
Ｎｏ． 記載内容

1
12号線、美唄橋の歩道が狭くて車の往来時は風圧で怖い。高齢者は車に乗らないので、歩くことが
多い。

2
国道の舗装が悪く、車が通るとき、ガタガタする。光珠内から峰延へ入る１２号線の拡張工事が進
まず雪道の時など狭くて危ない。

3 12号線沿いの歩道がでこぼこ。

4 国道12号の穴。

1 旭通り（他2件）

2 旭通りが凸凹している（他2件）

3 旭通りの歩道に敷かれている石板が割れていて、つまずく事がある。

4 旭通りの市道アスファルトが割れていたり、段差がひどい。

5

・旭通りで歩道(一部)が拡張され、きれいで歩きやすく喜んでいたが、幅が広くなった分、自転車
がスピードを出し「我が者顔」で走るようになった。音もなく後ろから来ることも多く、恐ろしく
て歩けない。（以前別な場所であるが手が当たり、ひどく痛い思いをしたことがある。それでも文
句も言えず、相手は知らん振りをして行ってしまった。）
・吉村歯科医院のある交差点で、コンビニ側の歩道を(小学校方面へ)歩いていたら、車が向かい側
から、ゆっくり走ってきて、恐ろしい思いをした。信じられなかった。歩行者がいるにもかかわ
ず、歩道を堂々と車が走って来るなんて！小学生も彌歩道、朝7：20頃、交通安全の人が吉村さん
側にいたが、気づかなかった様。注意してほしかった。車が歩道を走るのは許されるのだろうか？
車はそのままごく自然の様にコンビニ(セイコーマート)に停まった。

6
旭通りのアスファルトがでこぼこで車が通る時、大変です。
もう少しきれいに（ほそう）して下さい。

7 旭通りの歩道はせまいところ、ななめのところ、でこぼこなどとても歩きづらい

8
旭通り（旧職宅前あたり）のカーブ近辺、狭し、歩行、自転車、車、すべてかなり配慮しないとキ
ケン。
脱線の歩道の段差はかなりヒドイと感じる。

9 旭通の道がせまい。道が悪い。街灯が少なく暗い。

10
旭通り→凹凸がひどい。
元のハローワーク近辺の交差点（三叉路？）が分かりにくいので信号機が必要かと思う。

11 旭通り（特に冬）

12 旭通りの道路が労災（せき損センター）以東側凸凹が多い

13
旭通りの状態（道路）が悪い。
その他市道も悪い。

14 旭通りで凹凸があり通りづらいです。

15
主要道路は整備されているが（東明通り、ゆーりん館付近）、旭通り（特に病院前など）が交通量
が多いにもかかわらず凹凸が激しい。通学路でもあるし、コンビニ等が密集しているので整備をお
願いしたい。

16 歩道の段差　旭通り

17
旭通り、せき損センター前の道路凹凸がひどい。
整備している途中な事はわかるが、毎日通る道なので、車の運転がしにくく不便。

18 せき損センター近辺の旭通りの道路の凹凸が気になります。

19 旭通り　自転車を乗っている年寄りがキケン

問10-2　「ある」とお答えの方へ、具体的な場所や状況がわかればお教え
　　　　 ください。

国道12号

旭通り
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20 旭通（労災病院前）の道路が凹凸。

21 旭通り（工事前のヶ所）

22 旭通のデコボコが激しい。

23 旭通り道路の拡幅中の道路がガタガタ、デコボコを何とかしてほしい。

1 東小学校、中学校の前など住宅街の市道アスファルトが割れていたり、段差がひどい。

2 駅前のＴ字路、信号機がないと危ないと思う。

3
共練第3団地（ゆたかニュータウンなど）道路がガタガタである。バスも通るし、その場所は結構
車も通るので整備してはいかがなものか。

4 労災病院付近の道路ガタガタです

5 菜の花通りが凹凸がある。

6 菜の花道路、旭通り東6条交差点斜めになっている

7
東5条北2丁目～北3丁目和田公園前の道路の歩道と北3丁目～すいめい通り前の歩道が凹凸してい
て、段差がありあぶないので歩くのも自転車もつい道路を歩くので、あぶない

8
東3条通北2－3丁目西館マンション北側道路の東西に一時停止の標識が無い。聖華高の生徒の通学
路になっているが、旭通りを通らずに通過する車両が多く危険と思っている。

9 労災の通り

10 東四条会館近くの道路のマツが車からの視界のジャマ

11 東５条のお寺の横の道路、毎回直してもデコボコ

12 居住地ではないが、アルメリア付近の通学路の凹凸。

13
東５条北５丁目のエネオスの通りは、ボコボコです。
東３条北７丁目の通りもボコボコです。

14
東小中学校校門前の道路は、子どもたちの登校時、たくさんの子ども達が居るのに道が悪くて危険
と感じる。それと、雨の日は排水が悪く水たまりになっている。

15
東３条の這松は車で進入する際、非常に視野の妨げとなる（見ずらい）。緑化は良いと思いますが
交通事故を招いてはまずい。東４条福祉会館辺りの緩やかなカーブは車が来ているかどうかわかり
づらい。

16

　東4条北1丁目と東5条北1丁目の間から東4条北4丁目と東5条北4丁目の間の道路、使用頻度が高い
道路に感じる（交通量が多く）スピードを落とさない車両が多く危険を感じる。歩道を作るか、車
道を広くしてほしい。
　この道路に出るときに見通しが悪い交差点が多いので、危険を感じる。

17 ゆたかニュータウンの道路

18 東2条通り　道幅がせまい

19
道路　労災病院裏　ゴミも捨ててある　ひどい
交差点　東4条会館の通り、車が見えにくい　あぶない

20
東1条南3丁目アンダーパス
美唄駅からアンダーパスを右折しようとした時
左から来る車が見えづらく事故にあいそうになった。

21 翠明通りの歩道沿いの松の木がじゃまで交差点など車や歩行者が見えにくく無くして欲しい

22 翠明通りでローソン近くの交差点を渡る時にガクンと車に衝撃がくる。

23 生協前道路の信号位置

24
国道12号から市営東光団地までの道路には、歩道もなく、大型のダンプが通るせいか傷みがひど
い。子供の通学路にもなっている所にはせめて歩道が必要なのではないでしょうか？

25
「パスタさとう」という店（ピパの子保育園の近く）のところのT字路。曲がる際に見えづらい。
特に冬場。

東条目地区
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26
労災病院周辺の歩道が少し凹凸がめだつ。病院周辺であることと、東小学校の通学路であるため心
配

27

市全体に凹凸道が多く、夜暗くなってからは菜の花通りの歩道の段差も結構街灯が少ないのか見え
にくく危ないと思うことがある。また、東4条福祉会館を駅の方へ向かうとすぐの交差点（カーブ
してきてすぐ）が、カーブで車が見えにくく、またミラーも次の信号機が近いからだとは思うが無
い為とても危ないと思う。

28
東1条（Ａコープびばい本店駐車場側）と旭通り交差点自転車や人が車から見ずらい。自転車や歩
行者が飛び出したり右側の確認をせず危険。

29
車通りはままあるのに大きな穴が空いたままの道路がある。パシオ前から西方面の道路。他にも道
路の整備全般が遅く感じられる。

30

coopさっぽろ店舗から、工業団地方面への道にデコボコがあり、水たまりもできやすい。かん没し
ている部分もある。労災病院の前の通りもデコボコが多い。街路樹や植え込みの手入れがよくな
い。特に、アカシアの枝を払った後の落ちた枝のトゲで、自転車がパンクするのが困る。アカシア
は、やめた方がいいのでは……。

31 舗装道路が穴だらけ、特に東側、旭通り、裏通り。

1
西条丁目側の道路がおうとつがひどいです。
子供も近くに沢山いるので、危ないと思います。

2 銀座街の歩道が狭い。水路への転落防止柵等が欲しい。

3 シルバー人材センターの方の道

4 桜団地～国道までの交差点が見通しが悪い。歩道がない（子供達が危険）

5 あかしあ通りの凹凸

6 明治通り長門橋手前の車道の段差が著しく悪く、市民マラソンの際などに危険である（国道側）。

7 西４条南２丁目近辺の段差

8 市立病院南側歩道幅が狭い。歩道の中ほどに電柱があり歩きにくい。

9
西４条北７丁目通りの下水道は、２０年前から土管を入れてふさぐという話でしたがいまだ変わっ
ていない、落ちたら危ない

10
車道と歩道の区別が少ない、無い所も有る。（月美線から北沼の内等、又西４条いなほ団地から美
中に行く途中）

11
美唄工業高校グランドバックネット裏、新川通りとのT字交差点、道路が狭いのと（新川道路に向
かって）左側が見ずらい。

12
美唄に１つしかない高校の通りはもう少し街灯多くしたら良いのでは、国道から左側にまがった所
など秋には暗いのでは？？

13 稲穂の方で舗装が割れていて、自転車で走行中危ないと感じた。

14 市立病院と美工をむすぶ通り　歩道つくって

15 市役所、郵便局のあるところの交差点で、他の車との行き来が難しい。（信号がないため）

16 美中近くの道路

17 温水プール付近、月美線（西４南２付近）

18
12号から市役所方向に向かって、市立病院までの区間（菅原自転車店、美容室ノヴァ周辺）が、道
路が狭く自転車が危険。

1 東明地区

2 東明～落合町への歩道。道がガタガタ…

3
盤の沢～東明間の歩道がガタガタでダンプ等が多いため、歩道で歩く又自転車で走行しようと思い
ますが、悪すぎです。

東明地区

西条目地区
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1 南美唄地区

2 Ｒ12から駐屯地までの道路

3 南美唄の道路全般

4
南美唄町南町、数年前より凹凸が何か所もあるのにまったく修理をしてくれない。南美唄町は放置
状態としか思えない。

5 三井通り自衛隊より南側の道路の段差

6
南美唄中央通りの中山板金の坂（交差点)
南美唄中央通りの山本商店の坂（交差点）
南美唄中央通りの歩道がない所（特に冬）

7 南美唄の平林商店前の見通しが悪い。南美唄の道路にでこぼこが多い。

8 下2条1丁目付近の道が歩きにくい

9 南美唄下3条4丁目タイヤがぱんくしそう歩行も注意が必要。

10
南美唄町下3条1丁目通り雨の降った後、周りの道路が乾いてもぬれている道路がある。舗装が黒く
ネトネトとぬれていて通学の小学生はさけて住宅側を歩き、車も徐行している。夕方になると幅広
くぬれる時があり危ない。

1 歩道がこわれていたり穴があいている。年配者や子供は注意必要だ。(峰樺線)

2
特に冬場、光珠内に入る下り坂(セイコマ手前の所)。事故も多く私たちは魔の下り坂と呼んでいま
す。

3 峰延で樺戸線の橋をくぐって、岩見沢と切り替わる橋に亀裂が入っている。

4 峰延町東歩道に段差がある

1 冬の間にしばれてそれが凹凸になってしまいあぶない

2 自分の家の前のマンホールがしばれ上がり、周りが凸凹である。

3 冬、雪が車道を見えずらくしている（歩道から見た場合）

4
冬の除雪について、道路は道路、歩道は歩道の為、家から自動車が出る場合段差が出来ていて苦労
しています。

5 冬は歩道の除雪が間に合わないことがあり、車道との境が不明瞭な所もある。

6
冬になると旭通りの除雪が少なく道がせまい。
段差があり、車でもスリップする。

7 冬期、旭通りの一部が、道路がせまく段差が大きく、危ない。

8
冬の踏切除雪が悪い
エンカリの撒きすぎ

9 冬期後道路が凹凸しすぎ。かなり長い間道路整備がされていない。

10 舗装がうすい為、春先の凸凹が多い

11 雪どけ時、どこもかしこもでこぼこがある。雪がある時は角に雪があって見にくい

12 毎冬経過後、市道の凹凸が気になる

13 道路に穴があったり冬の除雪では、車線がせまくなっている。

1 舗装の凹凸が多すぎる。

2 家の前の通りの道路が凹凸すぎて子どもが自転車に乗るとひっかかってころんでしまう事がある。

3 中道の道路が凹凸が多く、車にキズがついたことがある。

南美唄地区

峰延・光珠内地区

冬期間・除雪・雪どけ後

その他
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4 北7丁目付近道路がせまく交通量が多く車もスピードを出してとてもあぶないです

5 道路補修等が多く、段差がある

6 また道路が凸凹で雨が降ったときに水が溜まり、車ではねた水が家に飛んでくる。

7
道路は未舗装が多くほこりだらけである。車のほとんど通らない道路の舗装がなされている！5号
道路はとくに凹凸がはげしい！

8 でこぼこしている。

9 住宅街の小路はかなり凹凸あります。

10 通学路

11
自転車のマナーが悪い(歩道を乗っている)。
歩きスマホ(イヤホン付けて)

12 あらゆる所

13 道路の凹凸が気になります(自動車通勤)

14 道路の凹凸が多い。交差点の側の草で見通しが悪い所が有る。

15 段差有市道10号

16 農村の道路、舗装の修理が舗装が非常に悪い

17 道道月美線の縁石が欠けていることと歩道の段差が有ることなど

18 細い道の凹凸とかはそう思います

19 地割れがし、地面が波打っている所がある。道が悪いのは普通にある。

20 学校通学路の歩道（アスファルト）の状況が悪い。

21 道路の凹み部分で、２回車のタイヤが裂けてダメになって買い換えた進徳団地周辺道路で。

22 路側帯が狭い。

23 全部！

24 穴だらけ、砂袋で対応、砂利道が他の市町村に対して非常に遅れている。

25 私の町内の交差点で一時停止の道路標識がないので車がスピードを出して通行している。

26
遊縁通り（公園）沿いに植え込まれている松の木が大きくなり、公園側から道路に急に子供達が下
りて来るなど危険なため、ある程度の高さに松の木を刈り込んでほしい（北1～北２条間）

27
市外の道路で橋と道路の段差がある。
市外の道路で道路標識がない、見づらい。

28
開発橋から奈井江に（北に）向かう道の交差点（左手に青い屋根の家）。
一時停止になっているがほとんど無視されている。右からの車に５回衝突されそうになった。信号
機か点滅信号の設置を強く望みます。

29
凹凸や段差が多い。
道ばたなど草がしげって走りづらい。
循環バスをもう少し（経由）方式にしてほしい。

30 西美唄地区で、沿岸道路と沼幹水路との橋の段差がひどい。

31 アスファルト割れ、側溝のこわれ

32 どこの道も凹凸や段差があり危険

33
家の近くの細い道路のでこぼこが何年も直されず、春先に砂袋をおいてごまかしているが、車で通
るとき、タイヤがパンクしないかと５年以上思っています。直す気がないんですネ。

34
道路の穴ボコが多い
車イスに優しくない

35 市道の舗装が悪い(でこぼこ)
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36
道路が悪い。穴ぼこや横断の凹凸、菜の花通りや岡部通り、東中前のとおり、橋の段差、冬の排泄
で歩道に残る雪の壁。

37 道路の凹凸がありすぎる。

38 歩道の凹凸が多く、足の悪い私には歩きづらい。

39 進徳から西美唄方面に向かう農道の凹みでタイヤがはまり、バンパーがこわれた。

40 市内の道路整備がなっていない。

41 アスファルト道路が陥没、土のうだらけ。

42 通学路がせまい所で穴が多い

43
凹凸の段差がある、西地区市道。街路樹は、松類にしないで、ほしい。暗いイメージと見通しが悪
くなる。

44 道路がものすごく悪い、歩道が草だらけです。町の周辺がとくに、国道のお店の通路など。

45 道路の段差、交差点の見通しがわるい

46 道路の凹凸が市内に多い。

47 市道全般

48 市内全域→舗装路の凹凸、穴を埋めた砂袋など。市内全域→砂利道が多い。

49 市道全般デコボコ、舗装穴あき

50 メイン道路はまずまずだが、脇道へ入ると管理状況がひどい。計画的な整備を願う。

51
アスファルトがデコボコ部分が多い（車道・歩道）
西側地区、中央小学校、市民会館付近
草、ぼうぼう（空家周辺）元理美容学校

52
歩道の凹凸がひどく、車イスでは歩けないし、年寄りは、引っかかって転倒する可能性が高いとこ
ろが多すぎる。

53
道路上の穴が多い
下水道の段差、凍土で出来る段差で道路がガタガタになっている

54 生活道路に穴が多い

55
最近、予算があるのかどうか？春になるとやたらに道路に穴があいているのが目立つと思います。
以前よりは早く穴をふさいでくれる様になってはいると思うけど…あぶない！！

56 道路の段差がひどい

57 凹凸段差が多い

58 市内全体が悪いと思います

59 でこぼこが多い

60 マンホール、舗装の段差が大きい

61 郵便局前、駅前　一時停止のラインが前すぎる

62 団地内の道の凹凸が有りすぎ

63 凹凸や段差があちこちにある

64
脇道の道路も良く目を向けてほしい。
デコボコ、舗装の亀裂など

65
道路のふちのあかしやの木を切ってほしい。
見通しが悪く街灯も枝でかくれて暗い。

66
西3線凹凸段差、東？線三菱スタンドから近藤生コン工業団地凹凸で雨天時特に夜間水しぶきで危
険。良い市道はほとんどない。

67 駅回りの凹凸が多い。

68 自転車で走行中の歩道～車道への昇降時の段差
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69

歩道に車や自転車を止めてあり、ベビーカーや車いすは車道に出ないと通行できない。→「たつ
み」の前など
点字ブロックの上に自転車や、店舗のカートなどが置いてあり、目の不自由な人には危険。→「卸
売スーパー」前がひどい。

70 街路樹等で交差点の見通しが悪いところが多々ある

71 所どころあながある。あぶない。

72
歩道、道路等（けっこう、デコボコあり、又、マンホールがあいている時もあり、ころびそうに
なった事は、たびたびあり！！（場所は言えない！！）

73 歩道がでこぼこで歩きづらい。

74
道路は穴だらけ。
歩道は幅があっても実際には草でほとんど幅がない。

75 雨の日の水たまり

76 車椅子の方の介助をしているとき道路のデコボコがひどいと感じた。

77 工業団地、車道の凸凹がひどい。歩道がボロボロでなくても良い。

78 茶志内の歩道の除雪がされていない時が多く、歩道を歩けない時がある。

79 全般的に道路の凸凹がひどい

80 踏切前に道路の陥没が何ヶ所かあり車で通行する時、車が損傷しそう（東8線踏切）

81 あっちこっち道路がでこぼこ！

82
道路のことや美唄の全体が街づくりがどう思ってしているのか・・・歩いていても美唄は本当にど
こも悪い。

83
・補修されないで放置されたまま。
・街路樹で見通しが悪い個所あり。

84 東も西も凸凹道が多い。車が壊れそうで困ります。

85
美月線の道路の歩道が狭く段差があり、街灯が歩道側でなく反対側に有るので、夜歩いていても暗
い。

86
学校通学路に穴ぼこが多すぎる。春に砂袋で補っているが、補修しないため、年々ひどくなってい
る現状。アスファルトの穴は、補修してほしい。少ないアスファルト道が現状はそのありさま！ま
た、「止まれ」の標識の手前、木の枝がかぶり、見づらくなっているところがある。

87 交差点で草が繁っているところがあり、車や歩行者等から見にくく、危険だと思う。

88 アスファルトの凸凹が多すぎる。

89 街中でも歩道のない場所

90 道の段差と割目が目立つ

91 車イスのままどこでも行けない

92
進徳東団地（市道）にかなり大きな穴がありました。
ユア、ホテルスエヒロの十字路が見にくい。

93 街灯が暗い。ＬＥＤにして欲しい。

94 道がせまい。悪い。

95 全般的に凹凸だらけ市の職員に言ってもやってくれていない。予算的な問題なのか？

96
自宅前の道路のアスファルトの下の石が車が通るたびに石が自宅カベにあたり、ガラス戸などに危
険を感じます。

97 段差が多い

98 あちこちいっぱい

99
道路がガタガタなところがある。
車が傷つく
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100
私は日東町在住ですが、日東から美唄方面、奈井江方面と右折、左折おり、中央のポールがよく倒
されています。また、日東から12号線までの歩道が冬になると除雪の道幅が狭く歩きにくいです。

101 西2条通りや三井の墓地通り

102
凹凸が多い。交差点の見通しや公園で子供が遊んでいるのが道路の角なので、危ない。公園にトイ
レがない。

 No. 記載内容

1 バスを利用していない（他21件）

2 自家用車を使用している（他12件）

3 今のところは車の運転が出来るが将来的には困る！

4 ほとんど使わないので

5 バスは利用しないので、歩くか車に乗っている。

6 バスに乗ることはほとんどない

7 夏は自転車で、冬のバスは通勤にはない

8 自分は車を使用しているので困らないが、バス利用の人は便数が少なくて困っていると聞いた

9 運転出来なくなった時に困ることは目に見えている

1 札幌行き（帰りも）の中央バスがなくなって残念

2 不便になった。夜ない。

3
JRの時間とバスの時間とがリンクしていないため、非常に使いがってが悪い。このままだと利用者
が減っていくのではないか。

4 買物をするには、バスの便や時間がわかりづらく、困っている

5
使いたい時間帯の便がなく困っている他、東側から西の方の図書館や体育館へ行きたくてもバスが
ないので困る。

6 高速びばい号がなくなって超不便！！

1 私自身よりも、多くの人の意見として不便

2 近くのバス停が無くなるとの事。困っています。

問12　通勤・通学や買い物などに行くとき、近くを通るバス路線がなかったり、
　　　使いたい時間帯の便がないなどで困っていますか。

バスを利用していない、車、徒歩

バスの時間帯・路線

その他
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Ｎｏ． 記載内容

1 子供や孫との交流

2 子供の成長

3 旅行(夫婦で)

1 家庭菜園や庭の手入れ

2 カラオケ

3 花畑の草取り又囲いの草取り等用水の草刈り等

4 家庭菜園

5 年に2回旅行（温泉）へ行く

6 旅行

1 デイサービス

2 自宅の草とり

3 なんとなく

4 特別に生きがいなどもたなくても自分自身精一杯生きている

Ｎｏ． 記載内容

1 子育て支援センター

2 読書、テレビ番組を選んで観る。

問16-2　「はい」とお答えの方へ、あなたの生きがいはどのようなものですか。

子供・孫・家族

趣味

その他

問17　生涯学習として何か活動を行っていますか。
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Ｎｏ． 記載内容

1 国がお金を出している事業例

2 資格習得

3 救急処置

4 PC操作(特にexcel)の基礎

5 哲学

6 健康づくり

7 人の命と心を守る。助ける。

8 資格がとれるものの講座

9 日本の近現代史

10 庭木や造園について

11 アマチュアムセン

12 英語

13 家庭菜園

14
ever noteの活用等
cloudについて

15 福祉・医療に関して

Ｎｏ． 記載内容

1 合成洗剤を使わない

2 生ごみを畑にうめる

3 マキが手に入るのでマキを使っている。勿論、灯油節約です。

4 不用品をリサイクルしている

5 できるかぎり車を使わない生活をしている。

6 油を回収に出している

7 通勤時は歩いている

8 食べ残しを出さない

9 自転車の利用

1 トイレの準備

問19　どのような講座を受講したいと思いますか。

問22　地球環境にやさしい生活をするために行っていることはありますか。

問23　災害に備えてどのような準備をしていますか。
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Ｎｏ． 記載内容

1 役職（他1件）

2 役職上位の女性が少ない

3 給与（他1件）

4 賃金に格差有り

5 男性の方が給料が高い

6 昇格昇進

7 差別化

8 やはり男性社会

9 夫の職場は、結婚した女性は正社員ではなくなる

10 考え方

11 出産後の職場復帰

12 長時間労働の男性が多く、結果として妻に家事・育児の負担かけすぎている。

13 昇格時期に差がある

14 仕事内容等

15
産休・育休のない職場が多い。
女性が働き続けるのがむずかしい。

16
男性がゆうぐうされている
（出来る事もしないで女性にまかせる）

1 家事はすべて女性である

2 家事はほとんど女性

3 子育て、家事は女性がするものとの考えが多く感じる。

4 母親が子育て、家事に専念せざるをえない

5 自分の身の回り世話は妻がして当たり前と思っている男性が多い。

6 妻も仕事をしているのであれば「できないからしない」は通用しないと思う

7 世間的に家事・育児は女性がするのが当たり前みたいなところが残っているところ

8 家事は女がやる。共働きでもそういう形になる。

9 男性も長時間労働なので、産後育児に専念せざるをえない女性に、育児の負担が集中する。

10 男性中心に考えている

11 家事、子育てに女性の負担が大きい。子供の通院。

問27-2　「2」「3」とお答えの方へ、どのような面で、そのように感じますか。

男性が優遇されているに回答した方のご意見

職場

家庭・子育て
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1 役員が男性が多い

2 女性の参加が少なく、意見をとり入れる場があるのか疑問です。

3 女性の参加少ない

4 男性が役職につくことが多い

5 長は男、補佐が女

6 ＰＴＡ役員等

1 父が死亡すると遺族年金が子に入るが、母子家庭で母が死んでももらえない。

2
東京にも住んでいましたが、男女の平等については東京より10年遅れている印象です。市役所の女
性管理職率を公開し改善してください。

3 問題が起きてもなかなか女だと取り合ってもらえないことが多い。

4 全体的に

5 夫の暴力に38年間苦しめられた

1 女性に優しすぎる。

2 女王様が多い

3 法的に女性が保護されている

その他

町内会やPTAなどの地域活動

なし

その他

なし

問27-2　「2」「3」とお答えの方へ、どのような面で、そのように感じますか。

女性が優遇されているに回答した方のご意見

職場

家庭・子育て

なし

町内会やPTAなどの地域活動
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Ｎｏ． 記載内容

1 持病が悪化しないように気を付けている。

2 定期的に歯のメンテナンスをする

3 人との会話を楽しむようにする

4 毎日、ラジオ体操をしている

5 定期受診（美唄市主催）

6 風呂、サウナ

7 １日２回は歩く様にしてます（約３０分～４０分）

8 毎日ラジオ体操と仕事をする

9 家庭菜園で5月～11月（リンゴ）で体をつかうこと。

10 年1回人間ドック、脳ドック

11 水分補給をこまめにする。

Ｎｏ． 記載内容

1 建設国保主催で受診

2 国保で主催の健康診断

3 病気の後、定期健診（血液検査３か月に１回、ＣＴ半年に１回）

4 健康保険協会の指導する健康診断を受診

5 学校で受診

Ｎｏ． 記載内容

1 お金がない（他3件）

2 お金が色々かかるので受けていない

3 おっくうです。

4 出産、育児休暇をとっていたため

5 役所がやってくれなかったから（今期からやってくれる）

6 受けたかったが時間があわず…今年はうける。

7 受ける自信がない

8 通知も何も来ていないから。

問30　健康づくりのために取り組んでいることはありますか。

問32　この１年間に健康診断を受けましたか。

問32-2　「健康診断は受けていない」とお答えの方へ、それはなぜですか。
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Ｎｏ． 記載内容

1 お金がかかるから（他2件）

2 市にお金がない

3 税金が高くなる

4 美唄市の借金が増えることにより税金が上がるから

5 税金負担が増えるため

6 税金を投入するから

7
市民税の増加、市民の負担が増加するのでは！？
2階建にてそれほど心配なし

8 市税が足りない。ふるさと納税で流れている。

9 財政難

10 財政的に難しいと思うから（他2件）

11 財政難で余裕もないのに必要なし

12 市の財政状況が悪い

13 何処にそんなお金があるのですか？ただでさえ人口が減り市民の税金の負担が掛かるだけ

14 市立病院の建て替えも予定されているのに財源は？

15 市の財政赤字、第二の夕張と言われているのに必要ない

16 資金の面等。

17 建替費用の問題

18 建設費のかけすぎ

19 財政的にどうなのか？

20 予算面で不足及び現状で解決するべき

21
老朽化はわかるが、そのために財政を圧迫するのではと思う。建て替えには財政を考える必要があ
るので、２択で答えられるものではないと思う。

1 まだ使える（他4件）

2 まだ早い

3 現在の庁舎で十分だと思います

4 今のでがまんしろ！！人がいなくなりつつある市に不必要！！

5 今のままでも十分に機能すると思う

6 今のままでいいと思う

7 十分な機能を果たせなくてもしかたがない。（天災だから）

8 不便を感じていない

問33　市役所庁舎の建替えは必要だと思いますか。

財政的な不安

現状維持
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1 修理して使う

2 出来るかぎりリホーム的な形で

3 耐震工事を検討

4
旧美唄工業高校の後を使用すればよい。
市立病院も新しくし、そんなにお金があると思えない。

5 美唄工業高校の再利用

6
耐震補給をして、すべて建替えるのではなく
少しでも子育ての方へ使ってほしいです。

7
お金ないと思う
建替えじゃなく美工とか使えば？

8
建て替えの前に耐震補強を！！
他の古い施設の建て替えもしないで市役所を先に建て替えるのはおかしい。

9 耐震化で凌ぐ

10 他の建物で代用しては？

1 その分のお金を他にまわせば良いと思う。

2 美唄市は財政難。優先サービスや環境整備が他にあるのでは？？

3 金を使う必要がない

4 そこに金使うなら苦しい家庭にわけて

5 もっと古い所はある。建替えが必要な。

6 まだ、他に直すものがあるのでは？

7
人口が減っていく中、むだな建替えで税金を使用しないでほしいです！！
市の職員ももっと減らしてはいかがか？

8 市立病院の建替えなども出ているため、計画的に時期を考えてやるならばいいと思います。

9 他にもっと街を良くする為に税金を使って欲しい

10 建替えの前にサービスする側の対応を丁寧にするべき

11 その前に子供が育てやすい町にしてほしい（幼稚園卒園まで医療費無料等、保育所代免除等）

12
公務員のみが、新築された建物で働き、中小企業の人は、なかなかそうは行かない！
（税金のむだ使いは、やめてほしい。）

13 税金を別のことに役立ててほしい

14 人口が減るいっぽうで職員が多すぎるので市立病院の建て替え時に一緒にすると良い。

15 場所的に最適、建替よりも優先するものはまだまだある

16 不自由には感じない

17 行った事がないのでわからない

18 必要設備の整備を優先と思う

19 まだ他に使い道があるのでは

20
国の新耐震基準を満たしていない施設などがある
病院建替えもあるのに財源は大丈夫なのか？

21 他にやる事が、

耐震化・再利用等

その他
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Ｎｏ． 記載内容

1
具体的な場所：中央公園か国道沿い
その理由：市外の人が解りづらい、病院に近く

2
具体的な場所：駅の近郊
その理由：今の場所は中心よりはずれている

3
具体的な場所：もっと町に近い方
その理由：

4
具体的な場所：もう少し国道から近い場所
その理由：徒歩で行くには国道から遠いので

5
具体的な場所：駅の近く
その理由：アクセスが楽になる

6
具体的な場所：近くに建てて欲しい。
その理由：今の市役所は遠いです。

7
具体的な場所：適当な所
その理由：

8
具体的な場所：国道12号線沿い
その理由：

9
具体的な場所：市立病院と同じ所
その理由：高齢者が増えるので同じ場所で用事が済むように

10
具体的な場所：駅前
その理由：金融機関があるため

11
具体的な場所：市立病院とつながったらよいと思う
その理由：市民サービスの充実・利用率ＵＰ

12
具体的な場所：東明方面の広い場所
その理由：元々の場所に公共施設建てれるから

13
具体的な場所：駅の周辺：美唄駅と複合
その理由：まちの中心：美唄の中心だから利用しやすい

14
具体的な場所：中央公園に縮小して
その理由：今と近い所

15
具体的な場所：駅前
その理由：交通の面で便利

16
具体的な場所：公共交通機関(駅前付近)、駅付近
その理由：車移動できない峰延住民のため

17
具体的な場所：中央公園
その理由：現在地では仮庁舎が必要で経費増大する

18
具体的な場所：駅東側公園附近
その理由：地盤良し、交通便良し。

19
具体的な場所：廃校を使用するか、今後、小中学校の統合を視野に入れ考える。
その理由：学校は耐震工事されているので、良いと思う。

20
具体的な場所：駅近く、国道近く
その理由：利便性

21
具体的な場所：面積のとれる場所、美工あと地や市立病院のあたりに合同庁舎
その理由：合同庁舎の様な建物が連携しやすく、低コストになるのではないかと考えたから

問33-2 「必要だと思う」とお答えの方へ、市役所庁舎はどこに建て替えると
　　　　いいと思いますか。
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22
具体的な場所：中央公園
その理由：イベントしか使わないから

23
具体的な場所：JR駅裏
その理由：市外に出る帰りに気がるに足を運ぶため

24
具体的な場所：東側
その理由：商業施設が多くなる場所

25
具体的な場所：駅の近くに
その理由：駅を主体としたコンパクトシティーを作ることは、美唄市にとって最後の活性化
のチャンスである。

26
具体的な場所：思いつかないが交通の便の良い所
その理由：建て替え時に移転の必要があるので

27
具体的な場所：中央公園
その理由：市立病院が近くなると用事が済ませやすい

28
具体的な場所：とくになし
その理由：
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Ｎｏ． 記載内容

1 市民会館（他9件）

2 図書館（他5件）

3 図書館など

4 図書館（スペースがあれば、なければ複合しなくてよい）

5 市立病院（他5件）

6 病院（他1件）

7 保健センター（他2件）

8 子育て支援センター「はみんぐ」（他2件）

9 子育て支援センター、保健センターなど

10 公民館（他1件）

11 保育所など

12 消防

13 JR駅

14 出来れば駅に直結した感じが良い

15 防災備蓄センターと旅客ターミナル

16 福祉関係

17 外局　合同庁舎

18 公共職業安定所、ハローワーク

19 市民にレンタルできる小会議室や集会所（避難場所にもなるように）

20 老人が多く集う施設

21 公園、銀行、コンビニ、食堂

22
健康作りの施設（プール）や図書館など
複合希望する

23
図書館、プール、コンビニ、
複合化しないなら、建替えは不用！

24 コンビニ、郵便局

25 金融機関

26 スーパー等

27 必要ならば複合してよいと思う。

問33-3　「必要だと思う」とお答えの方へ、市役所庁舎を建て替える場合、他の
　　　　 公共施設と複合させた方がいいと思いますか。
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Ｎｏ． 記載内容

1 わからない（他1件）

2 カード支払いにも対応してほしい

3 口座振替手続きが面倒

5 市税をコンビニで支払が出来るようにしてほしい

6 家族がやっている

7 市税、水道料が高く支払いに困る

8 口座引き落とし

9 単身赴任で部隊に住んでいるので、縁がない

10 高い

Ｎｏ． 記載内容

1 なし（他2件）

2 特になし（他2件）

3 わからない（他1件）

4 水道はコンビニでも。

5 集金の人がたずねてくれる方法。コミュニケーションがとれる。

6 金融機関からの引き落としをしています

7 農協振替引き落とし

8 銀行引落

9 預金引き落としで十分

10 土、日でも払える所

11 このままで良い

問35　市税や水道料、市営住宅使用料等の支払い方法で、困っていることは
　　　ありますか。

問36　市税や水道料、市営住宅使用料等の支払い方法で、あったら便利だと
　　　思われるサービスはありますか。

－ 52 －



Ｎｏ． 記載内容

1 建築予定の建造物（お店）

2 市議会の内容、ＮＰＯ法人の活動、補助金の使い方

3 年代別の人口

4 市議会の中継をしてほしい

5 お知らせ

6 お知らせ等

7 議会の動画公開

8
資格が取れる制度、場所を作って欲しい。（教室）
ゆたかニュータウンの団地から東小学校まで距離があるのでバスを出して欲しい。

9 満足している

10 全部

11 市への申請や届出などの手続きに関する情報及びイベント・観光情報（２と３番）

12 届出、市内全体にわたる各種の情報

13 現状で良い

14 特にない（他2件）

15 別になし（他1件）

問38　市のホームページや広報紙で、あなたが知りたい情報は何ですか。
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Ｎｏ． 記載内容

1
前のページに記入した内容等、子育てにお金がかからないようにしてほしい。
岩見沢市が取り組んでいること等をしてほしい。

2
近くに個人の小児科や個人病院（整形外科）、産婦人科など、すぐに行ける、遅くても行ける病院
がないから

3 出産出来るようにして下さい。

4 市外の保育施設に通園している子が多い

5 子育てしながら就労できる環境が不十分

6 市長の子育てに対する考えがうすっぺらい。ウソだとまる見え。

Ｎｏ． 記載内容

1 職場の人

2 兄弟姉妹

3 職場の子どもをもつ同僚

Ｎｏ． 記載内容

1 子育てにかかるお金

2 体調

問39-2　「いいえ」とお答えの方にお聞きします。その理由は何ですか。

問40　子育てで困ったときに、気軽に相談できる相手は誰ですか。

問40-2　相談する際の内容は、どのようなことですか。
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Ｎｏ． 記載内容

1

市長がよその町に美唄を売り込みに行くのもいいと思いますが、市内で見かける事が少なすぎると思
います。又、平日に意見の交換会（名称わかりません）を行っていますが一会社員はまったく行く事
が出来ません。
歌舞裸まつりの時に、市主催でコンサートがあると聞きましたが、なんなのかわからない。市役所が
魅力を押し出すべきでは？

2
生ごみの出し方ですが、ごみ袋に入れる時にせめて新聞にくるんで出してもよいとかにしてもらいた
い。直接ごみ袋にごみを入れないとならないのは、結構（夏は）大変です。

3

美唄市にも、TSUTAYAやゲオ等のレンタル屋さんが欲しいものです。数年前に美盛堂が閉店して以来、
レンタル屋さんに行くのに岩見沢や砂川に足を運ぶのはだんだんと億劫になります。電気屋やホーム
センター、コンビニと昔に比べて住みやすくはなっていますが、身近にレンタル屋さんがあると、ど
れだけ助かるかと思っている人も友人、知人を通して良く聞きますので是非、検討をお願いします。

4

年寄りや生活保護者だけでなく新しい命、これから未来を築いていく子どもがいる世帯に対してもっ
と援助してほしい。援助できることを増やせば、もっと子どもの笑い声がひびく美しい町になると思
います。ゴミ袋だけでなく３か月１回でもオムツ等受け取れるようにしたりすると良いと思います。
大人より子ども優先にし、自分も子どもいますが、やはり周りのママさんも「もっと子どもがいる世
帯に対して援助してくれると楽だし嬉しい」と言っていました。０才～小学生までとしてもかなり違
うと思います。自分ももしそういう援助が受けれるようになればあと３人は産みたいです！笑
すぐじゃなくても良いので実現してくれると嬉しいです。ママさんが働きやすい職場などもあると嬉
しいです。

5
市内で子供を産む事が出来ないのが一番の心配事です。若い世代の人が、子供のお産が出来ない町よ
り、出来る町の方が住みやすいと考えるのが当たりまえだと思います。病院（市立）に一考してもら
えれば良いのですが。

6
私は転勤が多い仕事をしています。美唄は住み良い街ですが、札幌に近い訳か自力で発展する気が無
いように思えます。ファストフード、スーパー、遊びの施設、若い人がこの街で楽しめるところがあ
りません。それが良いのかもしれませんが、若い人はこの街から離れて行くのだと思います。

7
補助金の減少、70才以上40%など、どの都市も医療の増加など明るい見通しはないです。青年を育て、
人材を確保して将来に希望をもっていくしかない。

8 子供がたくさん生まれなければ、美唄も空知もなくなると思っています。

9

市で古紙の収集を行っていないのが、大変不便です。
新聞紙はスーパーなどで回収してくれるが、紙ゴミは回収場所が少なく、しかたなく燃えるゴミで捨
てている。
生ゴミも衛生面から、燃えるゴミで捨てれるようにして欲しい。

10

もっと市営住宅を住みやすくして改修したり、早くに住人を入居させるべき。入居者減少により、町
内会費の負担増や自治会役員をやる人がいなくて困っている。団地内の公園も含め、壁の補修、ペン
キ塗り、改修箇所の点検・調査をやるべきだと思う。新しい市営住宅ばかり住みやすくするべきでは
ないと思う。
階段があると、最上階まで灯油を運ぶのは、年をとるときついので、灯油タンクを物置におき、くみ
上げる装置をつけたりなどの工夫をしてほしい。

11
早く市民会館を建て直してほしい。そこで歌手を呼んでコンサートを開いてほしい。もっと美唄を活
気ある街作りを！！

12
市の職員の人数についてまったくふれていない。都合の良いアンケートでなく、現在の人口収入から
考えて職員の人数は適正なのかもアンケートをするべきである。

13 市内のＡＥＤがある場所のマップ作り

14
若い人がどんどん市外へ出て行っています。仕事が無いため仕方なく美唄から出なきゃいけない。例
えあっても給料が安くて結婚すらままならない。若い人達が住み易い街になって欲しい。

生き生きと暮らせる魅力あふれるまちづくりのためのアイデアなど
ご意見がございましたら、ご記入ください。
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15

・ショッピングモールを作ってほしい(西側に)
・西側に古い商店しかないので不便
・市内のバスを病院の敷地まで停まるようにすると高齢者にやさしいと思う。(市立もせき損センター
も)
アンケートをするからにはこの結果を基に改善につなげてほしいです。

16
市外へのPRが足りない。
ふるさと納税に力を入れる。

17

水道の検針日がまちまちである。他のまちは決まっている。
福祉のまちと聞いて引っ越してきたが、特別安い店もなく、障がい者(認知、精神、身体、知的)に対
して、役所も上から目線的な態度が目立つ。もちろん市立病院も。
役所は建替え大事だと思いますが、老朽化しているし。市立病院は意味がない。

18
公園などの遊具が少なく、高学年になると外で遊んでも楽しくないみたいです。少し高学年でも遊べ
る様にアスレチックな遊び場があると良いと思います。

19
水道料金が高すぎること。
中学生まで位は医療費がかからないこと。

20
ラジオ体操を毎日（冬期間は無理があるが）5～9月末位まで中央公園、旭公園、小学校のグランドな
ど利用して実施してはどうか。

21
コアビバイの中をリニューアルして欲しい。
もっと若者が利用できるような場所を増やしていかないと、人口はどんどん減っていく。

22
遊行施設、飲食店を増やす。ショッピングモール等を東にばかりではなく均等に増やす。祭りの規模
を大きくする。

23
冬の除雪車による雪の塊を家の前に大量に置かれ、大変困っている。かえって除雪にこない方が助か
る。大量に積もった時以外は来てほしくない。

24

①ＦＭコミュニティ放送局の設置
②ＪＲとコラボして駅舎を活用した複合施設と駅前再開発
③廃校になった工業高校の校舎の再利用
④雇用促進のため、大企業の誘致
⑤地下鉄建設と地下街
⑥ファイターズ新球場誘致
⑦道の駅建設
⑧美術館の建設
⑨ジャズ喫茶
⑩ツタヤの誘致
⑪美唄ラーメンのブランド化

25
私は今、札幌まで通勤しています。
美唄市では仕事がないからです。市内で仕事がみつけられたら引っ越しをせずにとどまることを考え
ます。

26
やはり若い人が働ける職場があり、子供を産める、育てられる場であることが美唄市の活性化につな
がると思うが、職場も産院もないために難しい。
高齢者や６５才以上の人が活躍できる場ももっとあったらよいと思う。

27 道の駅

28 市税が高く家計費を圧迫しているので、安くして余裕のある生活を送れるようにしてほしい。

29

JRの時間と市民バス又は美自校バスの時間がリンクしていない。(特に駅に向かう際)。高齢者等の時
間との調整を図る必要はありますが、バス会社、JR、市が一体となってより使いやすい交通環境を整
備してほしいです。（駅で1時間待ち等はほぼ毎日ある状態なのでせめて２０分以内にJR又は他のバス
とリンクできるようにしてほしい。）

30 市外の病院に行かなくても済むよう市内にしっかりした病院が欲しい。

31
東川町の取組み(閉校した学校の利用など)を参考にしたら良いのでは。
市全体をデザイン(ハード・ソフト共に)して、市外の人が憧れるような取組をしてほしい。

32
新聞などで見ましたが何でも指定管理と切り捨てるのではなく、大都市・町の真似をせず、小さな街
なのですから、市として管理・運営していくべき。
病院についても、建て替えもまともな医者がこないのだから無意味、やめるべき。
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33 老人と子供が共に使える施設があれば、お互い優しさを持つ事ができるのではないか。

34 年寄りがでしゃばらない。若い人の意見をつぶさない。

35
若者が働き、家族をもち、安定した暮らしができる仕事口のある町にして欲しい。
高齢化が進み、病院施設を充実して欲しい。
空き家の管理を市が手伝うようにして欲しい。

36 税金が高い。所得が低いので安くしてほしい。

37

ゴミの収集ですが、私の地区では一つでも違反なゴミがあると持って行きません。ですから分別には
注意してますが、勤め先のゴミ収集場は何でも有りで持って行きます。生ゴミの中にビニール袋、燃
えるゴミにプラスチック等、ペットボトルはラベルをはがさないでも収集しています。明らかに見え
ているのに収集しています。どうなっているのか疑問に思います。
業務用として大量のゴミが出されているのに一般のゴミ袋収集の方たちの基準は何でしょうか。

38
アンケートとか調査とかの郵便物、FAXが市とか関係機関から送られてくるのですが、調査する側は
もっと足をはこんでほしい、どんな人が住んでいてどんな考え方をもっているか、コンタクトをとっ
て調査してほしい、形だけの調査であってほしくない。

39
・多くの市民が取り組む観光地域づくり
・市内外からの商工業、観光への投資と新規創業者の育成

40
図書館を街の中心に移す。
明るく広く冷房も必要だと思う（本を選ぶのも夏はイヤになります。夏の暑さの中で、学生が勉強す
る姿は気のどくです。）ゆっくり本を読んだり、勉強したり出来る様にする。

41 市役所庁舎の建替えについてはどちらともいえない

42
市の財政健全化計画の達成したことから、先の見えない新規事業にどんどん手を出すのではなく、こ
れまで煽りを受けていた生活環境のインフラを計画的に整備してほしい。
シャッター街になった中心市街地の対策・対応をお願いしたい。

43
市役所周辺、コアビバイ等（西側地区）をもっと充実させてほしい。
外食する（家族・友人・等々で）ところがほとんど無い。
国道の商店が淋しすぎる。

44

かぶら祭りやスノーフェスタ等の観光物産関係のイベントには、多くの市民が集えるような雰囲気を
高める為に、高齢者も行きたくなる様な企画を望む。また市役所の職員もこぞって参加をすると良い
と思います。役所の職員が市民と一緒に、職員が市民となじむ事が〝美唄市″。何か親しみを持てる
のではないかと思うし、市民の声が自然とわかるのではないでしょうか？
マンネリはダメです。

45
ゴミの事ですが、他の町で雑紙として紙（お菓子、ティッシュ等）を資源ゴミとして回収をしている
のですが、出来たら美唄でもそのような扱いにしてもらえるとありがたいです。

46

地域で老若男女の集会をする。月に１回か２月に１回ペースで市が行う。町内に頼らず（町内会は高
齢になっているので負担になる）このような集会をすることで、老若男女が理解しあえる。お互いを
支え合える。
昔の遊び、今の遊びをする。お茶会などをする。
市の職員の方も美唄に住んでもらいたい。そうすることで職員の方も美唄をもっと良くしたいと考え
てくれると思う。
三笠市のように子育て家庭への支援をもっと宣伝してほしい。家を建てるなら美唄だよね！ってなっ
てもらいたい。

47 もう少し仕事の出来る町にしてほしい。

48 美唄でなければできない事、見られない事など外からの人を集める工夫。

49
若い人が地元に残りたいと思える職場を増やせたらと思います。
路線バスは大型のものが走っていますが、時間・曜日、イベントなどの乗客数で統計をとり、中型、
小型で運用してはどうでしょう。燃料代も馬鹿にならないと思います。

50

何度かアンケートが来て記入した事がありますが、全く変わらない状況。
せめて、老人になってしまった時、スムーズに介護が受けられるように。色々な手続きで時間がかか
るばかりで、急な時はどうなさるのですか。
福祉の窓口の対応も人を見て違うようで、役職のついた方の対応も悪い。
美唄市民の税金で支払いされているので、もう少し考えられた方が良い。他の市、町から来た方も口
をそろえて美唄市役所は態度悪いと耳にします。
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51

①受動喫煙防止条例を飲食店の除外をしないでどこに行っても受動喫煙しない環境づくり。
②市内幹線道路状況の整備
③「スポーツ健康都市宣言」市として恥ずかしくない市になるべく、市関係者が積極的にスポーツに
取りくみ、市民に発信する。
④サイクリングロードが使えないから、モデルコースを農業地区に設定し駅などからもレンタルサイ
クルの貸し出しを行う。
⑤農道空港を利用した各種レース（自転車ゼロヨンなど）

52

凸凹した道路を直したり、都市ガスを増やすなど、インフラ整備により力を入れてほしいと思う。し
かし、今後、人口減少により財政収入が減少していくと思われるので、インフラ投資をどこに行うか
の選択と集中が必要だと感じる。
やみくもに行っても、将来に渡って維持できなければ、本末転倒なので、市役所や駅などある地点を
中心としたしっかりと整備のゆき届いた街を築きあげることが美唄の未来につながると考える。

53
仕事が少ない。市民を増やし、住みよい環境を作る為にも、商業施設の誘致に注力し、雇用を生み出
し、過疎化が進む負のスパイラルからの脱却を切に願っています。

54
運動が出来る総合施設があると良いと思います。現在は、体育館と陸上競技場・野球場などがばらば
らなので、大変。使いづらい。

55
イベント・行事・レクリエーション等を増やしたほうが良いと思います（市民同士がふれあえる場の
提供を多くもったほうが良いと思います）

56

今まで働いてやっと少し自由な時間が取れる様になったが交通の状況が悪く学習をしたくても通えな
いし、町に住んでいる人達で人数が決まり、田舎の者はなかなか参加出来ない。月に1度で良いから体
育館で体を動かす楽しい行事があれば良いと思う。人数を決められると難しい。介護の保険は払うば
かりで少し元気な者にも楽しみがほしい。元気で動ける様に老人達も普段から心に生活する様にと
思っている。

57
部隊の隊員等が利用する様な店舗（ファーストフード店、レンタルDVD店、カラオケ店等）を誘致して
欲しい。
美唄で行く所がサツドラ、ホームセンター、郵便局、市役所位しか用事がない。

58 HPを開く際に、データが大きすぎるためになかなか開けないときがある。ある程度軽くしてほしい。

59

市営住宅、シルバー、一人暮らしの老人にも入居出来る、困っている人に住める住宅
定期的ではなく困っている住人がいつでも入居出来る住宅を。
観光ばかりに力を入れず市民が楽しめる市、町に。声をかけたくなる興味のもてる市にしてもらいた
い。若い人が働きたい住みたいと思う町、市にしてほしい。市役所庁舎の建替えは車イスで出入り出
来るように、冬のすべり止め。

60 他市に比べて高いと感じている

61
桜井邸の池を見て下さい。きたなくてすごい、たまに手入れを。郷土資料館もすっきり入りやすくし
て欲しい。
町へ出れば人は歩いておらず、店に入ればだれも入店しておらず、タクシー代ばかりかかり困る。

62

①東明、南美唄地区等の住民の理解を得て中心街に移住していただき中心街を活性させたい。冬の除
雪の削減も計れると考えられる。
②美唄市に道の駅を！
　美唄の農産物を最大限にアピールする場所になると考えられる。
　農産物の売上げ向上を計っていけば。
③一直線道路をアピールする（入口）
　道の駅に看板を設置するなどアピールしては。
　入口付近に道の駅が理想だが、国道沿いが良いが、美唄市の北～南以内で有れば良い。
　と考えます。
④美唄市～唄の町～北海道のど自慢大会等の唄に関係ある企画もありえると考えます。

63

中央公園や、せき損センター裏の公園など、公園内にある灰皿を撤去してほしいです。遊んでいる子
供たちのところに煙がいきます。実際、子供と遊んでいるときにタバコを吸い始めた人がいて帰った
ことがあります。受動喫煙防止条例が形骸化していると感じます。2015年3月には〝PRESIDENT
Online"にて美唄市の条例が拙速という内容の記事が出ていますが、どうか挽回して実のあるものにし
ていただきたい。コアビバイの公園側入口など、人の出入りのあるところでの灰皿設置も、市で一律
禁止にしてください。子供や妊婦にとって煙が暴力であることを周知し、会議や飲み会での喫煙を禁
止するなどは市役所内部から進めていただきたいです。
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64
子供がたくさん集まるような大型遊具（アスレチック）の設置。
子育て世代が「住んでみたい」と思うような各種サービスの向上（税金免除、医療費の軽減など）
観光地になるような名物をつくる（やきとり以外で）

65 いくら、アイデア等を出しても、取り入れる気持ちがなければどうしようもない。

66
受動喫煙防止条例ができたが、以前とほとんど変わりはないと感じている。歩きタバコや吸いガラの
ポイ捨て等とても気になります。また、タクシー運転手が停車している店の前で喫煙している事が多
く、子どもを連れて歩いていると、煙が気になります。

67
ファームレストランなどあったらよいと思う。またはおしゃれな、というかカントリーな雰囲気のカ
フェなど。（富良野や美瑛などにありそうな感じのところ）

68

若い人が多く暮らせる街作り！年よりも若い人が少ないと街全体が暗く感じて活気がない。市内の施
設があちこち散漫して、行くのにも不便だ。
西区あたりにも大型の商業施設があっても良いのでは。隣の岩見沢や砂川から比べると物価は高いの
で、みんなそちらへ流れて行きます。品数も少ないです。

69 今でもきれいですが、街にゴミなどが少なく、花や緑の豊かな街づくりをお願いします。

70
病院が不便すぎる。医者の質も悪い。
公園の遊具がどこも同じのしかなく、すぐあきる。
無料の遊び施設を作り、病院の質などをあげないと、どんどん他の市町村にでてく人が多くなる。

71

人口減少を阻止する為の政策は、喫緊の課題であり、のんびりとした対応は、衰退を促進させること
につながる。
札幌、岩見沢との交通、アクセスが重要であり、抜本的な対応が待たれる。
その前提下で、駅中心のコンパクトシティーを作るべく、名物施設を配置、誘致すべきである。
又、その市内の交通体系を再構築する必要がある。

72

・美唄は駅前からライトレールなど引く事も考えてはどうか
・高齢化で車なしでも生活出来る町づくりを考えるべき
・駅中心で全てが完結する町を目指すべき
・月形方面のバス等考えてほしい
・美唄駅前（市役所などの方）の再開発を考えた方がいい
・駅前なのに、新興ビルの辺りは夜など怖くて1人で歩きにくい
・共練団地の近くを歩いていた時白アリを見たが、市営住宅の耐震の事など調べてはどうか？（水道
管の老朽化なども）

73
2歳の甥っ子を預かることがあるが噴水に入ろうとするので近くに遊具中心の公園があると嬉しい。子
育て支援センターの普段の事業内容や活動を知る機会が少ないので知りたい。

74 医療の充実を望みます

75

・買い物難民をなくす
・車の免許を手放した老人へ乗物補助（75才過ぎたら免許の返還を促す）
・空き家の活用。空き家バンクなど（使えない建物は処分する）
・市職員の質の向上（学歴や資格も大切だが1人の人間としての対応力を上げてほしい）

76
キツネにエサをあげる人がいるらしく外を歩くと近づいてくる。付近で子ギツネも産まれているとい
う話もあります。

77
市役所庁舎の建替えについて、老朽化しているとは思いますが、市立病院をはじめたくさんお金が赤
字ですので私には難しいです。

78

今住んでいる場所に満足しています。不便は承知でも自然に接してゆったりと日々を送っています。
交通では乗り合いを取り入れて頂いている事に感謝していますが、自力で動いている今は良いのです
が、近い将来自力で出来なくなった時の事が不安です。家を処分して市営住宅等に入れる方法(早く
に)があればと思っています。安田侃さんの工房とアルテピアッツァの整備がとても行き届き素敵です
が、東明公園を比べると余りに差を感じます。また外(美唄以外)から来た人がアルテとか東明公園で
の案内がもう少し分かりやすいと良いと思います。結構ウロウロしている事を見かけます。

79

美唄のまちづくりは、だんだん減っていくので、住みやすくしてほしいと思う。病院を建て替えると
いっているが、建て替えするとき峰延の老人施設を美唄の街の近く、同じ所に持ってくるなど、少し
でもお金が入ることを考えて街づくりをしてほしい。役所の人達は危機感が何も思っていない。三笠
などの人達は先を見て街づくりしていると思う。私も家でもないと今すぐでも美唄から出たいと思
う。若い人たちがいつでも住みたいと思うこと願う。市長は自分の店を先にして街づくりはだめだと
感じる。市民のことを思って、美唄市を、アルテピアッツァなどにお金をかけてほしくない。調査し
ても何も変わらないと思うが、役所の街づくりがする人の気持ちが一番。
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80
地域の産業と商品などをうまく活用して、ここでしか食べられないもの、ここでしか買えないものを
産み出していってはいかがでしょうか。

81 焼き鳥をモチーフとしたイベントがあればいいと思う。

82

もっと市民の意見を思いついた時いつでも集められる様に市役所や市民が利用する事が多い所に意見
ボードorアイデアボードの様なものを作ったらどうでしょうか？また、東側に居住していると西側に
行くのは必要性が無いという人も多いらしくその逆も同様で、もっと交通の便利性を考えてみると
か、イベントを考えてみてはいかがでしょうか？そのイベントも若年層から年配の方まで楽しめる様
なもので考えるのもポイントだと思います。

83
物を作るより今ある物を利用して人が集まる町にして欲しい。人が居なければ何も始まりません。特
に医療の充実。市立美唄病院の建替えは必要ありません。この先人口増加は見込めないのだから、借
金が増えるだけです。私もこの町を離れようと考える事もあります。

84
自宅周辺の虫の発生に注意できる様に、数多くの犬を飼わない。放し飼いにしないを、車で呼びかけ
てほしい。

85

・アルテピアッツァ等を活用
・入館料を頂く、無料では出費がかさむだけです。
・冬は、スキー場をピーアール（とても良いスキー場）
・老後に住みたくなる施設整備

86
市の財政状況を鑑みても、多くの事業に手を出している余裕はないものと思います。1つの大きな基幹
事業を達成してから、細かな取組を行うべき。

87 企業誘致。コメリが来て良かったです。

88

日東町はバスもスクールバスしかなく、老人の多い町内です。生き生きと暮らすと言っても車を手離
した者にとっては買い物にも不自由しています。現在コープさっぽろが週に一度来てくれています
が、停車する箇所も少なく停車する時間も短く、年寄りの足では間に合わず、市の方から、Aコープ、
コープさっぽろなど、移動販売車の充実に力を注いでほしいと思います。
また、市営住宅も充実し、移転しやすい様に考えいただきたく思います。

90

・中央公園を花壇を植えて色のある公園にしてはどうでしょうか？
　誰もが「行きたい」と思える様な場であってほしいです
・アルテピアッツァは学童たちが行って学べる場所になっているのでしょうか？
　子供達を豊かに育み学べる場になってほしいです
・郷土資料館ですが外観を見て木に囲まれるのは良いのでしょうが入りにくいです。
　やはり見た目が大切ではないのでしょうか？
・市立病院を建てかえても医者は良い医者は来てくれるのでしょうか？
・人口減少なのに老人ばかり増えるのに税収はどうなるのか？見通しは甘くないのですか？
・もう少し子供の教育に行政も考えて下さい！（江別市、当別市など視察してやり方を考えてほしい
  です）
※本当に幼稚園、保育所、小中学校教育が心配です。
※子供の授業、教育には危機感を感じています。

91

　駅東口近くや、生協近くの公園はすばらしいのに、あまり利用している子供がいないのが淋しいと
思う。
　広報誌メロディーで〝もし美唄市の予算を家計簿に置き換えたとしたら…という記事があります
が、このようなたとえ方には疑問があります。家計と自治体財政は、別の物なので、食費を人件費に
おきかえる等の考え方が、かえって、わかりにくいと感じます。
　美唄からの通勤費を補助するより、美唄市内の高校に入学する生徒の学費を全面補助する方が長い
目で見たらいいと思う。
　学校がなくなると、街は一気にさびれます。今のままでは高校がなくなり、ますます文化的にもさ
びれると思う。
　市職員の方々が、人口がふえている（移入人口が多い）他市町村へ研修にいってみたらいいので
は。（東川町など）
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