
Ｎｏ． 記載内容

1 12号線の歩道がデコボコで歩きにくい。

2 峰延から美唄の国道12号　冬期間

3 12号線は信号ありすぎ。かえって危険

4 国道12号線に右折専用レーンが少ない。

5 藤観光へバイクで行った時、国道からの段差が大きく困りました。

6 12号線　光珠内＆峰延の工事中のところ。急カーブは危ないので早く工事が終わってほしい。

7
国道12号線の元高島屋の食堂の所から山の方に向かって行く道路交差点に信号機がないのでつけて
ほしい。

8
国道１２号線や主要道路から、お店（商業施設等）への出入口の縁石の段差が高すぎで車のバン
パーがこわれる。

9
国道12号　南美唄線「入口」「そば屋前」街頭がついていない。（下り時　右折時暗く歩行者を確
認しずらい）

10
美唄市内12号線の中央分離帯、冬場に道幅がせまくなり通行さまたげになっている。冬季の道路整
備を考えた方が良い。

1 旭通り（他２件）

2 旭通りの段差

3 旭通りの歩道と車道の道路

4 旭通り　全体的にガタガタしている。

5 旭通り　歩道が整備されていない。

6 旭通りのセイコーマート付近の交差点

7 卸売りスーパーの旭通からの出入口はつまるのでいらない気もする。

8 労災病院～国道12号の間　東3条通り

9 労災病院前の歩道が同じ幅でない。

10 旭通りで片面しか歩道がなく危ない。

11 旭通りの冬　車道に雪が出ていて通行しづらい。自分は車で通行している。凸凹有る。

12 旭通り（段差）街路樹が邪魔をして信号が見ずらい時がある（花は良いけど街路樹は危険）

13 旭通りから東明通りへ抜ける交差点、特に東明通りから旭通りへ抜ける時に見通しが悪い。

14 卸売スーパーから労災病院の通りに出る時が危ない。

15 旭通りの早期整備に期待している。引き続き歩道が狭く、危険な状況が続いている。

16 旭通りと養護学校の通りが交わる場所見通しがわるい。通学路になっているので不安。

17 せき損センター前の歩道がつながっていない。

18 旭通りが恐い。段差や学生が自転車で3～4人で並走して来る時。

まちづくり市民アンケート　問１０-２　自由記述

国道12号

旭通り
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19
歩道を歩いていると（特に旭通）後ろから自転車が来る自転車のマナーがわるい（学生、中高年、
子供）。

20
旭通りと和田公園通りの角の標識が危険な位置にある。拡幅工事の予定があるから手を付けないの
でしょうか。

21
旭通り　子どもたちの通学路なのに、でこぼこは多いし、せまい。特に雪の時期はひどい。歩道と
車道の間に柵がなくて車が突っ込んだらと思うと恐ろしい。他の道路も同じ。

22
旭通り、条通りは整備されていて良いが丁目通りはどこもデコボコしている。車運転していても危
ないと思う。丁目通りは特に通学路が多いのに歩道がない。

23

旭通り、まるしん電気前からお寺や労災に行く時、自転車でゆっくり走行しても歩道の凹凸を感じ
る。踏切から労災に行く道（山下時計向かいの洗濯屋さんを過ぎてまるしん通りからお寺の前～通
り）車道と歩道が狭く歩行者が車道を歩いている。もっと歩道を歩きやすく、自転車も通れるよう
にしてほしいです。すでに事故が何回か起きている。

24

旭通りから東小学校に左折する道路が狭くて特に通学時間は車が混雑するので危ない。旭通りの歩
道も狭くて通学する子供が多いので危ないです。旭通りの簡易郵便局に頭から車を止めて道路に出
る時にバックする車も子供の通学時とても危ないです。たまに確認せずにバックしてくる車がいま
す。

1 東3条北

2 東3条通り

3 岡部通り

4 菜の花道路他

5 菜の花通りの歩道の凹凸

6 旧ハローワーク近くの交差点。５号道路の一時停止。

7 菜の花通りを右折してパシオに道路は凹凸が酷い。

8 三井通り地改良区交差点付近は雪どけ、雨降りなど水浸しになり不快な思いをしたことがある。

9 農協の両サイド　自転車と車

10 裏道に歩きにくい道が多いです。労災病院のうら通りが悪い部分が多いです。

11 東1条南6丁目付近の道路が穴だらけで車で通っても、タイヤがバウンドして怖い。

12 駅前通りの歩道が段差があり、平坂（砂がしいてある）が、表面はがれている。

13 国道から向かってバイパスを走って行くと見づらくすぐ交差点、信号機があり危ない

14 生協前の交通量と横断が危ない。

15 東4条北3丁目、グレーダーをかけてもすぐ穴ぼこが出来る。

16 ときわ食堂～小学校の交差点、東1条北1丁目のカーブ

17 ゆたか会館横の通りの舗装がデコボコです。

18 サンキから生協へ道路を横断する場所に横断歩道がない。

19 アルメリアの前の通りから養護学校までの通りは凹凸が多い。

20 東6北7　２箇所危ないので整備して欲しい。

21 ゆたか会館の前の道路が凹凸があるので直して下さい。

22 東4条南3丁目の横道ガタガタでつまづく。

東条目地区
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23 ゆたかニュータウンの団地から、さくら歯科行く横断歩道が欲しい。（信号）

24 和田公園の北東の交差点は、見通しが悪いと仰る方多いです。

25 東1北7から東光団地まで道路凹凸、旭通、東5南3　東西の通り（制限連なし、道路凹凸）

26 岡橋の階段が落ちそうで怖い（東1北4）

27 道路のアスファルトが剥がれ、歩行や車椅子利用者にとっても困難。（養護学校付近の歩道）

28 北有建設（こはれ）の十字路の一時停止は逆な気がする。

29 東5北5の交差点に信号機両方向設置してもらいたい。

30 コンピュータカレッジ周辺の道路が狭い。

31 南美唄に行く道路に大きな穴、ひび割れがある。山の手の坂もひどい。

32
生協へ行く道（すいめい通り）のトイレの向かい側に何年も前から凹みがある。自転車で通ってい
てもあぶない。

33
有明道路で函館本線、生協へ向う陸橋（路線橋）の階段が腐って、落ちそうになっています（崩れ
落ちそうに）。

34 ゴミ袋が残されたまま山積しているところがあり、道路を通行する度に不快な思いをしている。

35
有明通りの歩道（東五条～東七条の間）※特に12号線方面がひどい。
東小中学校の通学路でもある為、路肩の縁石も含めて改良してほしいと思います。

36
あちこちに道路の穴を埋めるための砂袋が埋め込んである。月日が経つと劣化し、袋が破れて中の
砂が道路に散乱している（養護学校すぐ南側の道路）。それで自転車にのったり走っている子供が
すべりケガをした。（前歯を強打）

37
東3条のセイコーマート美唄共練店の隣の塀で見通しが悪いです。歩道を通行する自転車がまだま
だ多く車で駐車場を出る時、出来るだけゆっくりと出ていくよう心掛けていますが、勢いよく自転
車が飛び出してきたらと思うと怖いです。

38

東6条北3丁目付近全体、東小学校、東保育所、中央保育所の道路の段差が非常に危ない。
東中学校の通学路の横断歩道をわたる時に非常に危険で信号機をつけて欲しい。子どもが通学で横
断歩道を渡る際、車が見ていて止まってくれればいいんですけど、急ブレーキの時もある。美唄市
全体の歩道の見直しが必要だと思います。

39
東の方に行くにしたがってデコボコが多い。車に乗っていてもどこかにつかまっていないと大変な
時がある。

40
元コンピュータカレッジのある斜めの通りは交通量が意外に多く歩行者には危険に感じています。
特に冬は、歩道に雪が積もって危ないので通りたい時もありますが、なるべく避けるようにしてい
ます。

41
近野左官、元佐々木左官前の道がデコボコです。
東明通りに抜ける通りです。

42
8階建市営住宅の近くに住んでいます。なめかわ歯科の横の交差点冬はとても危険です。角が雪高
く積まれます。少しずつ前進するのですが今年も危ない思いをしました。

43
東5北3の交差点（聖華高校からコンピューターカレッジへの通りと和田公園の通りの）アパートが
できて、聖華高校へ向かう時右の方が見えなくなった。

44
農協の駐車場・ガソリンスタンドの横の道と市道の交差する所に一時停止の標識が必要と思いま
す。事故も起きていました。

45
労災病院に向かって西側の出口と道路の西側のもう一本となりの市道　この市道から労災側に曲が
るとき道路の段差が危険。躓いて転倒ケガされた方がいる。

46
翆明とおりの松木で運転者側から見て人（特に子供）の姿が見えずらく、又事故が起きる前に取り
除いてほしいです。
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47
ゆ～りん館まで行く時、近藤建設前を通りますが道路のデコボコがひどく運転しにくい。運動帰り
の子供が自転車に乗っていますが、歩道もなく大変危険。

48
東5条南4丁目の信号は交通量が少ないので必要ないのでは。他に数件あると思います。信号のない
交差点で交通量の多い所があると思います。根拠がわかりません。

49
卸売スーパーの駐車場出口（セイムス側の）歩道・卸売りスーパーの裏側トラックの出入り口の歩
道ががたついている。

50
東7条のハーモニーまで行く道、道路が割れてタイヤが傷付きそう。東3条の東明通り付近は狭くて
ガタガタしている。東光団地から西に向かっていなほ団地まで通る道、特に12号線から西側は、こ
まかくひび割れしてひどい。

51
下水マンホールの極端に低いところがあり危険です。（東3条南1丁目と2丁目の間の道路（駅前通
り））1ヵ所砂袋で埋めていたことありますがかさ上げして直した方がよいと思います。

52
東7条通りから旭通りに出る交差点が危険だ。（市内方面からのカーブが近いので7条通りからの認
識がわかりづらい）

53

　夜のJR駅を出ると街灯を1個に消しているから暗い。車道には灯りをつけていて、歩道は暗い。
全灯を願います。店舗もなく真っ暗の道路です。冬期頃になると日が短く4時過ぎると暗い。学生
も通ります。夜になると若い学生さんも道路を歩いています。
　駅前（西側）駐車場出入口の路上のタイルがガタガタです。3.4年前から修理されずにそのまま
です。車イスなど足の不自由な人は車道を通っている。その歩道の小石が車道に出て車に当たる事
も考えられます。バックのいそおから国道に向かいマッサージ手もみの前の角から丸吉呉服店に向
かう角の所の足元、歩道の段差がひっかかり歩けない。

1 西2条北

2 西3北4　稲穂通りの道路が凹凸

3 以前、市立病院北側の住宅街の市道が凹凸があり危ないと感じた。（２，３年前）

4 歩道に50センチ四方の穴がある。（西3条南6丁目のスパー近く）

5 西1条南2丁目付近の歩道や道路が危険だと思う。

6 元ウエストドーム　小学生の通学路になってる所　図書館に行く道

7 中央小付近の橋のあたり

8 西3条のセブンイレブンの交差点

9 旧美唄工業高校（グラウンド側）～市役所間の道

10 歩道に段差があったり国道より市立病院通り

11 美工裏から市役所へ向う通り。一時停止を止まらない車や自転車が多い。道も狭い。

12 市立病院の西裏側通りです（広い道路に出る処）見通しが悪い。右から来る車が見づらい

13 市役所前と住宅地区をつなぐ細い道路。自転車（学生）がとび出して来たり、車も見通しが悪い。

14
西4.南1（市・車庫裏）～過去における下水道工事に不備？の部分あり毎年地盤沈下の状態になる
為危険を感じている。

15
西3条南6丁目のスパー横の市道。年々ガタガタになって行き、歩行者がいたら車は止まる寸前まで
スピードを落とさないと通行出来ず、車はどこにとばされるかわからない

16
美唄中学校の近くの止まれの表示されている場所をよく通るのですが、歩いている人、自転車の人
が見にくいのですがどうにかなりませんか。

17 銀座通りから国道12号線に出る所の道路が凹凸があり危険と感じます。

西条目地区
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18
図書館の近くなど、子供が多く通るところでもいきなり歩道がなくなったり、中学校・小学校の周
りも夜になると街頭が少なく真っ暗になるので危ないと思います。

19
西1条南1丁目の「びばい眼科クリニック」と「センター薬局」の間の道路が割れていて転びまし
た。

20
焼き鳥たつみを過ぎて花屋と空知神社の交差点のところが狭い。通学路で市立病院からの人達も
通っております。事故の起きないうちに広くしていただきたいと思います。

21 コア美唄～と飲食店の道路わきに車が駐車してて冬など見通し悪い。

22 路地に入った時の見通しの悪さ（西1～5条　北1～5丁目位）

23
空知信金前の道路で直線車と左折車の道路がわかりずらい。何度も年寄りにぶつかられそうになっ
た。特に高齢者男性。

24 市役所よりいなほに行く道など

25
スエヒロ・パナプラザ　交差点
コアビバイ　正面

26
旧美唄工業高校の体育館の歩道が途中でなくなっているので、通る時はいつも不安です。（S字
カーブ）。美唄消防署を左に曲がると街灯が少なくて、気味が悪いです。

27 栄鮨のエンセキ、除雪で凸凹あり、足が引っ掛かる。

28 保健所の西側の信号のある交差点東西に走る道路が波をうっている。

29
ダイゴビルを背に南向きの方向は街灯はうす暗いし、1本もなく、真っ暗な道もある。西2条南5丁
目あたりの道には2ヶ所の段差があり自転車は危険。

30
自宅前（西1南7）ボコボコ道路、砂袋なくても良い道路にして欲しい。中田ハイツ前交差点、アス
ファルトはがれて危険。

31 大通り西1条南4丁目の国道より銀座街に入る道は凹凸があり、転倒の恐れがあります。

32 中央公園から美工のバックネットに抜ける道路。交差点に水が溜まって歩きづらい。

1 ゆ～りん館へ行く道路、東明の方

2 東明地区

3 東明1条通り、共練東

1 南美唄地区の道路が悪い（他１件）

2 南美唄の道路が凹凸や段差がある。

3 南美唄（三井）の住宅地の道路、全体的に悪い。

4 南美唄町の道路、歩道、凹凸や段差がある。

5 全般的に南美唄は道路が非常に悪いです。

6 南美唄は、凹凸で歩きづらい。孫が自転車に乗って居てもあぶない。

7 南美唄は特に悪い転居の時だけ直してあとはそのまま。

8 国道21線　自衛隊道路信号機がないので冬は特に大変です。

9 南美唄地区の歩道等の整備（草など）が悪い。

10 南美唄の舗装されてる道が陥没してたり、段差等あり危ない。

11 南美唄6丁目や三井通りなど、春先にあいた穴がふさがれないまま年々増えている。

南美唄地区

東明地区
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12 平林商店の所が見通しが悪く車がぶつかる危険がある所だと思います。

13 自衛隊前の道路がガタガタ。

14
南美唄の道路は道幅が狭いので気をつけて歩いています。大きくへこんでいる所もあり雨の日はす
ぐに水たまりになります。

15
住んでいる地区（南美唄）の道幅が狭く路面も凹凸が多く歩いても自動車で走行しても危ないと思
います。

16
南美唄への市道（国道のセブンイレブンから三井方面）の交通量は。結構多く散歩している人が多
いにもかかわらず、片側しか歩道整備されておらず、用水路に車が落ちたりしないか心配。過去に
車両が転落しているのを実際に見ました。

1 道道921と市道西21線の交差点

2 月美線　道路の段差で転びました。

3 光生園の近くの歩道　穴ぼこがある。

4 一心町の防風林北側～月美線へ合流する道路の凹凸がひどい（開明橋の脇道）

5 一心から開発に行く道路が悪い。茶志内７線の工事が長期すぎる。

6 宮島沼へ行く標識がわかりにくい。農村の道路がでこぼこ。

1 交差点の雪が多く見通しが悪く、危険な所が多いので除雪に注意をしてほしいです。

2 雪道で道路が狭い。

3 雪山で見通しが悪い交差点がある。

4 雪どけ後　凹凸あり

5 冬の雪の多い時期、除雪によってできた高い壁により見通しが悪い（すいめい通り）

6 民家の歩道上の落雪

7 道路に雪を出す方がいるので困っています。

8 冬の交差点、北洋銀行、郵便局前

9 冬期間の歩道の除雪が入らない所があり危ない

10 冬　雪山が出来るため夜は車のライトなどでわかるけど昼間は見ずらい。

11 冬期間に歩道が斜めに除雪されているので非常に滑りやすくて困っている。

12 街路樹が多く見通しが悪い部分があり特に冬期間は街路樹に雪がたまっている。

13
いたる所でタイルやブロック（歩道）が破損している。又、冬場では交差点の雪山だけでもその都
度、除雪の必要があるかと思う。（とても見通しが悪いです。）

14
十字路で雪が多く、左右からくる車、人の確認が出来ない。一時停止して、前に出なければ事故に
つながると思います。

15
一冬終わるたびに生活道路がへこみなかなか直さない。へこんだ所に砂の入った土嚢袋を入れて、
それが切れて砂だらけになっている。高齢者が増える中で、足元が危ない。

16
家の前や周りの除雪が不十分。道路の穴がありすぎて不便。交差点の見通しが悪い。冬は何も見え
ません。

17
どこの歩道も雪どけと同時に凹凸だらけで自転車も歩きもあぶないです。滑らなければ雪道の方が
良い位です。

豊葦・峰延・光珠内地区

冬期間・除雪・雪どけ後
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18
雪が融けると道路の状況が悪く土のうの袋で一応補修しているけどその後そのままで放っておかれ
ている

19

冬　歩道の除雪がすこぶる悪く、歩道に除雪をする家有。何とかできないか？役所の人方は歩いた
ことがあるのでしょうか？
夏　自転車の乗り方でルールがかなりきつくなっているのに合った自転車用の道の確保が全くなさ
れていない、役所の方は乗ってみて歩いたことがあるのでしょうか。歩道の道伸びた草が覆いかか
り、とても走ることができない。東8条から北に向かって有明通りまで行く道が特にひどい。通学
路ではないのでしょうか。

1 道路に凹凸や段差がある（他１７件）

2 道路の凹凸や水たまりが多い。

3 歩道の段差、凹凸、隆起、沈下、破損などバリアフリーになっていない。（メンテが悪い）

4 商工団地あたりの道路がボコボコしてたり、穴があいてたりしている。

5 バス後部座席に於いてはバウンドにより身体がつらくなる事がある。

6 マンホールと道路の高さが酷い。

7 道路と側溝の段差がありすぎて危ない。

8 道幅をひろく障害者が通りやすく

9 道幅が狭い所がある。（歩道、車道、中道、支線）（他２件）

10 家の前の道路が狭くて車が良く通るので危ない

11 道路の凹凸が大きい　排水の完備が悪い

12 道路の幅がせまいのとアスファルトが痛んで凹凸

13 近所の道路がしばれあがり、凹凸で運転しずらく、車に悪影響

14 農道の凹凸。全般的に市道の凹凸

15 歩きづらい（境目のない所が多い）

16 歩道の整備が悪い

17 交差点の見通しがわるい

18 15号道路の草がのびて交差点の見通しが悪いとこがある。

19 道路の穴に落ちてしまうことがある。

20 歩道の補装に穴がある。歩道を自転車が通れるよう標識を多く設置して欲しい。

21 道路の舗装が悪い

22 通学路なのに歩道がない。（他１件）

23 歩道上に駐車している（整備会社）

24 街頭が少ない

25 農道全般・横断管による段差

26 歩道が斜めに傾いている。小さい子供が自転車で走っているのは危ない。

27 道路全体がでこぼこ（市道）車の足回りに影響がでる。

28 市内全般に舗装されていても段差が多すぎる。

29 全体、補修個所の凸凹が多すぎる。

その他
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30 裏道などけっこう道路の状態が悪い所が結構ある。

31 ガードレール等の修理（事故・劣化）した方が良いと思います。

32 市内に段差のない場所がありますか。質問は愚かですね。

33 全体的に狭く、凸凹の多い道が目立つ（整備が遅れているように思える）

34 歩道の段差がありすぎる。道路の整備が悪い。

35 ベビーカーを使用しているため、道路の凹凸が気になります。

36 全地域について言えると思いますが舗装道路の凹凸が多く自転車で走行するのに不快です。

37 市道に穴があり車の通行に支障がある。路上の白線が消えているところが多い。

38 美唄市内全体。標識が見にくい。冬の除雪作業は汚く道幅が狭い。

39 裏通りなどのアルファルトがヒビ割れなどしている所が多く思われる。

40 車を運転していて、ところどころ凸凹があり、車をはねてビックリする時がある。

41 農村の市道が砂利道が多すぎる都市部の市道の段差がひどい。

42 歩道が狭かったり、歩道がなく車道のはしを子供たちが歩いている事がある。

43 “止まれ”の標識が見づらい交差点がある。

44 段差。草が伸び放題で見通し悪い。

45
歩道が整備されていない所が多い。街灯が少ないので夜間の歩行者が見づらい（農村地区は特
に）。

46
歩道のコンクリートがひび割れて穴があいている所が多い。国道以外の車道に亀裂・穴等が多く、
危ない。

47
歩道がせまい場所や車道に隣接している場所が多く、ベビーカーで歩く時など怖い。段差も気にな
る。

48
道路から歩道に上がる時の段差がありすぎる。足の悪い人は、10㎝の段差も上がらないので、バリ
アフリーとは言いませんが、それに近いものにしてほしい。

49
1度、歩道を歩いていると、車が急にすごい勢いで横切ったり、歩いていると左側からこちらの方
にわたる車とスレスレのところで横切ることがありました。

50
6月1日から自転車の違反マナーが厳しくなり美唄市の歩道の整備の仕方じゃ自転車のマナーも守り
ようがないと思います。車道と自転車の間隔が危険で車が自転車にぶつかりそうになります。

51
福祉の街と言いながら歩道がなかったり、ガタガタだったり車イスの人達の事を全く考えてないと
思う。どこが？と聞く以前に街全体を調べればいい。

52
駅の右側の歩道と旭通りの東2条までの歩道の両側にある敷石の部分（した次の年にははがれ、よ
く考えてしてください）

53
全体的に歩道が少なく、あっても整っていないところばかりに感じます。駅の近く、国道のところ
だけ整っているので、それでは美唄の普段の市民が生活しにくいです。ご年配の方も多い地域に感
じるだけにとても残念です。

54
マンホール周りのコンクリート破損（市営住宅付近）
遊歩道にセンターラインがあると夜道も走りやすい（車イス・視力障害者）

55 ほそい道で車を走らせていたら止まれの標識がない所がいっぱいあります。

56 農家の方は人はあまり通らない所も舗装になっているのに町の中はまだまだ。

57
昔の炭山通り（山下菓子店から東明まで）いたみが激しい。
本線にでると右、左折の時見通しが悪いのでそのような場所はより除排雪を。
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58
自転車に乗る機会が多いが、イベント誘致に力を入れてる割には道路整備には力を入れていないと
感じる。あまりに凹凸、段差が多すぎる。安心して走れる所が少ない。舗装のパッチ当ても手抜き
が多い。

59
特に十（日）通りの段差がある。
東明4条2丁目1－11の通りの砂利道が悪い。できれば仮舗装してほしい。

60
看板が木などに隠れている。記名が薄くなっている。街の中でも病院周りも道路に段差がある。冬
期間主要道路でも十字路の見通しが悪い。桜田店の横はいつもひどい。

61
道路状況ではないが、自転車を乗っている人の運転が危ない。特に高齢者の車道まで出て運転して
いるのと、全体のライト点灯をしていない点です。

62
元大河原商店の裏の道路は半分は舗装して半分は凹凸なのはどうしてなのでしょう。どういう基準
できめているのですか。

63
国道、市道でも車が常に利用している所はまだいいのですが、あまり車がいない所はガタガタで年
寄りがつまずいてしまうような所が沢山あります。

64
街中はあまり感じないけど少し街から外れると穴だらけのデコボコ。タイヤがパンクしたこともあ
ります。

65
凹凸が多いので車や自転車は走りずらいです。少しは良くなってはいるのですが、水たまりがあり
すぎで困ります。

66 近年美唄市の住居地の道路、側溝の凸凹が多すぎる。特に道路、車で走行しづらい。歩きづらい。

67
何年もボコボコのままで全く修復する感じがない。何年もそのままなので年々穴が深くなってい
く。

68
歩道が広いため車が止められており、歩行の邪魔になる事がある。銀行前に車があり車道が狭くな
る。

69
国道から市立病院通りの歩道、国道から南美唄に向かう歩道。歩道はほぼ車イス、乳母車を押す人
は難しい。歩道の中央には電柱が立っている。自転車道と歩道マークを付けて欲しい。

70
美唄市の国道側は整備されているが、少し離れるとほぼ全体が酷い状況です。市の方でも、車から
降りて、歩いて調べて下さい。

71
交差点と交差点との間が近いせいか、信号が変わった時、大きくて長いトラックなどが道を塞ぎ向
側に渡れない事が時々ある。また急に赤信号なのに車が左へ廻ろうとして信号待ちしている人にぶ
つかりそうになったりしている場面も見る。私自身も経験があり、警察にも話したことがある。
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 No. 記載内容

1 バスを利用していない。（他20件）

2 自家用車を使用している。（他15件）

3 自家用車を使用しているので困っていない。（他3件）

4 自家用車を使用しているのでバスのことは分からない。（他2件）

5 自家用車を利用して居るので今の所影響なし。

6 車があるので今は不便ではないが、車に乗らなくなったら不便。

7 運転するので今は困っていないが将来はわからない。

8 今は車で買物に行くので困っていないけれど乗れなくなった時は困る。

9 自家用車があるので良いが無い方は困っている。

10 バスは使わないが、お年寄りは困っている。

11 今は車があるので困っていないが、車を手放したら使いたい時間帯の便が無く困る。

12 まだ歩行出来るので今の所大丈夫。

13 余り使用していないのでわかりません。

14 バスを利用しないのでわからない。

15 使ったことがないのでわかりません。

1 JRとの時間をうまくしてほしい。

2 行き先がわからないため乗れない。

3 路線が良くわからない。

4 冬にスキー場まで行くバスがないのは変です。

5 今は車ですが近くにバス路線がなく不便です。

6 バスが少ないので車を利用している。

7 本数がないので通勤・通学に全く利用できない。

8
バスは、時間帯も数も、路線も不足していると思う。だから美唄市内であっても自動車やタクシー
を利用する事がある。

1 南西に店（スーパー）が無く高齢者には不便。

2 目が見えないのでのっていない。

3 バスに乗ることはありませんがバス停が遠い。

4 近くに買い物できる所があるのでいまのところ不便なし。

5 市内バスの状況を知らせる事が大事。

まちづくり市民アンケート　問１２　その他

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 育児

2 家事・育児

3 孫

4 子供の成長

5 別居の孫の成長

6 今の所は週1回おにぎりを持って孫と公園に行く事。

7 親の介護

1 友人との交流（他２件）

2 近所住民との親睦

1 カラオケ

2 コンサートに行く

3 花、野菜作り

4 農業（畑作業）

5 自家野菜

6 家庭菜園をやっている

7 近所の人との会話、家庭菜園、園芸

8 朝1時間の散歩をしています

9 おいしいものの食べ歩き

10 毎日30分歩く、たまに旅行に行ったり

11 旅行

12 読書

13 テレビ（ラジオ）読書（夏は自転車、冬は歩く買い物時）

1 デイサービスに行く時

2 のぞみ会作業所

3 平和・生活運動

4 間接的な社会貢献等

5 科学、物理、自然、その他　政治の関係

6 夫の介護で今は余裕ありませんが努力しています。

まちづくり市民アンケート　問１６-２　その他

子供・孫・家族

趣味

その他

友人との交流
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Ｎｏ． 記載内容

1 編み物

2 ちぎり絵などをする

3 そば打ち

4 夏はミニ畑作、衣類のリフォームや手造り手芸

5 畑、園芸

6 農業

7 自然保護活動

8 旅行

9 カラオケ

10 パズル

11 写真、読書

12 パソコン、インターネット、写真

13 ノルディック・ウォーキング

14 筋トレ、カーブス（フィットネスクラブ）、家庭菜園

15 サークル活動

16 しめ縄づくり

Ｎｏ． 記載内容

1 育児

2 体育

3 ヨガ・ストレッチ

4 園芸

5 自然保護活動他

6 料理、衛生

7 古文書、ボイストレーニング、パン作りなど

8 日本ならではのもの

9 生活に役立つ講習　ほか１件

10 パソコン

11 パソコンのエクセル・ワード

12 高齢者へのパソコン講座お願いしたい

13 社会科学、特に情報（社会）

14 美唄市の企業についての知識

15 市町村活性化

16 ヘルパー2級の土日コース

まちづくり市民アンケート　問１７　その他

まちづくり市民アンケート　問１８-２　その他
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Ｎｏ． 記載内容

1 近場のゴミ拾い

2 道などにポイ捨てなどしない

3 家の生ごみは堆肥の所、持っていくけど生ごみ取りに来る日たまに出します。

4 自分で堆肥を作っている

5 敷地内での除草機を使用していません。

6 むやみに殺虫剤を使わない。ペットは大事に最後まで飼う！

7 家の前の市道の自分の範囲以内を掃除しています。皆さんに強制出来ないのが残念です。

8 雨水を園芸、菜園に使用。草もコンポストに

9 電気自動車を愛用している。

10 ゴミを減らすため食事を作りすぎず、食べきるようにしている。

11 家で使用しているエネルギーロスの追求改善

Ｎｏ． 記載内容

1 停電時の暖房

2 災害のない美唄市を安心して暮らしています。

3 車の燃料を多めに入れておく。災害時の暖、電源に

4 風呂の水をとっておく、冬に停電になっても困らないよう防寒用の衣類を余分に準備する。

Ｎｏ． 記載内容

1 仕事の面で、内容や量など（他４件）

2 職場において（他２件）

3 職場で思ったこと言えない。

4 仕事とかの選択など

5 仕事の役割、立場等

6 労働力でキツイ仕事があまり女性にまわっていない。

7 正社員又はパート間における待遇

8 役職に差がある。出世の速さ。（他２件）

9 昇進、労働時間

10 給料の差（他３件）

まちづくり市民アンケート　問２０　その他

まちづくり市民アンケート　問２１　その他

まちづくり市民アンケート　問２５-２　自由記述

仕事・社会的地位
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11 男性以上に働いても、給与は女性は低い。

12 給与、雇用面で男性が優遇されている。

13 男性の方が仕事あるし給料高い。女性の仕事があまりない。

14 会社勤めにおいて、地位（役職）や給料面で女性の方が劣っている。

15 市職員を見ても女性の部長などいない。美唄市長に女性がなる日は来るのでしょうか？

16 市役所の女性管理職の参用の少なさ。

17 女性の市議が少ない。（他２件）

18 市政に関する上にある立場の人はほとんど男性だから

19 女性の方が人口が多いが会社の役員、道義、市議、町内会役員など男性が多い。変わらない。

20 社会的地位（他１件）

21 社会全体的に男社会の様に感じる。

22 社会的に男性優位の意識が根強く感じられます。

23 女性職員が結婚すると非常勤にされるなど。ありえないと思う。

24 ケースバイケースだが、金銭面では男性の方が有利では？

25 まず美唄に職がない!!男はなんでもえばっている。

26 セクハラ・パワハラなどで女性の方が訴えやすい。

27 産休・育休がとりやすい。

28 有能でもないのに産休と言って給与だけしっかり受取っている。

29 育休の件で訴えている女性をTVなどで観て。（美唄市では感じませんが）

30 市内にはまだまだ託児所完備の職場が少なく、女性の社会復帰には厳しいのが現実。

31 産休明けなど仕事のブランクがあって思うように復職できないイメージなどがあるから

32 女性がお産する場合、産休を十分理解されていない方がいるように聞くことがある。

33
結婚し、夫婦共働きの場合でも女性の負担の方が大きく、男女平等となって夜の仕事も認められた
が、NS（看護師）は17時間労働が黙認されている。

1 ベビーシッターサービスが少ない

2 母子家庭

3 女性への負担（親の介護など）を当然とする風潮が強い

4 家庭内においても妻の方がすべてやる様な状態

5 子供を出産した後の休みの期間も子供との時間も良くなったと聞く。

6 女性の方が優遇されている　父子家庭などは

7 女性は家庭の問題が有るとどうしても（子供の事、親の事他）

8
教育、育児にかかわる事でやはりまだまだ子育ては女性がするべきと思われがちで、仕事もなかな
か両立が難しい。

9
父子家庭よりも母子家庭の方が色々手助けはあるが父子家庭の人にはあまりない。給料も男性と女
性とあまり今は変わりないのに、あまりにも女性、母子家庭と言いすぎる。男性にも（父子）同じ
ようにすれば良い。

家庭・子育て
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1 平等ではないと思う。

2 全てにおいて(他２件)

3 女性はすべてにおいて弱い立場だと思う

4 夜の外出

5 体力的なこと

6 具体的にどうとは言えませんが、平等ではないと思います。

7 簡単な言葉ですが私は何とも答える事は難しいと思います。

8 まだまだ男性が優遇されていると思う。国会にしても市民にしても感じる。

9 サラリーマンの妻は、年金掛金をかけていないのに、年金を受取れる。

10 公的、私的共にまだ男性が優遇されている

11 男の方が何かと色々な面で良いと思います。

12 何でも男目線で決められているように思うので。

13 “平等ですか”と質問されている時点ですでに平等ではありません。

14 事実として平等なのに男性が優位に立とうとすることが問題である。

15 いろいろな面で女性へのサービスが充実している。

16 男女平等は建前で、実際はそれ程大きく変わっていない気がします。

17 女性を軽蔑したような目で見るサラリーマンがいる。

18 場合によって違ってくるが、上の物に好かれている人が優遇されている。

19
性差がある事実はわかるが、雇用やライフイベントから見ると、女性はより優遇されるべきだと思
う。

20
今までのモラルがまだまだ気持ちの奥にある。平等でありたいと思うがなかなか思うようにいきま
せん。

21
設問が美唄市のことなのか、もしくは日本の傾向なのかよくわかりませんでしたので……一般的な
感じとして「男性優遇」と感じている。

22
質問の意図がわかりかねます。なんでも平等がいいのでしょうか。女性らしさがあり男性らしさが
あるすべて平等感に安心することの方が疑問です。

23
状況に依り、主観的な考えで客観視がおぼつかない事も多々。民主的社会に於いて、女性も平成に
てやや優遇される一方男性社会では。

24
男女平等といって、無理に女性を起用していると感じる事がある。平等というなら能力が高い方、
その職に通じた方を無理なく起用すべき。男女平等というが「私は女性だから」「女性目線で」と
かが多い。

その他
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Ｎｏ． 記載内容

1 ウォーキング

2 さんぽ、ウォーキング

3 毎朝ウォーキング

4 毎日１万歩のウォーキング

5 毎朝ラジオ体操をしています。

6 エクササイズ

7 意識的にストレッチやランニングをしております。

8 日々の運動

9 毎日の散歩を心がけている。

10 自分の体、運動のためを思って1時間20分くらい歩いて来る。

11 出掛ける時などなるべく歩くようにしている。

12 カーブス（フィットネスクラブ）に行くようにしている。毎日血圧、体温、体重チェック

13 食べ過ぎに注意はしていますが無理になっている。

14 出来るだけ添加物の入らないものを取り入れている。

15 飲酒しない。年2回血液検査で自分の体調を把握する。

16 定期の受診

17 定期的な受診

18 職場での人間ドックを受ける。

19 笑顔

20 自分への褒美をかかさない

21 休日には趣味を優先させる

22 毎日誰かと話をする様にしている。

23
40年来ビタミンE.Cを飲んでいる。そのためかどうかわからないが70代になるが病院の薬もないし
通院もなし。それは幸いに感じている。今日まで健診一度もなし。

24
健康の時は貯筋体操に通っていましたが今は体調崩してまして休んでいますが、又始めたいと思っ
ています。

まちづくり市民アンケート　問２９　その他
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Ｎｏ． 記載内容

1 学校の健康診断を受診　ほか５件

2 大学主催の健康診断を受診　ほか２件

3 かかりつけの医院

4 あおぞらクリニック

5 施設の健康診断

6 透析センターでの定期検査

7 内科通院の中での血液総合検査

8 病院に通っています

9 往診を受けている

10 4カ月に1度の血液検査

11 月1回受診

12 月に1回は病院で診察を受けている。

13 月に1回病院へ行き血圧の薬を受ける時受診する

14 持病のため月1回かかりつけ医に問診と投薬、必要により各検査を行っている

15 持病の血液病は毎月。他にMRI、CT検査及び受診

16 子宮がん、脳ドック、乳ガン検査のみ札幌で受けた

17 特定のがん検診を受診

Ｎｏ． 記載内容

1 経済的に余裕がない。（他４件）

2 健康診断を受けるのにお金がかかるため（他１件）

3 忘れていた。(他１件)

4 怠慢

5 体調が悪かった

6 たまに病院（医院）に行くので。

7 2年に1度受けている

8 通ってるクリニックで血液検査や心電図してるから

9 職場でしていないので、時間がなく出来ません

10 昨年まで健康診断をやらない職場に3年ほどいたが、6月に受ける。仕事を変えたため

11 胃カメラとかは怖い　しりごみする

12 今、現在の体調がどちらかといえば健康だから。

13 未成年だから

まちづくり市民アンケート　問３０　その他

まちづくり市民アンケート　問３０-２　その他
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Ｎｏ． 記載内容

1

高齢で裏口、ベランダの除雪、雪道での食料品の買い物が苦痛です。冬期間、食品の積んだ移動の
車が町内に廻ってきて欲しいです。（自分の目で見て買いたいので）
毎年、地方に住む子供たちから同居の話があるのですが、住み慣れた美唄から去り難くて、もう少
し、もう少しと頑張っています。

2
まずどんなに自然が多い、環境がいいと言っても、お店が少なく交通も不便だとこの街に長く住み
たいとは思いません。昔ながらのお店も大切ですが大型デパート等を置くのも重要です。疲れを癒
す娯楽施設もない。コンビニ等も少なすぎて、暗い時間に助けを求める場所がなく不安です。

3 働く場所が無いうえに税金が高すぎる。だから若い人はみんな出て行ってしまう。

4
若い世代が文化的、社会的にもっと魅力があるようなものをどんどん作っていく。例えばレンタル
ビデオ店などの娯楽だとか。

5 企業・会社を美唄に一社でも多く誘致すると人口も雇用も安定する。

6 他の市町村の取組を見習うべきだと思う。美唄市は平等の差がありすぎる。

7 結婚した家庭には更に金銭面で支援すべきだと思う。

8
病院が充実していない為娘達は他市へ越して行きました。自分もいざ治療が必要となった時娘達の
いる市の病院を選ぶような気がします。

9
病児、病後保育が充実していなければ、結局は税金を収められる程の長時間勤務の実現は無理だと
思う。

10
全国的に見れば関東一円、道内で見れば札幌市と一局集中の人口の流れは簡単に止まると思いませ
んが公共交通網やインフラの整備、メンテナンスや大手外食産（チェーン店）の誘致に力を入れれ
ば良いと思います。

11
市内に出産できる病院がないのは問題
市の職員ですら、市内で買い物をしない→市外に出なくて済む環境作りが必要。

12
行政が若い者への支援を明確に示し、子育てに対する不安を無くす方針を打ち出す。本州では、こ
れら施策で移住者が増えている町があるので参考にすべきである。

13 美唄市は働く所が少ないから

14
美唄市に対して不安が大きいから人口が減少する。
医療機関の見直しや職場、賃金に関する見直しが必要

15 雇用安定あるのみ

16
美唄で出産出来ないため、第2子出産はあきらめる人が多いと思います。（育児休暇の徹底など企業
にお願いする）

17 完全週休2日制の導入をしたり、長時間労働の廃止。

18
若い方が、安心して働ける、企業誘致
子育てをするために医療の充実が必要だと思います。

19 小学生になっても子育て支援は重要です。小1の壁を感じる事のないようにしてほしい。

20
市立病院があっても婦人科があっても出産出来ない少子高齢化といっても何もなされない。美唄市
で子供育てていくには無理がある。

21
子供が欲しいと思っていますが、私の心身の状態もあり、働けなく、旦那一人の収入では産めな
い、育てられない状況です。もし妊娠したとしても今の美唄市の支援体制はよくわかりませんが、
近隣の市の方が良いとわかったら、子供の為に引っ越すと思います。

まちづくり市民アンケート　問３６　自由記述
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22
10月から水道料金の値上げにより、近くの三笠や奈井江への移住を考える人が多数います。住みた
くなる街とは全く反対の施策ばかりと思いますが…

23 若い世代が住みやすい支援（手当等）

24
「増田レポート」を鵜呑みにした問32を掲げるような軟弱な精神を転換して、自主独立の気概のあ
る町づくりを期待したい。牛後ではなく鶏口である。

25
大きい病院が2つもあるのに、救急では砂川や岩見沢にまわされその途中で亡くなる人もいる。安心
できる医療体制がないと大きい街へ将来は移りたくなる。

26
1人1人の考え方が個々を大切にする方向になっている。もっと大きな目線で物事を見たり、考えな
ければパートナー選びは出来ないと思う。

27 子育て世代へのサポートが充実すれば定住も増えるのではないでしょうか。

28
若い世代の安定した収入と子育てにかかる医療費や教育費を18歳くらいまで無料にするなど美唄市
独自の政策を作り近隣市町村から移住したくなるような町作りをして人口を増やして、働き盛りの
世代を美唄市に呼び組む努力をする。

29
美唄市は住みやすいが不便だと思います。
仕事も少ない、収入も少ない、娯楽もないなら淋しすぎます。

30 市立病院に婦人科が出来れば良い。

31
国から補助が受けれる様な一大企業の工場でも作って市外からでも人を呼び込める様な町でなけれ
ばなにをしても無駄だと思いますが。人間歳を取れば死にますから。

32 正規雇用が厳しい。収入も少なく将来に不安があるからだと思います。

33 働く場所が少ないのは大きな要因だと思うので対策が必要だと思います。

34
ある程度買い物が出来る、楽しめる環境にあって、そしてレストラン等も充実している環境にない
と都心に近い市町に行ってしまい、取り残されてしまう。

35
日常生活で必要な買物を三笠や岩見沢の方が安いため美唄で生活するメリットがない。水道代も岩
見沢の2倍だし、軽自動車税も岩見沢の方が安い。（美唄8600円、岩見沢7200円）

36 働く場所が少ないから

37 住みやすい、働きやすい、独自の産業政策の確立。治安、医療、福祉の充実

38 若者が仕事無いから美唄にいない　札幌か苫小牧に行くと思う。仕事あれば残ると思う。

39 雇用対策及び妊娠・出産等に対する支援

40 市に住みたい魅力がない。他の市に比べ特色がない。

41
不妊治療の助成制度が手厚くなれば、子供がなかなか出来ない夫婦も病院に通いやすくなり、少子
化に歯止めをかけるのではないかなと思います。

42 働く場所が無いうえに税金が高すぎる。だから若い人はみんな出て行ってしまう。

43 そもそも若い人が少なすぎて、出会いがなく結婚できる気がしない。

44

その人の能力に見合った給与体制が整っていない。今働き盛りで子育てが一段落した親は大学生な
ど学費の面で大変であり働かざるおえない状況にも関わらず主婦が働く場合能力があっても安い賃
金で働かされている。就職活動をする子供たちへアドバイスをするならば、地方にでてきちんと高
い給与をもらえる所に…と思う。

45 若い人達が働く場所が無い為、他の県などに出て行くのでそういう所を考えてほしい市としても。

46 常設の産婦人科を置き、美唄で出産できるようにすべきだと思います。

47 市での相談窓口をもっと明るく、なんでも相談できる人を窓口に配置し、訪問しやすい対応すべし
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48
美唄市は札幌への通勤も可能な所にあると思うので空き家や、空アパート等を安く斡旋する等し
て、若い人と呼び込んでは？（やはり岩見沢にはかなわないのかしら…）

49 安心して暮らせる町にしてほしい。（将来も）

50
車社会で大型店が街外れにでき、個人店がなくなり、若者が働く場所が無い。また農業も資本がか
かるため、農業だけでは不安で後継者で居なくなる。

51
子どもを育てている立場で言うと、選択できる学校が少ないので、どうしても市外（道外）に出た
いという気持ちがある。
雪が多いので、もっと雪のないところに移住したい。永住するつもりはない。

52

結婚したと同時に岩見沢に出て行ってしまう。住む家がない。あったとしても高い。カビがすごい
等、衣食住で遅れをとっている。公務員の社宅があっても入ろうとは思わないくらい。市民を増や
したいなら住む家を増やす（アパート・マンション、借家等、誰も住んでいない家屋等を購入して
空き家等なくしてほしい）

53
“美唄市”としてどうするのか明確にしているのか？高齢者の増加、少子化すべてが中途でポイン
トを絞った対応が必要ではないか

54 若い世代の経済的安定を最優先に考えるべき

55
実際に子どもにお金かかる年代は幼児期ではなく学生になってからなので、高校や大学時に支援が
あると違ってくると思う。

56
私が出産は市立病院の産婦人科でしたが6人定員の病室は常に満室でしたが今は閑散としています
ね。今は何処で赤ちゃん産んでいるのでしょうか。2人の子供は美唄にいませんのでわかりません

57
不妊治療や出産などを美唄市ならこんなに支援しています！というようなことをしない限り、この
まま減少していくと思う。

58
企業誘致を積極的に行ってほしい。東明工業団地も全くさびれる一方で、中核工業団地の荒地を見
ると恥ずかしいと思う。企業と市が力を合わせて、経営が成り立つよう知恵を出し合ってほしい。
また観光の町になるのはまっぴらゴメンです。

59
美唄市の人口減少対策には少子化というより若者の雇用対策を向上させるなどをした方が良いかと
思います。美唄から離れて就職してしまう人たちが増えているので。

60
地球温暖化でいろいろな災害が起きるこの頃です。でも美唄は海抜もなし、ガケ崩れもなし、火山
の噴火もなし、老後の生活を安心して過ごせる町です。とPRして頂きたい。

61
人口が減少していくことをプラスの方向に利用していくことも考えて行く必要があるのではないで
しょうか。

62 働く環境がない

63 美唄市の人口減少の理由は何か？その理由に向けての対策が正しくなされるべき。

64 若者向けの公共施設がないので、あれば若者離れを少し軽減できるかも…。

65 人口一極集中の是正

66 農業の会社化

67 美唄にいて感謝して暮らせて住みやすければいいと思います。

68
市議会議員が多い。今の半数で良いくらいです。これだけの人数でいくのなら給料も半分で良いで
す。

69
美唄市が借金まみれなのでどうしようもない
生活保護の受給者の見直し

70
道外からの転入者を増加されるために、魅力的な制度や政策をつくり、PRする。海外留学生を積極
的に受け入れ、将来的に国際化が進んだ時に備える。

71 保育料や幼児教育費、子どもの医療費、学校給食費などを無料化する
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72
どこの市町村も同じような取り組みをしており、施策ではなく、時代の流れに任せるしかないと思
う。昭和のベビーブームも何かしたから増えたのだろうか？

73
医療体制の充実。脳疾患関係の緊急を要する患者が砂川、岩見沢に搬送され、美唄に住んでいる市
民の不安の種となっている。この様な状況下では益々市民は市外の方に転移されるのではないか。

74
お金もない、インフラも進まない町に魅力は感じない。人口減少対策は以前からの課題であり、そ
れをないがしろにしてきたわけだから、今更騒いでもしらけるだけである。

75
美唄市以外の街の良い内容を見て入れて行く事も考え方の一つ
当市より小さい街でも人口が年々多くなっている所はたくさんあります。

76 住民が住みやすいと思えるように

77 市内に於いて若い人が働ける場所を増やし、老人が手助けが出来る社会を作って欲しいです。

78 先ず若い世代の人達が美唄で就職して生活し家庭を築けるようになることが先決だと思います。

79
若い世代の職場を増やしてもらい、婚活支援や保育料や医療費などを安くなる様にしてもらいた
い。私自身美唄に住み45年になります。3人の子供に恵まれましたが環境自体は言う事ない住み良い
町だと思ってます。

80
結婚生活の経済の安定があり安心して子供を生めるよう正社員としての暮らしを若者にあたえる事
が第一条件と思います。

81
光珠内原野の住宅地に光ファイバーのインターネット環境を整えたら、美唄市の武器になると思い
ます。

82
美唄に関しては、出生率の低下以前に若い世代が少ない事が問題。仕事がないから、高校を卒業し
たら出て行くし、大学を卒業しても帰ってはこない

83
若い世代に魅力を感じてもらうにはかなり思い切った大胆な発想と“お金”が必要だと思う。例え
ば、中学生までは学費と医療費を無料にするなど（現実的には厳しい）

84
島根の町のように移住子育て家族の受け入れ、保育料、幼児教育、子どもの医療費無料化。住宅、
仕事の紹介などして、農業人口の減少対策と考えるようにする

85 出産できる病院がない。若い男性がいない。

86 若い人の職場が少ないと思います。産婦人科等総合病院が必要。

87
「自立のシナリオ」に書いていた通り、人口減少は進むので、対策しても結果はほとんど変わらな
い。よそから人を呼び込むのはどこでも考えていて、美唄はその競争には勝てない。せめて結婚し
やすいマチにする程度。

88
人口減少は成熟社会における、長期的な文明史的課題。経済的対策、子育て支援はもちろん必要で
はあるが、地域社会（生活に身近なもの）の良さを見直しそれを基本に生かす事から始まる。（地
域住民による自主・自立の取り組み）

89
どの町も人口減少に悩んでおります。シルバー人材センターの働きたい人が居てくれるので市の仕
事をもっと与えてあげると良いのでは。収入が少ないと他の市町村の子供の所に引っ越して行った
人も多いようです。

90 高齢者だらけの町にしてほしくない。病院が不安だ。

91
不妊治療をしたくても、金銭面から断念するというケースもあるので市をあげて支援できると良い
のではないでしょうか。又、安心して子育てできる環境（保育所、病院、公園等）をしっかり整え
る事が大切。

92
国内のパイはかぎられてるんだから外国人の就労環境の創出（土木・建築エンジニア・ヘルパー
etc）

93
人口減少は深刻な問題であり、歯止めをかけるのが困難であると思われるができることから道を広
げていければと思う
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94
少子化の今、美唄市内の学校の教職員の資質の向上を強く求めます。学力、体力向上、たくましい
精神力を育てるやる気のある教員を連れて来て下さい。

95
昔のように近所や家にいた年寄が子育てに関わることが無くなった。昔は他人が子育てしてくれた
が今はそういう時代ではない。夫婦共に重く負担がかかってきているのではと思う。

96
高齢者支援や介護も大切だけど、子育てや子供たちに対する支援の方が大切だと思う。子供を出産
しても育てずらい町だったら、意味がないです。

97
美唄市。美唄市近隣での婚活パーティーの促進。不妊治療費の全額負担。子育て世帯への更なる支
援。

98 都会へ行きたい若者をとめるのは難しい…次世代へつながる何かがあればちがうとは思うが…。

99 過度の男女平等をやめればより

100

コンピューターの学校がなくなったら私立大学の分校が撤退するなどしています。要は学校の分校
を卒業しても、美唄や近郊に安定した就職口が無いからでは…と考えています。良い受け入れ先が
美唄にあればあるいは…とも考えられます。それだけではないでしょうが2つとも惜しい事をしたな
と考えています。

101 収入の少ない会社が多い。

102
資本主義経済→人の命より金　民主主義経済→金より人の命
政策は相対的に考えて決めるもの。完全雇用制度が前提の社会制度とする。非正規は希望者のみに
すること

103 お金がないのは分かっていますが、イオンのような施設や安いお店があると良いと思う。

104
先行投資をして企業誘致を行う事が後々新展開につながり働く場所ができ定住し人口増加につなが
ると思います

105
働く場と皆が参加しての交流・イベント等で活気ある町になれば町も元気になれそうな気がしま
す。

106 教育　各自が子供を育てる意識を持つ事。条件ではないと思います。

107
これは美唄市だけの問題ではございませんが、市の財政と向き合い、近年過疎化が進んでいる中、
様々な創意工夫にて、他市町村（北海道外）との連携を密に育んでいただきたいです。

108 そもそも産める病院がないのが問題なのでは？

109
我が家の子供達も仕事がないため地方へ出て行きました。又、身内の寄り集まりの様な地域になじ
めない事もあります。

110
将来が不安、若い人達の働く仕事がない、若い未婚の方が出会えるチャンスがいっぱいあれば良い
ですね

111
小中高校生にアンケート、卒業後どのような仕事をしたいですか。その仕事が美唄にありますか、
なければ他へ出て行く

112 大企業誘致に力を入れる

113 いろいろな世代の人が交流できるコミュニティを積極的に成形して欲しい

114
4年前に結婚し美唄へ来て、現在子どもが1人、子育て世代ですが、住環境に悩んでいます。美唄に
は賃貸住宅（特に子育て世代にむけた）が少なく、新築住宅への助成もありません。このままでは
子どもが大きくなったり、増えることに不安があります。

115 人口減少対策に市行政当局も積極的に動くべきである

116 美唄市職員の美唄定住からだと思います。

117
子育て世代への支援と言うが、子供は多くても生活保護の人ばかり増えては、他の人への負担が増
えてしまうので、収入の多い仕事（職場）が増えると良い。移住してくる人も増えるかも。
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118
本当に美唄は住みずらいまちです。まず働く店が少なすぎです。駅周辺の商店がかなり少ないで
す。向上関係の仕事場を増やしたらいいと思う。

119 住んで楽しい町造り　日常生活の中で遊ぶ所が少ない（屋内）　大型スーパーなどなど

120
出産後も安心して女性が仕事を続けられる環境がないと、経済的な面にしても不安が残るので、そ
れなら産まないという選択をするのはすごく自然なことだと思う。それには周りの理解も協力も必
要なのに、全部こっちに押しつけているみたいな気がしてくる。

121
脳外科、産婦人科、循環器科が無い。老人になって砂川、岩見沢、札幌まで通院は辛いと良く聞き
ます。

122
美唄の子供たちがやりたい活動ができない
市の交通機関をなんとかすべき

123
移住や定住を促進することは悪くないと思うが、今は、美唄に住んでいる若い世代が定住できるよ
うに新築費用の支援など外からではなく、市内の人が外に出ないような政策を考えなければ、人口
は流出し続けると思います。

124
若い人が働きやすい環境の整備が大事だが、何よりも結婚しても住みつくように企業の誘致を進め
て欲しい。

125
自然環境に恵まれていて住みたいと思っている人が多いと思いますので若い世代が地元を離れるよ
うに働く場所の確保と就職活動の支援が最も大切と考えています。
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Ｎｏ． 記載内容

1 農業の6次産業化（ほか１件）

2 名物になる食べ物や遊びの場所等を作って人を呼ぶ。

3 農作物を活用して美唄市岩見沢市砂川市等空知地区で連携して商品開発から販売迄

4 美唄は農業の町だと思うので、農作物をもっと他府県に発信したらと思う

5 美唄ならではの特産物を発信。

6 食関連産業の振興

7 特産物や“これぞ美唄”というPR

8
農業でいえば作るだけでなく、備蓄基地を作るとか、加えて販売に力を入れ若者が定着できるよう
にすることに力を入れるべきだと考えます

9
美唄市の特産品、例えばアスパラガス（一次農業・産業）をケーキ屋でせんべいに加工（二次産
業）し空港や道の駅で販売（三次産業）する。六次産業化　美唄市の知名度のup!!

10
農業の振興…おいしくて新鮮な農作物がたくさんあるので、それを活かしたファームレストランが
あると市内外からお客さんがたくさん来てくれると思います。

11
農業。こんな広い農業地があるのに今の所とり飯、ハスカップ、串など位でもセールスをあまりし
ていない様な気がしますがどうでしょうか。ラジオは毎日聞いていますが全道とは言えませんが、
積極的に売り出し札幌や東京でやっています。

1 農業の振興（ほか１５件）

2 農林業の振興

3 体験農業

4 市（地元）の産業＝農業

5 市・企業の農業参入

6 農業、特に米価等

7 ぜひ農業を守ってほしい。

8 美唄市は農業の町で農業の安定

9 地域の多くをしめる農地を活用するための農業の振興に力を入れてほしい。農業後継者の育成等。

10
美唄市の場合は農業者が元気にして下さらないと発展しないと思います。（この作物は、美唄産で
大変おいしいと云うように。）

11
農業の振興に力を入れてもらって農家の後継ぎがいなくて離農に行く農家の多いここ数年の様子に
ひそかに心を痛めて居りました。どうぞ人口増進になる為にもどうぞお願いしたいと思います。

12
他の市町村の真似事ではなく、今後市が本当に必要な物を吟味してお金を使って欲しいです。自分
は農家なので農業の振興。支援は特に力を入れてほしい

13

美唄でもすばらしいお米を作っている農家の方がおり、私も利用させてもらっています。米どころ
空知で沼田町は単独で海外に輸出しています。美唄も空知すばらしい米作りの名人もいるのですか
ら、何とか他地域と競えるような美唄農業（米、畑作、果実ete）の発展を支援して欲しい。個々の
農家の方の努力よりも大勢が集って力を合わせる体制を作ってほしい。美唄の農家の方々の意欲を
高める政策をお願いします。

まちづくり市民アンケート　問３８　自由記述

農業振興

農商工連携
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1 商工業の振興

2 企業誘致（ほか２件）

3 大企業の誘致

4 企業誘致や施設誘致

5 企業と連携した、整備されたまちづくり

6 企業を持って来る、医療の安定

7 商店街の充実

8 買い物が楽しめる大型店が欲しい。

9 一カ所で済むようなデパート等

10 企業誘致を進め正規雇用の安定化　若い世代が生きがいをもって働ける職場をふやす。

11 働く人の正規雇用の出来る企業がふえる事を希望する

12 商店街の活性化、名産物の宣伝の強化

13
様々なお店を増やす。（食品、本、エンタメ等）、道路（歩道中心）の整備。街頭の増加。JRの本
数を増やす（札幌に一本で行ける普通列車）。（外部から）若い人にも気に入る様なものを使って
市をアピール。

1 イベントを増やす（他３件）

2 若者向けのイベント増加

3 イベントなどの支援

4 観光振興（ほか１件）

5 観光分野の強化

6 観光名所の宣伝

7 道内外からの観光客を呼び込む

8 東明公園や宮島沼を含めた観光資源の活用

9 祭り（花火大会など）イベントを増やす。農業祭、物産展など

10 観光　観光名所を増やし、日本人はもちろん、外国人観光客誘致

11 美唄・富良野線早期完工による観光面に力を入れてほしい

12 活力ある町づくりを目指してほしい。

13 移住の促進

14 移住や定住を促進する：住宅やアパート建築への助成

15
美唄ってなんだろう。何か特色のあるまちにしていくために、他のまちからも遊びに（観光etc）来
るような目玉が必要。

16
イベントにしても小さいものを何回もするのでなく、これは他の市町には負けない外ではしていな
いような催し物をすればいいと思います。

17
観光、地元のいいもの、いいところ、特産品、農産物などをもっとアピールしたり、リゾート開発
に力を入れる。

商工業振興

観光・交流
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18
ゆるキャラで有名になる。（奇抜で個性あふれる感じを出していく）
群をぬいてとびきりおいしい名産品を開発して注目を集める

19
美唄市の良い所をもっとアピールする（焼鳥をアピール。農作物など、多くの人が手にとって購入
できるような場所・店舗を作り、周知する）～できれば道の駅etc…

20
観光：自然があふれ、何でもないような所に美しいちいさな公園が豊富にある事をもっとアピール
する。“魅力的な街”と宣伝すれば訪れる方が増え移住する人も増える。ハスカップ摘みなど農業
と観光を融合する。

21
美唄というまちに帰ってきたくなるように、人が集まる場所、イベント、施設の充実化。まちが元
気だと人も元気になるため、美唄市民全体で取り組める参加型イベントがほしい。美唄と言えばこ
れ!!となるようなものを様々な垣根を越えて作っていけたらいい。そのためのお金はケチらず。

22
美唄に他市の人々よりお金を落としてもらうために人を呼べる催しものを考えてみると良いと思い
ます。（市民の多くの人の意見を聞く場を、もっと設けたら…すごく素敵な考えをお持ちの方々が
きっといるはず!!）

1 交通の便をもっとよくすれ！

2
公共交通機関の整備。通勤にバスが利用できない。路線など全くわからず、市に聞いても回答をも
らえなかった。市政サービスなど、もっと市民にわかりやすくするべき。

1 子育て支援（ほか54件）

2 子育て支援で経済的に！

3 子育て教育支援

4 子育て支援　産院を作って下さい。

5
子育て支援で美唄に移住する若者を増やすよう施策を進める。札幌にも通勤可能であり、犯罪発生
が少なく、子育ての環境整備することで、町の活性化が図れると思う。

6 子育て支援、保育所、幼稚園の資金支援等

7
子育て支援は、小学生になれば関係なくなるものではないと思う。
学童に空きがなく待機しなくてはならないと仕事を探せない。

8 不妊治療、子育て支援

9 子育て支援では、高校生までは授業料無料、給食費の無料、医療費の無料化など

10
子育て支援　医療費は中学生まで免除にして欲しい。小学生の3割負担は大きいです。感染病などの
検査や薬でも高額なので…。歯医者も同様です。

11 美唄は農業の町なので若い人と子育て等に力を入れてほしい

12 子育て支援や、妊娠・出産に対する支援

13
子育て支援の強化。美唄市としての強みを出したらいいと思います。札幌市にはない物を特化し
て、道内にもっと宣伝をして下さい。砂川や滝川に負けない物を作る（ジョイフルAKや、大型商業
施設など）

14 保育所の増設

15 保育所、幼稚園を作り働ける環境を作る

16 おむつのゴミを週2回出せるようにして頂きたいです。

公共交通

子育て支援
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17
高齢者はシルバー産業、企業（デイ、施設、様々なサービスが）受けられる様に成った。子供を安
心して生み、育てる市に成って欲しい。老人ばかりの町内では淋しい

18
具体的な案は思い付きませんが、なかなかママ友に出会えません。栄幼稚園に園バスがあると、
もっと園児も増えるのではないでしょうか（環境はすばらしいのにもったいないです）

19
未来を見すえて子供たちが暮らしすい子育てがしやすいまちづくりをすべき。若者がいなくなった
ら市として成り立たなくなる事を自覚すべき時だと思う

1
農業を中心に海外への技術者や留学生の受け入れ等を積極的に行い、小中学校での英語教育や国際
文化についての教育を強化して国際市民を目指す。

2
良い教員をそろえて子供を健全に育てる。特に美唄中には資質を疑う教員がいます。（威圧的で偉
そう罵声での指導）苦情の多い教員は早く転出させて下さい。安心して学校に通わせられるまちづ
くりをお願いします

1 地域芸術文化の創造（地域アイディアの確立）

2 図書館を充実させて欲しい。

3
美唄にはマガンの時期と桜の時期のみ観光客が来るようですが本州に暮らす友人が直線道路を利用
してマラソン大会をしたらいいと言っていました。無理でしょうか…

1 自動車からのゴミ捨てが目立ちます

1 ゴミ資源のリサイクルエネルギー

1 生活に欠かせないライフラインの基本料金を他の所よりも安くする。

2 道路の整備

3 水道料金が高いので下げて欲しい。

4 下水を整備して水洗トイレにする。

5
人口が減少することは分かっているのでコンパクトな町に　大きく手を広げないで、皆で手をつな
げる様な町に。

6 中心街を高齢者が住めるアパートを歩いて買い物に行ける場所にして行く等中心街を変えて行く

7 住みやすい環境作り

8 団地の増設

1 スポーツ環境の整備。公園の整備（大規模）

2 大きなアスレチック公園

3
公園を造ったからにはきちんと手入れをしたり雪囲いをしたりして木花を大事にしてほしい。見苦
しい公園（時計はこわれたまま）は恥ずかしい。東明公園はよそから来る人も多いのでもっと手を
入れて。

4
美唄は「さびれた街」の感が漂っている。最たるものは、市立病院、駅周辺の雑然としたところ。
細やかなところにも気配りが見られるようにしては？

学校教育

芸術・文化・生涯学習

都市基盤整備

環境行動

ごみ処理

景観・緑づくり
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5
美唄市の玄関ともいられる西側駅前非常に殺風景魅力あるまちづくりに市長中心の元再考して頂き
たい。

6
当別町のように通ったときにきれいな町、住みやすい町と見られる外観から。古い町→きれいな町
美唄なので

1
病院整備と疾病予防（健康づくり）。医療費などのムダをなくして、子ども、若者が住みやすい環
境作り→高齢者も住みやすく地域も活性化するのでは？

1 医療の充実（ほか4件）

2 医療環境の充実（ほか1件）

3 医療、介護体制の充実

4 病院の医療体制

5 地域医療

6 小児科を市立だけでなく、クリニックなど土曜日や平日も夕方まで診てもらえるところが欲しい。

7 地元で近くに出産できる病院がない

8 総合医療（労災・市立病院の統合）をして産科等不科の無い病院づくり

9 子供から年寄りまでこのまちで安心して病院にかかれる様であればと思います。

10 医療系の仕事をしているので高齢者福祉や医療分野に力を入れたいです。

11
他市にわざわざ出向かずとも安心して医療が受けられるようにしてほしい。他市頼み（買い物含
め）が大きいと美唄市に敢えて住む理由がなくなる。

12
病院が不安。やはり大都市の設備の整った所に行ってしまうし、美唄で若い人が出産出来ないのも
不安です。

13
医療施設を充実しないと話にならない。市立病院にこだわるせいで、美唄は周辺市町村に大きく立
ち遅れてしまったと思う。

14
急病に罹っても地方の病院に送られ、助かるものも助からない。
病院を建て替えをするなら安心した医療を受けられる病院を作って欲しい！

15
医療体制　安心してかかれる病院（入院も出来るところ）を望みます。病院にしても出産にしても
今は砂川・岩見沢にみんな行っているようなので。

16
子供が生まれる時、高齢者が最期を迎える時地域でお世話になれるように。美唄の病院状況からよ
り良い隣町へ引越すと良く聞きます。

1 福祉

2 社会福祉

3 障がい者支援

4 障がい者福祉

5 福祉に力を入れて欲しい。

6 高齢者、障がい者が住みやすい市になってほしい。

障がい者福祉

地域医療

保健

－ 63 －



1 高齢者福祉（ほか３５件）

2 高齢者福祉施設の充実

3 高齢者の労働力の協力分野に頭を使ってください。

4 もう少し福祉を充実させてほしい。引っ越してまで美唄に来たけれど老後は心配です。

5 独居老人や在宅介護への支援

6 高齢者福祉に力を入れて欲しい。

7 高齢者でいつまで働く事が出来るか、その後不安。

8 高齢者福祉、生活に便利で安い住宅(集合住宅でもよい）

9 これからは高齢者が多くなるので充実出来る施設があると良いと思います。

10 高齢者雇用

11 高齢者の福祉の充実をはかり、終の地となれるようにしたい

12 高齢者福祉に力を入れるとよい

13 高齢者でも元気な方働ける場所

14 高齢者のつどう場所、活動（働く(多少)指導する）する場を作る

15 高齢者が多いから福祉にも頑張って欲しい。

16 福祉の町を言っているのだから高齢者の住みやすい町作りが良いと思う

17
高齢化なので、福祉の分野は最優先に力を入れたほうが良いが、若者に対して魅力のある町にして
ほしい。

18
高齢者が安心して暮らせる（国民年金）どの人でも入れる施設が欲しい。遠い所にいる子供たち、
車に乗れない様な子ども達が来れる様に、駅とかバス停の近くにできれば・・・

19
高齢者福祉。私の両親も市内に住んでいますが、近い将来施設などにお世話になると思うのです
が、入りたくても入所待ちがあると聞きました。もし入るなら住みなれた市内がいいと思いますの
で、そういう施設が増えると良いと思いました。

20
高齢者福祉。今はどこも1人暮らしの人が多いと思いますが、市営住宅も茶の間と寝室があれば良い
ですので、安く又これからは除雪も出来なくなります。そういった面でも、まとめていただければ
良いかと思います。

1 雇用対策（他２件）

2 若い世代への雇用対策（他６件）

3 若い世代への就職活動支援（他１件）

4 正規雇用の充実（他１件）

5 若者定住策　そのためには、雇用先拡大または新規参入支援

6
若い人への就職支援等教育。美唄市の未来にとって、自分達の存在が非常に大切であることをこど
も達に認識して欲しいです。

7 若い人達が住んで働ける場所を確保すること

8 地域産業を強化し若い人の就職を支援する。

9 働く場所

雇用対策

高齢者福祉

－ 64 －



10 働く環境を整える

11 働く場所を作り出す事

12 美唄市内でもっと仕事が出来やすく

13 収入安定

1
市民が気軽に参加できる組織づくりをアイデア不足を感じている。いい考えないかな。見通しを
もった町づくりが大切

2 子どもと年よりの交流。

1 市の窓口に訪問しやすく、明るい人材を配置することが必要を思う

2 美唄市の職員で有りながら他の市に住んでいるのはなぜ？

3 市の職員の削減

1 若い世代のニーズに答えるもの。

2 若い世代を大事にすること

3 地域に格差をなくする。

4 人口減少の歯止めをする

5 人口減少対策、空き家対策。

6 石炭の再利用（発電）

7 総合的な部分で力を入れた方が良いと思います。

8 道徳　エチケット　マナーの向上

9
市の人口分布を年代別にピラミッド図化し（単身・夫婦別）結婚適齢層をターゲットにした施策が
必要。市役所職員の住居を市内に限定するなど、採用時の考慮が必要。

10
具体案はないが、美唄に魅力を感じない。家があるから住んでいるが魅力ある（持てる）街になっ
てほしい。

11
ここにしか無い何かが無いと難しい。周囲の市町にあたって美唄に無い物は多い。周囲の市町に無
い物に力を入れるべきでは？

12
中学～大学生くらいの10代の子供たちが、ずっと美唄にいたいと思えるような活気のある街づく
り。休日などJRで遊びに出てしまって、街が静かになって寂しい。

13
以前何かの役に立てれば～と思い色々な所に顔を出しましたが地方から来た者にとってはやはりよ
そ者でしかありませんでした。

14 産業振興か子育て支援を充実させて就労人口を増やす。

15 道央圏立地と景観美を生かした教育・文化・ハイテク産業振興

16 農業の振興、子育て支援、高齢者福祉など。永住する方々への、審査基準他　優遇

17 とりあえず大きな遊び場と仕事場が必要でしょう。

18 地方から人が集まる様なイベント、職場、町づくりが必要

19 ソフト・ハードを含めた環境の整備

20 新しい産業づくり、青年が市に住み続ける対策

コミュニティ・協働のまちづくり

その他（人口減少対策、複数分野にまたがるもの等）

行財政運営
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21 農業の振興も子育て支援も高齢者福祉全部大事な事だと思います。

22
福祉と観光の町はめざしてほしくない。あくまでも農業、工業等の“作る”仕事で頑張ってほし
い。

23
全て。医療機関、安定した職場。住宅。
上記の事を市の収益の目的の為ではなく、住民が低価格で利用出来る様にする。

24
１つの分野に力を入れてもダメで、若い世代が幸せにならないと（仕事の充実、結婚、出産、子育
て、家族の増加）農業の発展。高齢者福祉にまわる資金も出来ないと思います。

25
各分野はいずれも必要不可欠の問題と思います。一つに片寄らずに進んでいけたらと思います。現
高齢者の立場から、施設に頼らず“生き生きと生きられる町”づくりの援助者となってほしいと思
います。

26
子育て支援をはじめ、まちの活性化は今何が必要なのか課題をしっかり決めて市当局が積極的に動
いていかなくてはならない。今課題として何にとり組んでいるか見えない

27
若い人が住み良い町になれる様、私達も年齢を重ねて行きます。より良い福祉を目指して行って欲
しいです。

28

　高齢者が増加していくのは間違いないので、福祉面の充実は絶対に必要だと思う。ただし、それ
だけでなく何か特色というか、特別な魅力のある市にすることが必要では。
　例えば農産物であるとか、景観であるとか、文化的な何かとか、美唄と言えばこれ、というわか
りやすい魅力のある町になるとよいと思う。やきそばや焼き鳥だけでは、長く人を引き付けるのは
ムリ。
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Ｎｏ． 記載内容

1 全国的に著名なイベントディレクターに一度依頼して意見を聞いてみる!!

2 役所の偉そうなヒマな職員が町づくりに参加すればいい。

3 他の市町村を見習え！

4 どういう市にしたいのか考える

5 市民の意見を聞く（意見提出したとしてもどうせ聞いてもらえない）

6 市議がもっともっと声を出し、皆の声を聞きとってほしい

7 よく判らない

8 町内会総会などに市職員が参加し、意見を聞いては

9 協力する方は沢山いると思います　わかりやすく連絡を。

10 市職員が「市民」のために何ができるか考え、はたらく。

11
市職員は市民に親切にしなければならないと思う。わかりません、知りません、ありませんなどの
答え方に誠意は感じられません。

12
東側に住んでいる者は、イベントの場所が市、社協、体育館等であり、交通の事を考えると出席は
むずかしい

13
町内別に担当職員を専任しきめ細かい接触が必要。まちづくりのイベント等広報活動が不足してな
いか。

Ｎｏ． 記載内容

1 特になし　ほか４件

2 ほとんどないイベントにはあまり興味がない

3 タイムリーな情報を市民に伝えること。

4 1と2、市民活動の広報

5 苦情の申し出先。

6 公務員の給与。

7 政策の結果等

8 市長の長期的構想

9 議員の仕事内容

10 市長・市議会がどんな仕事をしているか

11 住宅情報。家賃や土地、中古住宅があればもっと良い。

12 市がどういうことに協力してほしいか知りたい。

13
私はインターネットは使えませんので情報得るのはいつも遅いです。お年寄りにもわかりやすい方
法は？

まちづくり市民アンケート　問４１　その他

まちづくり市民アンケート　問３９　その他
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Ｎｏ． 記載内容

1 子育て支援がなさすぎる。小児科をつくってほしい。

2 水道料金が高い、他市に比べて医療費や給料費無料の支援が悪い

3 学びの教室や放課後ディサービス学習支援制度がない。

4 信頼できる小児科がない。市外に通院しています。

5 恵庭を知ってるだけ、あまり子供と生活は難しい。

6 医療費がかかる

7 医療費の支援が就学前までのため

8 変質者が多い。

Ｎｏ． 記載内容

1 兄弟姉妹（他２件）

2 職場の人達

3 児童相談所、いとこの姉

4 職場の同僚

まちづくり市民アンケート　問４３　その他

まちづくり市民アンケート　問４２-２　その他
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Ｎｏ． 記載内容

1

　やはり店舗数を増やして頂きたいです。現在は食材の買い物も週末の市外のスーパーに行ってして
います。（そちらの方が安く、品数も多い）。気軽に徒歩でも買い物に行けるスーパーを増やしてい
だだけるととても助かります。また、元々趣味の読書やカラオケがこの市だとできません。本屋さん
は小さいものが一店舗。とても残念です。品数も少ないのであれでは本を読む選択肢が狭まってしま
います。娯楽施設も今ではひとつもないと聞きました。疲れを癒すための場所、こどもとのふれあい
を楽しむ場所がないのはコミュニケーション不足を引き起こすのと同時に若者離れも進むでしょう。
近頃、新しいアパートが増えていますが、それに見合うだけのこういった店舗が本当に少ないです。
チェーンの食事の店舗や、大型ショッピングセンター（イオン等）を置いた方がいいと思います。
　古いお店を大切にするのも大事ですが、それで新しいお店がないとなると、それはただの田舎で
す。人を増やす意思がないようにも感じます。高齢者対策も大事ですが、施設はほかの市よりも多く
感じ、市の広報紙を見ていると、対応もよく感じます。なのでもう少し若い人への住みやすさの配慮
もお願いしたいです。
　歩道の整備ももっとして街灯も増やして欲しいです。旭通をよく利用しますが、歩道が全然ないの
に車の通りは多いので危ないです。狭い道にバス停の椅子があったりで通るのが大変です。ベビー
カーを使っている人は本当に大変そうです。
　JRも駅はきれいですが、本数が少なすぎます。普通列車をもう少し増やして欲しいです。Kitacaも
対応させていただきたいです。もっと名産になるもの、話題を呼ぶような食べ物や場所が必要です。
最近ですとスイーツ系がよく話題になるので何かおいしい物を作って雑誌やTVで宣伝をしてみてはど
うでしょうか。良いまちだと知ってもらうにはまず外から人を集めるのが大事かと思います。行って
みたいと思われるものを作って、興味を持ってもらい、個々に住みたいねと言ってもらえるような
きっかけが足りないです。

2

　イオンとマックがほしい。文房具屋さん、本屋さん、駄菓子屋さん、スタバ、リサイクルショッ
プ、ＣＤショップ、アニメイト欲しい。ゆ～りん館は遠い。駅がさみしい。観光名所をもっと作るべ
き。焼き鳥が全てじゃない。
　子どもを大切に。美唄市は経産婦が多いので、一家庭にかかる負担が大きいから子育てが大変だか
らもっと子育てしやすい環境を作ってほしい。例えば児童手当を上げるとか、高校や中学の教科書、
参考書など無料配布。医療費軽減など。祭りの出店が少なくなってさみしい。子育てしづらいから人
口が減る。仕事場がほしい。働ける場所が少ないから若い人がいなくなる。結果、イオンつくるべ
き。農家が多いので、ワークショップ、工具屋さんがあったらいい。専門的な店を希望。今後、もし
少子化を食い止められたら西松屋があるといい。映画館復活希望。歩道がもっとほしい。道路の道幅
がせまい。あと、自転車専用道路。田舎道に除雪車たくさん走らないとだめだ。家から出られない
し、帰れない。もっと明るい街になってほしい。

3
　道立美唄工業高校を解体との事ですが、跡地に市営住宅を建てるとの様ですが、現在住んでいる、
いなほ団地の方々が優先で入るとして、団地をさら地にしたらハスカップを植えてはどうでしょう
か。老人をたくさん、手伝いをさしてください。

4

　美唄で行われているイベントはいつも食べ物の屋台が並んでいるだけで、これと言って特徴もな
く、行きたいと思わない。もっと美唄といえばこれだ！といえるものはないのでしょうか。商店街も
さびれているし魅力なし。
　美唄はお金がないからと何もしてもらえない。市立病院に財政が圧迫されているからだと思うが、
今美唄に住んでいて、市立病院を考えても先の見通しは無く、負担になるだけではないでしょうか。

5

　一年間の支出等を見ると、議員などに使われている金額に驚きました。人口が年々少なくなってい
るのに、なぜ人数を減らさないのですか。市を思い美唄のことを思いながら高額なお金を支給する必
要はないと思います。議員数を減らすこと、税金の無駄をなくす。人口が少ないのだから10人くらい
でいいと思う。市議会議員一人一人に支払った金額をメロディーで教えて欲しいです。私たち納税者
は知る権利があると思います。

6

美唄市は無駄に税金を使っていると思う。
・観光する所がない。本州の人に美唄には何があるのかと質問されても答えられない。
・若い世代の人たちが美唄を離れて行くことについて、対策がなってない。
・美唄市で選挙をやっても意味がない。
・市長、市議会議員は仕事をやっているのか。
・税金を納めているのに何故平等ではないのか。
・全国に美唄をもっとアピールしてほしい。

7 美唄マラソンの観客が少なすぎる。

まちづくり市民アンケート　ご意見
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8

　まちづくりに関係あるかどうかは分かりませんが、住所のことについて、とても不便に感じていま
す。私の住むところは市街地から外れていて、住所の表記が二通りあります。括弧書きの、通称と呼
ばれる住所があります。インターネットの検索や地図表記はこの括弧書きのものでなければ探せませ
んが、官公庁や銀行等の申請、登録は住民票の表記通りに書かなければなりません。事業をしている
ものにとって、登録の変更や申請など日常茶飯事のように行われます。他の市の方には理解しづらい
らしく毎回のように説明しなければなりません。（担当の方が変わるたび）何か買い物などをして住
所を通称の方で書いたり言ったりすると番地や枝番がないので「これで終わりですか？」とか「こち
らの住所で届きますか？」と必ずのように聞かれます。この二通りの住所は非常に不便です。全国共
通の住所として統一して欲しいです。私にとってはこの住所も住みづらいと感じる要因の一つです。

9
保育園や認定こども園の整備など働きながら子育てできる環境の整備（地域の保育園を存続させると
りくみ）

10
公共事業の見直し（市道の整備）冬季に整備しても凍上がおき再整備が行うことになる。税金のムダ
遣い。
工業団地に企業誘致を（排水の為の川を整備が必要）

11

　市立病院の新築計画があると聞きましたが、他市に比べ税金、水道代などが割高なことをして市民
に負担をかけてまでしなければいけないのか？
　美唄市に大きな病院を2つも存続させる事が無理だという現実から目を背けて、無謀な計画を立てる
事こそ美唄市離れが進んでいる原因だと思います。どちらか1つの病院を整理してから考えるべきでは
ないでしょうか？

12

　気づいたことですが、美唄駅の建物自体は立派になったのですが、改札口を出て駅を出ると「コン
ビニ」がまるで見当たりません。大抵の駅では下車してすぐ「コンビニ」がありそこで何か用立てて
「さあ、ゆ～りん館へ行こうか」とかなるのでは。又逆にゆ～りん館の場合、全道各地、市民のお客
様が多数来館されているとは思いますが、その周辺にはコンビニが1軒もありません。車で初めて来ら
れたお客様には不便を感じさせ、リピート率低下の要因にもなるのでは？美唄市全体を見ていただい
て（人口密度とサービス）これから都市再生計画をつくりあげていただきたいと思います。

13
中央公園に椅子が少ない為、長椅子を増やしてほしい公園には歩行運動も出来、太陽の日を浴びる事
が出来体にも良いと思ってます。

14

　せっかくの東明公園があまり整備されていない様に思います。桜、駐車場等が整備されたら管内一
の名所として、もっと祭りも盛大ににぎわうのではかぶら、雪んこももっと盛大に！イベントに予算
をつけて欲しいです。市外のお客さんを呼べる程の魅力が無ければ市内からの人入りも増えないので
はないか。

15

　市長が美工の跡地に市営住宅を建てると言っていますが美唄の人口から云って市営住宅や道営住宅
はもう満杯ではないでしょうか。それよりも校舎をそのまま利用出来る生きがいセンターや冬期間の
運動施設などに利用してはいかがでしょうか。
　それと雪道のつるつる状態を砂をまくなどの対策をしてください。市民が一番望んでいることは道
路を作る事や市営住宅を作る事ではなく冬の雪対策だと思います。

16 企業誘致は難しい大都会の（札幌の）ベットタウンとして生きるべき

17

　東側条目地区の子供たちが気軽に利用できる児童館がほしい。中央小まで行かないと児童館は利用
できないし、子供たちだけで遊びに行くのも現実的ではない。札幌市のように空き教室を利用して学
校内にミニ児童館を作ったり、東小近くの旧ハローワークの土地を市で買い上げ、そこに児童館を
作ってほしい。
　児童保育の空き待ちをしやすくしてほしい。空き待ちするにも仕事が決まっていないと、できない
と教育委員会で説明をうけた。しかし、子供の居場所が確保できなければ仕事探しはできないし、仕
事を先に決めてしまうわけにもいかない。ミニ児童館のある学区では共働き世帯が多いと札幌市の友
人知人から話をよく聞く。保育園からずっと働いている人は児童館も入れやすいが、入学後の職探し
は学童の状況に大きく左右されるので本当に困っている。福祉のまちというのを売りにするのなら、
高齢者、障害者だけでなく、子供の福祉にももっと力を入れてほしい。若い世代が医療含め、安心し
て美唄で働き、子供を産み育てられる環境を提供できれば、必ず人は居つくと思う。
　市立病院の小児科への信頼度が低い。説明が不十分、わかりにくい、風邪、溶連菌、おたふく、イ
ンフル以外は最初から他市の病院へ行った方がよいと知人たちから聞くことが多い。私自身も病院が
ありながら不安解消されない。美唄の医療事情にげんなりすることが多い。
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18

　美唄市に住みたくなる様な施策の実施を!!
現状の幼児医療無償に加えて、小学生、中学生も追加（金額的に財政負担が大きく不可ならば、小学
生1割、中学生2割負担等）
　水道料金の値上げは市の人口減になると思われる。料金を上げるのではなく、大口利用者の企業誘
致などでまかなう努力をするべきでは？
　人口を増やす努力が見られない。駅直結のマンション・大型スーパーと総合病院、介護老人施設を
歩行通路で繋いだ複合型、大型介護施設などのアイディアで市外からの移住者を増やさないと市の活
力も財源も失われる一方だと思う。市の財源確保の為、もっと魅力ある返礼品を準備してふるさと納
税の資金を受けられるようにすべき!!

19

　出来るだけ市民の声、生活の声を集めて、意欲的な新しい活動を生み出すための、市議会には女性
を半分入れるようにする。また市議会は日給対応にして、人数を増やす。市議会の人数増に対応し
て、議会は勤務時間外に行い、議員の日常的な労働時間に制約を与えないよう制度を改める。
　住民の声を集結し、住民の力を生かすように市議会のあり方を根本的に変えることがよいと考え
る。現状の市議会を「ダメ」と言ってるのではなく、創造を目指すには市議会の人数を増やし、女性
をたくさん参加させることが必要である。どのような仕組みにするかは、人数増・女性増の目標の
下、市長市職員の素案づくりにかかっている。追加して議会は老・壮・青年の集まりでなければなら
ない。

20
道の駅（大きめ）などを造り、人を外から呼び込みそこからさらに呼び込みそこから活性化、にぎや
かな場所を提供し横には公園みたいな場所があればいい。そこでイベントなど。

21
市民が参加してのまちづくりに関する計画の実施
国会議員及び道議会議員に対して国、道に積極的に市の要望等をもっと陳情してもらう。市職員、市
議の人員数の見直し、各種公共料金の見直し（他市町村等との比較）

22 町の中に公共施設を集めてくる。行事をする時、町全体でする事。

23
若者が集まるようなイベント、お店など若者を集める。何もないから人口が減る。
公園をもっと楽しくしてほしい。

24

　先日、道新の紙上で高橋市長のインタビューの記事を読んだ時の事、美唄工業高校の後の使い方に
ついて、市営住宅の建設となっていました。住宅は空き家も多くなり。市民の人口も減ると思われる
のにまだ、30年前からの発想がそのまま続いている様に思われました。取り組むのであれば美工の卒
業生による空間の使い方、そして関連する人々の発想で教室1つ1つをマンションの様にデザインしコ
ンテストの応募を広くネットで募集して明るく注目させる。道立なので道と相談して経費を軽くす
る。簡単ではないが実現させて新しいまちづくり、住いの提案をしていく。今あるものをリフォーム
で見違える様にしたい。

25 下水整備してトイレを水洗化して欲しい。

26

　以前テレビで観たことがあるのですが、どこかの町で駅前に大きな病院を作り病院の中には市民が
自由に使用出来るコミュニティスペースがあったり、病院のロビーを通路にして反対側にある駅に通
り抜けていたりしていました。そこには無料で使える卓球台があって入院患者と一般の人が楽しそう
に過ごしていました。1階のロビーにはコンビニ等があったと思います。常識では考えられないような
病院でしたが病院内だったか近くだったか忘れてしましましたが老人ホームもあったと思います。子
供を預けられる施設もあって市民がとても満足している様子でした。私個人としましては、犬を飼っ
ているのでたくさんある公園の一部に無料で使用出来るドックランがあると同じく犬を飼っている人
たちが集まって出会いの場所になったりするのではと思っています。
　美唄っていいね　美唄市に住みたいって思ってもらい人口を増やして、子供も増えてそうすれば税
収も増えて、消費も増えるのではないでしょうか

27

　今若い人たちの意欲が感じられません。外から入って来る人が多いので前から居る人たちでも余り
隣近所のコミュニケーションが足りないと思います。アイデアは中々出て来ませんが、いつも感じて
いるのは街中が淋しいと感じています。なので人々は町の中に行って皆と交流を持ちたいと思わない
のだと感じます。お祭りにしても折角神社がきれいになったのに人が出て来ません。こんな時お祭り
があるからとバスでも出して街に出て来て下さいと。あとは飲食店も少なくなってだんだんと出て来
る人が少ないのだと思います。
　近隣の街と仲良くして色々なやり方をお互いアイデアを出し合って良い方法をまねてやっていくの
が一番だと思います。やっとゴミの分別を近隣でやって行ける様になったのですから、上に立つ人が
どんどん積極的な行動を取って行かないと、町民は動かないと感じています。

－ 71 －



28 皆の家で眠っている物でフリーマーケットを行う。

29

　救急医療について。時間外救急について、市内美唄病院に通院していても救急時には市立病院を受
診することになっているが適切な対応がされていないと聞いている。緊急を要する場合速やかに専門
医またはかかりつけ医に受診できる体制を作ってほしい。
公園の噴水について。真夏には噴水があると涼しさを感じ良いと思うが肌寒い時期の噴水は必要なの
でしょうか。
　公園内の時計について。ここ数年時計が止まったままになっている。維持管理が出来なのであれば
撤去してもよいのではないだろうか。

30

　美唄市は市民でないと、わからない魅力がある所だと思います。農作物や焼鳥・米粉を使ったパン
等おいしい物が沢山ありますがイマイチ、市外の方に伝わっていない気がします。メディアやお祭
り、フリーペーパー・雑誌などで多くの方に周知してもらい美唄市に“行ってみたい”と思われるよ
うな町づくりが必要になると思います。
　すい～むや総合体育館もキレイで良い施設だと思います。もっと多くの人に利用してもらうこと
で、健康増進につながるので利用料金を見直すなど行ってもらえると嬉しいです。総合体育館は、市
のイベント・催し以外にもより多くの団体等に利用してもらい、商店街等も利用してもらうことで地
域の活性化にもつながるように思います。
　できれば公園も新しい遊具などが設置されることを期待しています。子どもが達が思いっきり遊べ
る環境・場所の確保→（ex）紋別の公園が理想です）

31
　まち全体がいきいきしていれば市民もいきいきすると思います。イベントやフェスなど子供から大
人まで、酒などなくても楽しめる事があればいいと思います。お金の動くまちにしてほしいです。

32

　まず、便利な施設が少ないと思います。昔はレンタルビデオ店兼本屋があったのに今はコアビバイ
か三笠、岩見沢へ行くかしかなくなっています。今でも万引き等は多いですが、それでも美唄に
TSUTAYAやゲオ、ブックオフなど1店くらいあっても良いと思います。少しでもそういう店があるば美
唄市も良くなると思います。コンビニは多いのは助かりますが、そればかりでは住みやすいとは言え
ないと思います。

33

　5/27に愛知県のある町とチャレンジデーと称し、競争し合ってスポーツ等健康管理に意義あると一
日だけラジオ体操から始まって色々やっていまして、私も参加致しました。この事も、それからアル
テピアッツァ公園の行事等も諸々含めて、市がバックアップしているわりには、宣伝並びにフォロー
が足りなく美唄市の建物全体の盛り上がり、迫力に欠けていると思います。市の職員の自覚を促し、
美唄市を盛り上げて戴きたいと思います。

34

　現在の美唄の財政は夕張の次に悪いと言っても過言ではない。夕張が現在どうなっているかは、良
くご存知かと思います。遅きに失した感は否めないが、上手く行っている自治体と美唄を比較し、辛
い目線で反省しなければ、完全に手遅れになるのではないか。逼迫した財政の中で出来る事は限られ
る。まずは地道に優先すべき事を精査し、対費用効果の高い策を講じるべきかと。例えば高齢者健康
寿命を延ばし、医療費の抑制を計る。また積極的に運動を推進し、成人病の予防に繋げる。市所有の
稼働率の低い施設な稼働率を上げる方法を考える。
　人口の減少に伴い議席を減らすべきではないか。もともと市議が実際何をやっているのかわからな
いし、市にとって良い成果を上げた話も聞かない。選挙運動においても、名前を連呼するばかりで、
具体的に何をどうしたいかという話は出ない。市議に立候補した者は、選挙前に「何をどうしたい
か」を公約させ、実現できなかった場合は、その議席を減らすべき。
　岩見沢ー滝川間の中で、美唄はそれに次ぐ規模であるにもかかわず、砂川、奈井江ににあって美唄
に無い物が非常に多い。それでは札幌ー旭川を移動する際、ちょうど中間にあっても足を止める事は
ないのではないか。美唄ならではのモノを作らないと、通過するだけの街になっても仕方がないので
はと危惧します。

35
　市で障がい者と普通の人との交流の場を作って欲しい。クラブみたいの安く。年寄りは家にこもり
気味で行く所がない。そういう場所を行けるところを作ってほしい。

36

　美唄工業高校の跡地について市営住宅を建てることになっておりますがその土地を使ってその他に
食料品店を建てるだとか他の地域からお客様がいらした時にまた来ようねと思うようなことを何か考
えられればいいなぁと思います
例　年をとった人が多いので話し合いの場を設ける　イベント等

37
　面倒臭いことから避けて、見て見ぬふりをしている市職員が沢山いるように感じます。美唄市は嘱
託や臨時の人で成り立っているとよく聞きます。市職員の体制や一人一人の考え方が変わらず市民に
求めても無理だと思うし、魅力を市職員が上手に伝えられないのではないでしょうか。
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38
　廃校を再利用する事はできないでしょうか。来年度3保育所が統合するようですが、次に老人ホーム
と保育所施設を合わせた統合施設を作るなど、次世代の事を考えた画期的な案が必要ではないかなと
思います。

39

　東栄小学校の跡地をどうにか活用できないか。在学していた生徒の作品等がそのままなので見るに
しのびないです。体育館だけでも、何かのイベントで活用できないかなと思います。あと、夏場は草
がすごかったり、冬は除雪がされてなかったりして、年数がたつたびに廃墟化していくのが悲しいで
す。

40
　高齢化したまちに、未来は長くない。０歳から子育て世代に焦点を当てて、何かを考えてほしいで
す。中高生が魅力を感じたら何かが変わると思います。

41

　三笠の道の駅を通過する時、沢山の人と車の量を見ていつも思います。美唄のピパがもう少し大き
く、目立つ様ならもっと良いのではないかなと。
　光珠内小学校の使い方をなにか考えられないかと思います（例えば常設の美術館とか、暖房の必要
ない夏場のみ、北浦さんの絵も沢山あるはずです。）
市議会議員の選挙中なので気付きましたが議員数が多いのでは。

42
　働ける場所を増やす。給料を上げる。最低賃金を上げてください。ブラック企業を撲滅する。生活
保護の不正受給撲滅。市をきれいにする。

43
　子供たちの楽しみの1つにお祭りがある。しかし規模が非常に小さく、何のお祭りなのか不足なまま
屋台にしか興味を持てない子供たちを見ていると、もっと祭りの意図を示した方がいいと思う。

44

　「ツタヤ」「ゲオ」などのビデオショップを市が補助金を出しても良いから誘致すべきではないで
しょうか。このままでは本当に文化が果てる町になってしまう。
　市立病院の立て直しは再考すべきと考える。もっと住民の意見を聞くべきだろう。
　市の意思決定の場として市議会の上に住民投票による意思決定というプロセスを加えると良いと思
う地方自治に対する住民参加がより進むと考える。

45
　教育費を増額。統合しスクールバスの運営など大変だと思いますが、教育は人づくり、予算を教育
にかけれないということはすなわち人にお金をかけられないことになります。政治と教育は同じで
す。美唄の教育予算は空知管内でも少ない方だと思います。調査、検討のうえ、増額に期待します。

46

　ファミリー公園の遊具を修理したり増やしたり親子で遊べるようにしてほしい。お金かけるだけで
なく家族がそろって楽しめるようにしてほしい。
　車イスの人が危険なく通れるような道路にしてほしい。
　アルテピアッツァにも自動販売機をおいてほしい。みんなが喫茶店へ行けるわけじゃない。子供が
いたらなおさら。

47 バスの路線も時間帯が短い。

48
　個人的な意見になってしまいますが、美唄市は犬を飼っている方が多いと思うので、犬と一緒に遊
べる場所を増やして、飼い主同士の交流を深められると良いと思います。ドックランやドックカフェ
があったらといつも思っています。

49
　若い家族は子供の遊び場を求めて、遠方からも車で来ると思うので、大きなアスレチック公園、
キャンプ場など、きれいで遊べる場所を作ってほしい。

50

　美唄市は国道の長さが20Km以上あると思います。（峰延～茶志内まで）でも市の利益になる建物が
あまりないと思います。国道をもう少し利用して通過する人々の足を止めることは出来ないものか。
　又、国道沿いに壊れそうな空家がたくさんあります。草が茫々としている所もあります。所有者又
は関係のある方に要請して処分して頂くことは出来ないものでしょうか。
　以前　道北のある町を通過した時のことです・国道沿いにとてもきれいな草花が植えてありまし
た。町の人たちが手入れをしている事がわかりました。国道を愛し、人々に美しい唄のまちであるこ
とをアピールしてほしいと思います。
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51

　美唄市の5年・10年先を考えたアイデア・デザインのコンクールを開き表彰・金一封を渡す。[例.美
唄市グッドデザイン賞各部門制]
　農業の産業まつり（厚岸町のカキ祭りみたいな）
　びばいブランド認定品（美唄産の食材を使った商品）例.日本酒（甘口、辛口）ミルククッキー、ア
スパラの冷凍、アスパラの粉、ハスカップ入りステーキソース、カップメン
　生ゴミのみ、集合住宅、町内会単位でポリバケツ回収※年1回優秀な会ベスト3を表彰・金一封
　美唄市のタクシーへ　一般料金の他に観光・ビジネス・病院送迎コース料金をつくってほしい。
　家主が身体障害者1.2級で新築一戸建てバリアフリー住宅を現金一括払いで建てる時、市の住宅建築
地を無償譲渡※ただし、美唄の業者が請け負うー3年のアフターケア付ー※禁止事項有り
　悪質な生活保護受給者には、領収書の提出をお願いする。

52

　１人住いで生ゴミを別に出すことが大変です。生ゴミのために、台所にゴミの拡散させる機械を見
たことがありますが、導入出来ないでしょうか。空いてる住宅などシェアハウスなり、１人暮らしの
人達が高齢者が安心して暮らせる町にお願いします。冬の歩道も最低限、歩ける幅の除雪をしてほし
いです。

53
　美工の後に市営住宅との声が聞こえて来て居りますが、高齢者が住むには小さな部屋二つもあれば
良いです。風呂も毎日入らなくても良いですので共同浴場で良いです。除雪も1カ所で良くなるのでは
と思います。

54
生後6カ月～小学生の子供とお年寄りが一緒に遊んだり話せる交流の場を作る。
すずらん通りの空き店舗等を利用すると良いのではと思います。

55

　生き生きと暮らせる魅力あふれるまちづくりのために、まず必要なことは税収の確保だと思いま
す。そのために雇用推進、観光業の収益増が必要です。美唄には全国的に有名な「美唄焼鳥」、世界
的彫刻家安田侃さんの「アルテピアッツァ美唄」暗線やスキー場、歴史ある我路の木造古民家、北海
道開拓時に造営された空知神社など、観光資源がたくさんあります。
　札幌や旭川から、空の玄関口の新千歳からもJRや高速道路が通じており、交通網も整備されていま
す。近隣の市町村だけなく、世界中から観光客を集める可能性は充分あると思いおます。外国人観光
客の受け入れ整備、魅力的な観光地の整備（休憩室の拡充）、諸外国への営業活動を行うことで、集
客し、接客業の雇用拡大につなげます。外国人観光客は市内のホテルや商店でみやげ物を購入し、地
域の活性化の源である収益をもたらします。さらに、長期滞在者向けに貸別荘やペンション、コテー
ジの建設需要が増え、地価の上昇が期待できます。集客するためには美唄だけでなく、岩見沢や周辺
地域とも協力し、プランを考える事が必要と思います。ゴルフコース＋宝水ワイナリー、話題のパン
屋さん、温泉にも古民家カフェ、神社のパワースポットなど、女性向けの魅力的な観光地だと思いま
す。成功する為に最も重要なことは、それぞれの観光施設を総合的に捉えることです。観光施設間の
移動手段、手配の簡便性、情報の集約と発信、そして提案することの出来る人材確保。海外の注目を
集めるために特別な事は必要ないと思います。ただ、知らないだけ、相互理解の精神で異文化の人々
を受け入れる気持ちが大切だと思います。美唄市の今後に期待しています!!

56

　アルテピアッツァのように公園、幼稚園、美術鑑賞ができる複合施設がたくさんあれば住みたいと
思う人も増えるのではないか。
　図書館は職員の方の対応は丁寧だが施設自体が暗く、入りにくかった。図書館を新しくしてまちお
こしをしている市もあるので新しく建て替えてみる。
　市立病院の職員の対応の改善。出来るだけ市内の病院を受診したく何度か利用したが医師、看護師
の対応が不親切でした。市内に養護学校もあるし、若い人が働きたい学びたいと思うるような市立病
院であれば定住者も増えるのではないでしょうか。

57
　美唄市だけでまとまらず他の街の内容、考え方、その他を見聞きして良い事はどんどん生かしては
どうか。他の街の人たちと話し合いを持つ事も良いのでは。
　市会議員の活動が少ない気がします。市民との話し合い、ふれあいがない気がします。

58

　子供の教育環境が重要。少なくとも国公立の大学に入るような生徒が学ぶことが出来る体制が必要
です。
　まちの発展は未来に向かって、子どもが宝です。小中から高校、美唄で学び大学に進学、美唄の企
業などに就職、結婚と、夢ですが実現したいものです。
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59

　国道12号線沿いがさみしいので、ぜひ道の駅を作って頂きたいです。駅の近くに作って下さると、
駅の周りの活性化になると思います。（全国的に有名な美唄焼き鳥をメインにしたカフェレストラ
ン、地元の農家さん野菜の直売所、美唄の観光地やお店情報を発信する情報ステーション、アルテピ
アッツァや温泉へのアクセス方法のポスター掲示など）もっと札幌～旭川を行き来するドライバーに
美唄を知ってもらい、定期的に遊びに来てもらう仕組みを作って、賑やかな場所にしていただきたい
です。このままの国道12号線沿いの外観のままだと、ドライバーにはただ通り過ぎる街になってし
まっていると思います。
　駅の近くにコンビニが欲しいです。遅い時間まで働いてる人や、学校・部活などで帰ってくる子供
たちも多いので、1つお店があると安心できると思います。万引きや不良のたまり場になったりと心配
もあると思いますが、朝ご飯や飲み物を買える場所が出来ると駅を利用している人は便利だと思いま
す。
　もっと若い世代が集まれる場所があればと思います。子育て世代や高齢者は地域での関わり合いが
あると思いますが10代20代が学校以外でも遊べたり出来るところがないと、どんどん美唄から他の地
域へ出て行ってしまって、街の賑やかさ・将来性がなくなってしまうんではないかとても心配です。

60

　若い人が生涯美唄に住まいたいと思うような環境を美唄市内だけじゃなく美唄市全体に広めて下さ
い。下水の完備やら、汚物の汲み取り金や米所だから農家さんメインで目線を置くのは良いのです
が、もっと農家さんの内にもサラリーマン家族がいる事を軽視しないで下さい。本当に人口を増やし
たいのであれば、新しく来る人にメリットがあるようにしてください。じゃないと人口は減って行く
一方です。

61 もっと若い人への支援を充実させてほしい。子育て支援もです。

62
イベントをやっても他市からあまり来ず又若者も集まって来ない。もう少し活気あるイベントを市で
やって欲しい

63

　美唄の65才以上の方が38％と聞きました。後5.6年もすると高齢者家庭や高齢単身者が増えて、町内
会の班長、役員も出来なくなるのではと考えています。高齢者が元気で社会参加（福祉施設ボラン
ティア、清掃ボランティア、児童見守りボランティア）などで、ポイントなどもらい、何かに交換で
きるなどやりがいのある社会参加に導いて行けたら良いのかなぁと思います。生活保護者も何かしら
の仕事2.3日/ｗ　2.3時間でも出来ることをしてもらうなど社会参加に導いてほしいです。
　病院外来勤務時、1日複数科受診できるのに、毎日通院し交通費補助の用紙に印鑑をもらっていく
人、自転車で来院し、交通費補助の用紙に印鑑をもらう人もいました。
　高齢者の介護費、医療費の抑えと子育て世代の美唄への移住呼び込み。農産物の美唄市内での加
工。それを使っての料理などで人を呼ぶレストランなど雇用人数が増やせる様。美唄はおいしい農産
物があるのに加工は他の地に依頼してるように感じます。すべての作業を美唄で行い、完全美唄ブラ
ンドで売った方が!!生ゴミの堆肥化出来たら大いに賛成です。木材、家庭からの木なども堆肥化出来
たらいいと思います。他の町で受けたがん検診にも助成を希望します。

64

高齢者の働く場所を作る・指導（趣味など）できる場所
ボランティアなどでも活動できる場所などがあれば自然と身体も動き体力の保持、認知の維持などに
歯止めがかかると思います。生きがいを見つけてあげることにより元気に過ごせるまちづくりをして
いただきたいと思います。

65

　上美唄の入口の林の横に水ばしょう、ざぜん草の素晴らしい自然の所があります。他の街からも赤
いざぜん草など見に来る人もおりました。年々とゴミの山が多く、花も少なく消えて来ております。
市民、一人一人のモラルの問題と思い残念です。春のフキノトウを楽しみ、水ばしょう、ざぜん草な
どの楽しみもいずれなくなる事でしょう。
　まちづくり講座デジカメ教室の写真展を見て、駅前喫茶店クックカフェで写真教室の人達の写真展
をやっておりました。どの作品も生き生きとしてすばらしい事と思いました。新聞などにも出ており
まして見に行きました。発表の場所がある事で楽しんだ事でしょう。
　受動喫煙について　受動喫煙を防いでは？タバコが最大のガンの要因の一つと言われております。
公共施設、職場などでは禁止されるのが施行される事をお願いしたいと思います。禁煙、分煙の取り
組みに市でも、もっと啓発などのようなイベントなどを考えられると良いのでは、と思います。札幌
などの一流ホテルなどもやっておりました。

66 本屋（大型）、ビデオ、DVD貸し店が欲しい。
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67

　健康であるために必要な病院、医師をきちんと確保。美唄の小児科、眼科、耳鼻科、皮膚科はどれ
もあてにならないという声が多い。実際症状が改善されず、他市の病院に通院する人も多くいる現状
（私の周囲での感想ですが）。産婦人科がないため出産も他市。現在ある病院医師の意識向上を考
え、市民と医師とが交流できるような場は作れないだろうか。
　美唄市内にもっと戸外で活動できる場所を作ってほしい。現在ある公園の遊具の少なさ。又、行き
届かない東明公園。池周辺の道を整え、誰もが安全に活動できるようにしてほしい。現在は木が倒
れ、階段も朽ち果てて危険な状態です。せっかくの遊び場なので市民だけでなく、他市町村からも
「行ってみたい公園」となるよう整備してほしい。
　市職員も市民なので負担のかかりすぎない勤務体制と保証を。市を引っ張る職員に余裕がなければ
生き生きしたまち作りなんて考えたくもない。給料での保証、生活面での保証を、正規職員以外にも
目を向け、向上させてほしい。

68

　今の教育現場について、子供、親が学校に対して安心できる様な環境作りに力を入れてほしいで
す。小学校の複式制に疑問を感じます。美唄市は学力低下が際立っている中、複式のメリットが分か
りません。メリット・デメリットを考えた上で小学校統合もありかと思います。
　中学校に関しても、先生方の資質の面で今の教育現場に疑問を強く感じます。
　市が市民の学校に対する意見をもっと聞いてほしい。
小学校→複式学級は国、算、理、社の各学年、単式授業を実現させて下さい。先生1人で2学年の授業
は無理です。学力低下につながります。中学校→塾に行かなくても学校だけで学力向上をはかろうと
する気力がみられない。

69
プレミアム商品を2000～3000円位にするとか年金の低い方々等に少し余裕を与える政策とかあれば購
買力も増し、経済も潤うのではないか。

70

　美唄は静かで安全で基本的にはよい町だと思う。しかし、活気とか特別な魅力があるかと言えばそ
ういう感じはない。人口もずいぶん減ってしまったし、店や施設もなくなってしまった所の方が多
い。それが残念だ。活気があるまだ発展する可能性がある。そんな風に感じられる町になる事を望
む。道内でも、移住受け入れの促進やふるさと納税に関する企画など頑張っている自治体はたくさん
あると思う。どうしたら活気のある魅力的な町になるのか、それを真剣に考え、実行していってほし
い。

71

　美唄市が、何かに力を入れているのか分からない。農業に力を入れているのか、子育てに力を入れ
ているのか分からない。団地、アパートが多過ぎる。美工の跡地を市営住宅にするって市長が言って
るけど、市営住宅をやめれば良い。市営住宅を建てるなら学校、保育所、幼稚園、福祉などにお金を
掛けて欲しい。
　美工を東小、中央小を統合とか、色んな案は有るはず。
　資格を取れる教室（結婚して、子育てが落ち着いた人たちの）（学生が取れる教室）
　ゆたかニュータウンから、東小が遠いからバス出て欲しい。

72
生活保護に一言。受けている所には月一回くらい回っているようですが、それよりも受ける時厳しく
やった方が良いと思います。

73
美唄市独自の宝くじを作って、その助成金で道の駅や観光スポットを作り、各地から人があつまる祭
りを開催する。

74
　市の職員もデスクワークばかりでなく外に出て市内の状態を見て回ってほしいものです。人口が減
少しているので市会議員も減らしていただいたらと思っています。経費節約のため。

75

　冬になると除雪が行われます。良く見かけるのはTの字の交差点でアパート等の駐車場の雪をTの字
に向かって押してきて歩道を雪のつぶす一般の除雪業者が見られます。歩道を除雪した後道路の除雪
が入り歩道に雪を積み上げる状況をあちこちで見ます。少し狭い道路で両側に歩道があり除雪は大変
だと思います。人の通行も少ない所は冬の間片方の歩道を利用しても良いかと思います。もう少し全
体の除雪計画を検討し業者と良い方法を考えられないでしょうか。
　これら一部ですが道徳　エチケット　マナーの欠如だと思います。小・中学生は教育委員よりホー
ムルームか何かで教えるのではなく、子供たち同士で話し合わせ子供自身が道徳　エチケット　マ
ナーの大事さが理解できるよう導くことは出来ないでしょうか。
　公園もそうです。沢山作っても継続整備が出来ていないと思います。数は少なくても維持管理が出
来、気持ち良く帰って来れる様な公園作りを希望します。町の為にボランティアで協力する方は沢山
おられると思います。利用してください。
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76

　より良い街づくりは、市民の皆様方が願う処です。この先人口が更に減少する中で、高齢化が進み
ます。限られた資源ー地域を今後に活かす様に望みます。
　趣旨とは異なりますが、市役所　市民窓口の業務時間、ひと月に1日か2日、月曜日（第1～第4の
内）でも19:00（20:00）頃まで延長して頂きたいです

77 峰延に住んでいますが、散歩する所がなく残念です。

78

　農業の人の為に、農協は肥料を売るだけでなく、土のサンプルを取ってもらいペーハーなどを計っ
て作る作物に合う肥料を売る様、農業の人にアドバイスをして肥料を売ると良いと思う。
　個人店はグループの様な形を作って　ブライダル←（ホテル・花屋・写真店・美容院・クリーニン
グ店・印刷店）の様な！

79

　お祭りやイベントの情報がインターネットで検索してもすぐ出てこない。
　移住や定住を促進する。住宅やアパート建築への助成。売土地などの不動産情報を市のHPでも共有
してみれたらいいと思います。（今は一部しか見られないので）。空き家や空き地を売買するよう市
民へ促す（売地なのかどうかわからない空き地が多い）。イベントなどで、美唄の工務店さんのブー
スをだし、新築相談などをする。

80
高齢者にとっては4月からのゴミなげ作業が「至難のわざ」になっている。何とかまえのようなゴミな
げ方法にならないものか。

81

　数年前にドラマの演出家の林さんが来たり、最近は志村けんさんがアスパラ羊で美唄に来ていまし
たが、そのようなニュースは事前にメロディーで告知できないのでしょうか？地元だけでなく他の市
町村からも人が集まり経済効果もありそうだし、こんな田舎に来ていただいた感謝の気持ちも相手に
伝わるのではと思います。もしかしたら、他の番組で（美唄を気に入って）宣伝してもらえるかもし
れないし、後から「こんなことがありました」と報告するより、前もって教えてほしいです。

82

　働く場所がないのと、病院の設備が悪いし、生活の環境が整っていないのが悪いと思います。病院
にかかりたいけど、午後からはやっていない。午前中は予約でいっぱいで見れないと言われたことが
ある。本当に、具合悪くなった時にすぐ対応してくれる所は本当にあるのかと思います。2つも病院い
らないから、1つちゃんと見てくれる病院が欲しいです。
　少子化対策で子供の居る家族には、いろいろ支援があるが、子供がいない家族の支援が差別してい
ると思う。不妊治療している方とかにも支援してもらいたいです。
　水道料金が高いです。

83

　日々の構想は習慣で学んでいる事や、コミュニケーションなど色々な問題意識をもった習慣やアイ
デアの出る話し合いを日々育成していかないと、いろいろ前回の事を反省しないと。多くのアイデア
を提案してくれるOBもきっと市内にいると思います。推薦をしていただいたらどうでしょうか？きっ
と職員も勉強出来る事も絶対に多いと思います。企業の者はそれなりに多くの勉強や改善などなどの
知識の宝庫です。何年も勉強した事を数分でいろいろ教えてくれ又、提案してくれると思いますので
意識環境から人造りから始めて見て下さい。人材育成です。

84 市立病院の耳鼻科の受診日、午後も行うなど検討して欲しい。週2回だと困る事が多い。

85

　子供に対する母子手当とか本当に必要な人に渡すべきです。いろいろ工夫して手に入れようとして
いる人がいます。そういうのを調べてきちんと手当を払うべきです。書類を提出するだけで“OK”と
はちょっと。そういうところの無駄遣いをなくしそのういたお金でまちづくりをした方が良いと思い
ます。そういう無駄をなくし、公園の整備とかにまわせると私は思います。

86 楽しく暮らせる1日が多くなる様にゆるキャラや食品のイベントがあると見たいと思う。
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