など。

特に意識しているニュースジャンルなどはないが、新聞を毎日読むようにしているので、
地域面などで他の市町の情報は目に入ることが多い。
新聞を全面的に信用しているわけではないが、ネットニュースは手軽さ・テレビワイド
ショーはインパクトを優先がちな印象があり、それだけを頼りにしていると無意識に知識
が偏りそうなので、あまり興味のないジャンルも目を通すようにしている。

行政情報。観光情報。
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ｙａｈｏｏニュース
ＬＩＮＥの産経ニュース
ふじのくに地震防災センター情報
　　⇒ｚｏｏｍ　防災士講座受講
日本防災士機構メールマガジン
　　⇒ｚｏｏｍ　講座の受講

テレビやSNSの映像をみて行ってみたいと思い旅行など

各地域での施設利用やイベント、販売開始になった野菜や果物の情報。

イベント情報。今はコロナのこと。
コロナ前までは週末はアットエスをみてどこのイベントに遊びに行くか考えていた。
県外の実家に帰るチャンスをうかがっている。

自分の生活体験から得た物が全て。
語り尽くせません。

飲食店など良さそうなお店をテレビで見て行きたくなって行ってみたりしています。

観光名所等を調べて実際に行きました。富士宮市のメディア

お店がオープン情報と今こんなイベントをやってますで、静岡空港に行きました。

おしゃれなカフェや
ご飯屋さんを探す

興味のあることを徹底的に検索する。
旅行時にはオススメスポットやお土産、お得情報はインスタで必ずチェックします。

地域の情報は新聞で得ている。

観光情報を資料請求して現地での観光に活かしています。旅行に行く前に旅先の市町村の
お得な観光情報があれば、参照しています。

トレンドや話題になっているスポットやイベントの情報を得て実際に行ったりする。

毎日朝のニュースを見ます。

旅行に行く時は観光名所や名物の料理食べ物など調べて、口コミか良かったら実際行って
みます。あとは子育て世代なので、公園の情報や子供が楽しめる場所も調べます。

富士宮駅伝情報
クーポン券発売などかなり広く
見ております。

イベント、交通、駐車場、食事などの情報取りに利用します。

今はコロナ関連のニュースの情報を見ています。

福島の復興情報（親戚がいるので）
福島の農産物を買うように、食べるようにしています。

情報によりますと、隣の富士市で毎年開催されている「毘沙門天大祭」が今年は中止との
ことで、とても残念に思います。

飲食店の情報をチェックして、その近辺に行く予定があった際に行くことがある。

各地区の行事予定

芸能人が飲食店に行って、話しているのを聞きました。
お店に行こうかなと思ったけど、実行はしなかったです。

静岡県内のニュースと天気予報

旅行時の基本情報源にすることがある。

イベントやお店や美術館などの情報。
ある美術館で開かれていた展覧会のニュースを見て興味を持ち、実際観に行った。

コロナ情報。行動を控える。

観光地での催し事、イベントの情報を得ている。興味がある催し事に出かけていく。
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●全員に伺います。

問7 広報活動全般について、ご意見、ご提案等ありましたら教えてください。（自由記述）

コロナ前はイベント情報等をよく確認していました。
よさそうなイベントには行っていました。
最近では、コロナ情報が主ですね。

コロナ感染者情報等
感染者が出た地域に近づかないようにする。

コロナ、天気、調べ物

現在ならば、専らコロナの感染状況です。
しかし、情報の内容が不十分で満足出来ません。
個人情報の保護も大切かと思いますが、「公共の福祉」のために個人が特定できない範囲
で公表願いたい。

イベント情報は良く見ていますし、興味のあるイベントには実際行きます。新型コロナウ
イルスの発生状況を見て、感染症多発している地域に行かないようにしています。（他の
感染症も同様）

YouTubeは自分の興味にあったものが見つかってよい。レシピや買い物の参考にしてい
ます。

コロナ

コロナ情報

富士宮市は広報活動としてとても頑張っている市だと思う。
これからも老若男女問わずに分かりやすい情報を提供していただける事を願う。

自分のように新聞に最も信頼を置いている人もいれば、新聞を取らない家庭も増えてい
る。
共働き世帯も増えて、平日夕方の地域ワイドショー的な番組も見ない世帯も増えていると
思う。
個人がそれぞれ何と接触して何を信じるか、たくさんの自由がある世の中なので、いろん
なメディアで発信しなければならない世の中で大変だと思う。
そんなご時世なので、たくさん工夫されていると思うので、おつかれさまです。

広報誌、ホームページで特に不都合は感じていない。

ここで申し上げることが分かりませんが、市の放送が聞き取りにくいのは事実です。ス
ピーカーの位置や速度の関係かもしれません。
あの放送内容は別に配信などされているのでしょうか。

主に全国の観光地・温泉・グルメ等の情報を検索し旅行などに活用しています。

観光したいと思わせてくれる。

回答

特になし。
今週携帯解約するつもりなので、このアドレスに送信してもエラーで戻ってしまうと思い
ます。何かありましたら郵送でお願い致します。

観光、イベント情報

ショップや飲食店等の情報。コロナ禍では、テイクアウトの情報を富士市富士宮市あたり
でたくさん探しました。子供の休校中は特に、出歩く事がなく、テイクアウトを買いにい
くためにそこまでのドライブを楽しむ息抜きをしていました。

コロナ関連。感染リスクを軽減するため、マスクを布から不織布に変えた。

子どもの安全に関わる情報はありがたいです。

イベント
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富士山の富士宮をみんなで全国に轟かしたいですね

富士宮市のSNSに関してはあまり情報を得ていなかったのでもう少し広めていただけると
幸いです。

今はコロナで大変かもしれないが観光にもっと力を入れて
若い人たちが多く使っているインスタで広告を出して欲しい

富士宮のポテンシャルは高いけど活かしきれてない感がある。
また人々の利権やプライドが邪魔して一致団結感がない。

市のSNSがあることを知らない市民も多いと思うので広報等でもう少しＰＲしてほしいで
す。現在は難しいかもしれませんが、コロナ禍が終息したら、全国に富士宮市の魅力をも
う少し発信してほしいです。まだまだ当市の魅力が全国各地へ伝わっていないように感じ
ます。これほどたくさん世界遺産があるのに勿体ないです。

より富士宮のことを知ってもらい魅力的であるということを発信していったらより栄えて
いくのではないかと思います。

広報富士宮はいつもしっかり読ませて頂いています。

どんな広報活動をしているのか私自身が全然知らないのでもっと知りたいと思いました。

殆ど毎日繰り返されている、新型コロナの注意喚起について須藤市長が訴えていますが、
あれは市長でなく、担当の責任者が発信するべきではないですか？（危機管理局です
か？）

特にありません

富士宮市の観光資源や野菜等を市内の方をはじめとして、紹介する機会があったらと思い
ます。
コロナ感染症についての広報がありますが、誰もが自ら気をつけていますし、テレビラジ
オ等で人数は、把握されています。
コロナ感染症の広報は、止めてほしいです。とても印象が悪くて、長い内容です。観光客
も驚いています。

すでにやっていることだったらスミマセン。
観光協会のサイトのリンクもホームページにのせるといいと思う。
半日、一日、一泊で楽しむ富士宮オススメ観光プランの紹介もあったら楽しい。

広く情報を集め、極力一流なものに接する機会を求め、それを発信して下さい。

現在の広報ふじのみや、とても読みやすく、見やすいです。

「広報ふじのみや」は年々見やすくなっているように感じている。

発信の仕方は充分だと感じています。
あとは、どう利用して貰うかだと思います。

昨年はドラマ「半沢直樹」やバラエティ番組等で富士宮が出てくることが多く、今までと
は違う角度から富士宮が見れて嬉しく思いました。
コロナが終息したら、またロケ等で富士宮に来てもらえたら良いと思います。

市外の人たちに効果的に情報を発信することも大切ですが、まずは“市民ファースト”の
視点で広報活動を行って戴きたいと思います。

防災ラジオの値段を下げて欲しい。
富士市と富士宮市の周波数の統一をお願いしたい。
富士市の防災ラジオを持っている為、無駄にしたくないです。

広報ふじのみやで情報を得て利用していることが多いです。
以前からあったと思いますが、専門的な特集を組んでくれており、見やすくなって参考に
してます。

「広報ふじのみや」は見ている。必要十分な内容だと思う。
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・紙媒体も無くさないで欲しい。
・富士宮のお土産（スイーツ以外の食べ物）を知りたい。
・YouTubeを観るようになって、富士宮北部にはキャンパーが沢山来ているのを知りま
した。

別にない

なし。

コロナ禍にあって人の往来も制限される中で難しいが、マイナスの時こそ先手を打って、
市政や取り組み、また観光都市のアピール（温泉・グルメ等）の情報を発信し続ける事に
よって、コロナ収束時に直ぐに来訪してもらえるような方法もあると思うし、マイナスを
チャンスととらえる考え方も必要かと思います。

広報活動の課があるのですか。
たとえば市内循環バスの現状を取材するとか、市民の生活に根付いた記事が欲しいと思っ
ています。

市内に流れる一斉放送が聞きとりにくく、何を話しているのか分からない時があります。
気候条件にも関係するかもしれませんが、改善していただければと思います。

広報ふじのみやが、1番見る。情報がまとまっていて1番見やすいとかんじている。

富士宮市での飲食店関係の広報はよく見ますが、その他の業種はあまり見掛けません。富
士宮市に籍を置くたくさんの企業情報を発信してもいいのではと思います。こんなもの
作ってます！とか。例え個人の消費と関係のないものでも、どこかの会社のお取引の１つ
になるかもしれないと思います。

なし。

市民、市、企業、公共機関の架け橋となるような情報をもっと円滑になるような広報活動
が必要である。

紙広報誌・チラシの乱発、ゴミ削減に反する
広報ふじのみやと議会だよりを合体させるべき、ファイリング用パンチ2つ孔は不要

ホームページの更新ペースを早めてほしい。
インスタやフェイスブックなど登録、追加がめんどくさいです。

安全・安心に関する情報の発信を望みます。

ラジオエフでもっと情報を知りたい。

広報ふじのみやで情報は充分得られていると思います。
今後、ますますカタカナ表記の活用が増えるものと考えますが、私の年代では扱いが難し
くなるのではないでしょうか？
それ故に「紙」による広報も粗末にしないで頂きたい。
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