
問9-2　道路や歩道を通行しているとき、道路や歩道の整備上「危ない」と感じた具
　　　 体的な場所や状況がわかればお教えください。

1 国道12号線に中央分離帯ができたため、右折、左折が非常にしづらく、事故も多い。

2 国道12号(道銀前)の交差点での警察の取り締まり

3
国道12号線の東側(学校や工業地域のある所)をよく通行するが、でこぼこで水溜りが
沢山でき、歩行者にかかっているのを見たことがある。

4
大通り南郵便局前の信号機のことですが、良く手紙を書いてポストに入れますが、青くなって普
通に歩くと間に合わなくて、走ってポストに入れて、又走って、戻らないと赤になり、危なくて
困ります。時間がすごく短いのです。

1 旭通りの天理教とセブンイレブンの間からの右折、左折。見通しが悪い。

2 旭通り。バスが通る道は特に。凹凸のある所は危険。

3 旭通り商店街　商品を歩道に置いてある

4 旭通りにマンホールや下水道が有る所に段差がある。

5 旭通り→ちゃんとした歩道がないので車にのっていたら歩いている人や自転車が危ない。

6 労災病院付近の道路に歩道が無い。

7 旭通りの美唄学園よこの交差点

8 旭通りの歩道で下水道の段差が多い。

9 旭通りの歩道側溝が斜めになって歩きづらい。（労災病院から美唄学園まで）

10 旭通りの東３条辺り、歩道がなく歩くのが怖い。

11 冬期の旭通り。

12 旭通りの歩道、東６条南１丁目信号機付近

13 旭通りの歩道（整備されているところ）

14 旭通りの歩道が狭い。ない。

15 旭通りの凸凹の段差。

16 旭通りなど、歩道のないところは危ない。

17 旭通りの歩道のない所(全体的に歩道が傾いている)

18 旭通りの歩道タイルが、崩れている。

19 労災病院の前面道路。

20 旭通り。左右に歩道が無くてせまい。

21 道路（アスファルト）凹凸で、他市町村より悪いと感じます。特に旭通り→東へ

　問９-２　自由記述

記　述　内　容

国道１２号

旭通り
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記　述　内　容

22 旭通りの歩道

23 旭学童通りが昔からあぶないと思っています。

24
旭通りセブンイレブン付近　車の出入りで歩行者が道路をわたりづらそうにしている。
信号機があれば良いと思う。

25
旭通りには歩道が片方しかないので危ないと思います。また山下眼鏡店横の通り（パスタ佐藤の
前）は交通量が多いが歩道がない為危険と感じることがある。

26
歩道上のコンクリートの小砂利がはがれて、ザラザラして歩きづらい、歩道が斜めになっている
のでなおすべりやすい。旭踏切のそば、歩行者多いよ！

27
旭通りのセブンと、その横の天理教のTの字道路。和田公園の方から来て、一時停止をするのです
が、右側の車が来るのが見えにくくて危ない。

28
東小学校へ通う子供がいます。旭通りの歩道が狭く危ないなぁと思います。スキヤキ隊、せわや
き隊のみなさんのお陰で交差点などは安全だと感謝しています。

29
旭通りが、あまり好きではない。歩道がないので通りにくいです。
広くするとは聞いていますけれども。

30
・旭通りの労災病院側の歩道が段差や壊れている箇所が多い。
・東明方向の歩道が途中でなくなっており危ない。

31
旭通りはとても道路がせまく、冬、雪が降った時などは車が交差できない。
東６条から東明に行く道路。

32
駅側から労災病院方向へ向かう歩道が途中でなくなり、
自転車などとすれ違う時などいつも危ないと思っている。

33
国道に面している両サイド。旭通の歩道。かなり歩きにくく、お年寄りには大変不便だと思いま
す。足がちょっとした段差につまづきます。フラットにしても雪の影響でパネル状のものは年月
で古くなるので以前のアスファルトの方が歩きやすいです。

34
旭通り　                                      図の記入あり
塀の終わりと歩道のつながりにでこぼこ
穴がある。その所で転んで足にケガをしました。

1 共練団地付近の道路がデコボコしすぎている。どうにかして下さい。

2 東２条や３条あたりには歩道がないので、又はせまい。てきとうに歩くためあぶない。

3 舗装面の凹凸有り。東６条南１～南２丁目付近

4 しらかば通りから真直に東に向かう道路に凹凸が多い。

5 しらかば団地内

6 和田公園前の道路(7－11横)

7 藤井塗装の前の歩道の縁石

東条丁目地区
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記　述　内　容

8 美唄駅の前の凹凸段差が老人の足できついです。

9 凹凸が多い。歩道が両側にない→三井通り。路側帯の白線が消えている→１２号線。

10 ゆたか会館前道路

11 沼沢青果横の道路。車が止めてあり、見づらくヒヤッとすることがある。

12 東4条南6丁目美容室屋から道営5－3までの道路とそのＴ路地。

13 東6条の東小学校・東明・美唄学園のある旭通りからの4本の道路の所。

14 駅、東側交差点。止まれの標識も無い。

15 踏切近くの十字路。駅近くのT字路。

16 東小・東中前の通りが整備されていない。(道路の水溜りがひどい・夏の路肩の草など)

17 東2条の横通り、夜暗すぎて歩行者がわかりづらい。

18 東2条北7丁目の道路が凸凹、ひび割れ、裂け目などがあり走行しづらい。

19 東４条北３丁目、大野組の道路の所から坂本スーパーの土地のあと。

20
東３条通り段差、穴が多い。全般に冬は交差点など雪の山が多く、
見通しが悪い、危ないです。

21
デコボコがあり危ない（砂袋が置いてあるが、自転車で走りづらい）
（北７丁目線、踏切から東へ向かう道路）

22
簡易舗装の面がところどころ剥がれている。小路が悪い。
東２北２宝崎ハイツに通じるところ。

23
歩道のいたる所がでこぼこしている。
コープさっぽろの辺りから労災病院方面の道が悪い。

24
東２条の横通り。
春先、私の知人が大きな穴に自転車のタイヤが穴に落ちて怪我しました。

25
私共の近くでは下水道工事の後、簡易舗装し、冬の間に凍結し舗装が剥がれ危険。
道路パトロール等実施してほしい。（東４南５）

26
東３条南４丁目西側の歩道（桜歯科北へ７０ｍ）開栓物。
東２条南２丁目の道路（交差点）に穴あり。（いつも春先がこの状態です）

27
前の呼び名でガードの所ですが、新しくなったら、アカシア幼稚園の裏側から右折しようとする
時、車が右側からくるのを確認しづらくこわい。

28
もっと一時停止の標識があると良いと思う。ホットモット店、ツルハ、ベルコ店、ダイソー店の
付近。東3条通り。

29
市道がひびわれしてるのに直さないので危ない！１年～２年放置している。
美唄市東７条北４丁目付近の市道。

30
フラワーバス会社とコンピュータ学校の歩道が、コンピュータ学校前で切れているので、もう少
し東3条道路にぶつかる道で、交通安全の為の歩道を付けてください。

31
東5条北1丁目天理教の前（旭通）。南美唄との十字路交差点、交通量の多い時は渡りづらく恐ろ
しい時があるので信号があれば安心。
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記　述　内　容

32
岡部通り、雪どけになると特に舗装が上下ガタガタ。特に東４、北８丁目付近が酷い。
辺りが揺れて大変です。直してください！！

33
道路や歩道の整備。危ない凸凹や段差あり。つまづいて、よく転びます。
東3南1駅中心道路タバコのポイ捨てで困っています。

34
ゆ～りん館へ向かう東7条通り。地方から訪れる人も多いのに、除雪は悪く、凸凹も長い間修復さ
れていない。地方から来られた人は、美唄はこんな町とおもうはず。

35
以前、生協近くの交差点で段差があり車のタイヤがパンクしてしまい大変だった。
他にもまだまだあるが、書ききれません。

36
菜の花通りや旭通りの段差が多いため、通行上、車両のバウンドが発生し、気にかけながら運転
をしている。但し、旭通りは工事が始まるため、今後は改善するものと考える。

37
労災病院の近くの変電所の所の道路と、その裏の道路もデコボコ。すごいデコボコなので車が壊
れそう。ゆたかニュータウン（８階建）の前の道路もデコボコ。

38
東小学校グラウンド側で、旭通りからバス通りへの変形交差点。信号機がないし、東明方面から
見通しが悪いのに車のスピードが速くてこわい。小学校や養護学校の生徒も多いので、いつも危
ないと思っています。

39
東小から菜の花通りへ出てくる子供が、大間コーポと久矢の路地から出て来て、和田公園の方向
の道へ横断する所に横断歩道もなく、冬は周辺の高い雪山で見通しも悪く、いつも危険だと思っ
ています。夏でも飛び出して行く子供が沢山見られます。

40
動物病院プラナスの所の信号機が、通学する学生とかが多いのに手押し信号なのが理解できな
い。冬は高速がとまると渋滞で、一時停止したまま何十分も身動きできないことがある。市民バ
スも走っているので考えてほしい。

1 西三条北二丁目３の２あたりが道路が悪い。

2 コア美唄の中通

3 雪で角々が見えにくい。いなほ団地（会館前）

4 美工通りから神社通り、歩道なし。

5 西保育所前の通り。冬期の除雪がいまいち。もう少し細かい所まで行ってほしい。

6 保健センターのところ

7 西２条、西１条、町中、沢山あり。

8 昭和通→〝稲穂通〟→新川通

9 西２条通り　歩き、自転車、夜はとくに危ない。

10 北洋銀行付近

11 美唄～月形線の西３～西５丁目の歩道が波打っている。

12 銀座街のとこの交差点付近などそこら辺の道路。

西条丁地区
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記　述　内　容

13 桜井邸の場所

14 プールの周りの道路がデコボコ。

15 小学校の近く(美唄中央小)、コア美唄の近くの歩道(夜、暗くて怖い)

16 サツドラの歩道

17 西保育所前の道路。三井線。12号から桜団地まで凸凹がある。

18
元々狭い住宅街の中道(西2条南1丁目～南5丁目周辺)は、すべて凸凹。
自転車でも歩行でも危険。

19
冬に雪が高くなって信号機が見えない程になる事があります。
（大通り西１南２,３丁目道道月形線）

20
銀座街の交差点　どちらにも一時停止の標識があり、
どちらが優先なのかが不明で危ないと思う。

21
旧美工前のクランク道路（特に冬場は狭くミラーも見えなくなる）
市立病院前の交差点（冬場に除雪した雪を積みすぎるため狭い）

22
市立病院の通り片方の歩道が途中でない所が有る。
歩道に民家の車庫の扉が出ている所が有る。

23
西１条（つぼ八から尚栄高校までの道路）一時停止はあっても、ミラーもないし、
通学路にもなっても危ない。徒歩や自転車、飛び出しの車など。

24
コア美唄などのさかい目の所が斜めになっていて冬は滑りやすいので歩きにくいのと、
道路が狭いため冬、雪の置き場所が少なく、車が通りにくい。

25
道道月美線から市民会館へ続く道（西４南２）。小学生の通学路で道も狭く、デコボコ、そのう
え交通量も増えている（子供の送迎等）。いつか事故が起きるのではと心配である。

26
国道１２号線から西１条、西２条までの間の南２，３丁目間、
及び南４，５丁目間の道路の凹凸が大きく、車の運転が非常にしづらい。

27
・西2条と西3条通りの間で北2丁目と北3丁目の仲通りの舗装が凸凹で砂袋を敷き詰めて
  あるが、つまずいて危ない。
・昭和通りと西3条の交差点ミラーがあるが、見づらい。

28

・総合体育館の裏道。月形線に出る時、用水路の柵の高さが目線と同じになり、
  見通しが悪い。
・開発橋を通り、峰樺線へ向かう道の穴ぼこ。どうにかならないか。
・２１線通りの沼付近の交差点。事故が多発している。点滅信号設置を希望。

29

・旧美工のカーブ。時々車がきちんと曲がらないので、対向車とぶつかりそうになる。
　（特に冬は狭い）
・中央公園と緑のアパートのところ、又は住宅と市役所の間に横断歩道が欲しい。歩道
　もあれば尚よい。
・中央公園から美工フェンスへ抜ける道。交通量が多い割にせまく歩道がない。
・市立病院北側のスクールゾーン。道幅は広いが子ども達が危ないと感じる時がある。

1
新川通り　市道の舗装剥がれ～（縁石を含む）～13年前に役所に通知、
職員が来て直しますとの事であったが未だ修理なし。

新川通り付近・いなほ地区
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記　述　内　容

1 東明一区大通り

2 東光団地前の道路

3 道道栄町　見通しがわるい。ダンプの通行量が多い。

4 東明橋から落合町へ下る坂の段差と隙間です。

5
東明橋付近の追い越し禁止ゾーンで自転車が車道走行となった為、
自転車を追い越したいが、対向車が見えにくく、自転車、自動車とも危険を感じる。

6
・近藤建設から東明1条までの道路が春になると、あちこち穴ボコになるので困る。
・南美唄の自衛隊前の道路も毎春、道路が穴ボコです。

7
時々、東明にある「ゆ～りん館」へ行きますが、近藤建設さん前を通り信号を左折した所より、
センターラインが薄く、T字路の辺りには停止線（相手側）がなく、危険だと思います。

8
・東明4-2の交差点。冬の見通しが悪いです。
・インターチェンジの交差点。
　北側の歩道のイタドリが歩道側にかぶさり歩行がとてもしづらいです。

1 場所：南美唄町全般　　状況：道路の凹凸

2 特に南美唄

3 南美唄は、道路があまり良くない。

4 南美唄は特に良くない。全体的に。

5 南美唄には歩道、信号がほとんどない。アスファルトの穴が土のうで埋めてある。

6 南美線　雪のわだちがすごい。すれちがい時、お互いサイドミラーがぶつかり破損した。

7 南美唄下３条通り凹凸段差がひどい。車等徐行しなければ走れない。

8 南美唄の道路が整備が悪い。凹凸や段差が激しい。

9 美唄町下３条４丁目の道路は砂袋を敷いてばかり行きますが、現場に来てほしい所です。

10
三井通り。南美唄の道路は片側しか歩道がないので、
特に冬期間は危ないと思ったことがあります。

11
南美唄のバスが通行する道路は、とにかくガタガタでひどい状況です。
何とか改善していただきたいです。

12
道路がデコボコ穴有り。自転車、バイクなど車輪がはまり危ない。
特に南美唄はひどい。補修もほんの少し一時しのぎ、いま１番の不満。

13
南美唄へ出る通りにおいて、T字路が多く、特にJRの踏み切り手前、セイコーマートのT字路は国
道とJRのかね合いで、一時的に待機していた車両が続く為、合流する時に時間がかかる場合があ
ります。

14
南美唄下緑内会館横道路（バス通り）に於いて、道幅が狭く、下水道（側溝）との段差が大きく
子供が自転車でまくれて怪我している（バス道路全般の整備が不良）。（上記の件につき市に書
類提出済み）

15
美唄川、橋付近のパークゴルフ場そばの土手の道路は、道が傷んで凸凹であり、自転車や散歩す
る人もいて、非常に危ないので早く道路を修理してほしい。

東明地区

南美唄地区
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記　述　内　容

1 進徳東の沼貝寺通り。踏切周辺のでこぼこや墓地通りのでこぼこが目立ってきています。

2 一心・長渡橋前の道路

3 国道から入る21線道路

4 西美唄　山形　大富　方面18号線２カ所。道路に段差があり、車をいためた人もいる。

5
進徳から開発へ抜ける裏道（うちの近く）の道路がガタガタでタイヤがいつパンクしてもおかし
くない状況。どうにかしてほしい。他、近藤建設の前の道路も。

1 光珠内～進徳の道路のでこぼこが有りすぎ。

2 ２１線８号交差点（見通しが悪い）。２１線から行くと特に感じます。

3 ２１線と８号線の交差点

4
恵風園の通りから国道へ出るのに、停止線や道路標識がわかりづらいので困る。
冬道はとくに注意をしていないと危ないと思います。

5
・２３線道路全般（１２号線より、８号道路付近まで）センターが高くて、水道を掘っ
　た所から下がっているため通行に危ない。
・２１線道路もセンターとサイドの落差が大きいため通行に危ない。

1 凹凸がある所。

2 凹凸や段差が多い。道路が穴だらけ。

3 歩道がでこぼこである。

4 凹凸があり高齢者のため自転車が危ない。

5 道路の凸凹。自転車は車道といわれますが、排水溝の凸凹がひどい。

6 道路を歩いているとデコボコで歩きづらいです。（他１件）

7 ちょっと狭い道を通るとデコボコすぎて危ない。

8 道路の凸凹が非常に多い。

9 道路（車道）の凹凸

10 道路がデコボコ　ひどい。

11 道路の段差凸凹歩道危ない。

12 道路の凸凹がひどい。(草刈線)

13 歩道のブロックが凹凸していて転倒しそうになった。

14 車歩道の段差が大きい。

15 段差が多くつまずきやすくなっている。

16 段差がある。

17 道路の路面がいたる所で非常に悪い。

18 春になると段差が出て危ない。つまずいて転ぶ。車を運転していると段差が多い。

19 神社近くの道路に穴があり転びそうになった。あっちこっち調べなおして下さい。

その他

進徳・沼の内・西美唄・上美唄・茶志内地区

豊葦・峰延・光珠内地区
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記　述　内　容

20 歩道が割れていて自転車のってる時にひっかかり転んだ。

21 歩道や道路がでこぼこで、歩道は特に歩きづらいです。

22 子供がよく通る道などでの街灯が少なくて危ない。

23 そこら中

24 美唄のまちの中

25 左右に歩道が無い。

26 道路整備の不備もあるが、歩道のない道路も多い。また夜は暗い（街灯が少ない）。

27 歩道の除雪

28 冬に雪が積もり見通しが悪い所もある。

29 路面がでこぼこで転びそうになる事が時々ある。

30 歩道と自転車が一緒なのでぶつかりそうになったことが有る。

31 冬期間の交差点の除排雪（見通しを良くする）

32 段差、見通しが悪い

33 雨が降った時、水たまりが酷い。流れが悪い。

34 市道全体的に

35 色々な所

36 冬。雪山（市道の）にて見通しが悪い。段差が多い（道路の沈化にて）

37 全体的に凹凸がある所が多いし、ひびわれが出来ている。

38 歩道の舗装の割れに自転車のタイヤがはさまって転倒している人を見た。

39 国道から中に入った道に陥没している道が多いように思います。

40 雪解け時の段差が

41 段差があり、老朽化が著しい。歩道のある道路が少ない。

42 各所、アスファルトのヒビ割れ・破損

43 アスファルトの割れ、陥没がひどいのに改善がみられない。

44 信号機が無い。

45 下水道のマンホール（市内点在）の段差。農村地区の用水路の横断の段差（多数）

46 いたるところが段差で自転車が乗りづらい。

47 歩道がない。

48 舗装してほしい。

49 道路が直線でない所が有る。例、福祉センター横

50 雪がとけて、凍り上がった道路は凸凹で歩きにくい。

51 道路が悪くて穴もあるので・・・・

52 アスファルトの整備が雑です。修正してもでこぼこで年配者はつまずきます。

53 自転車がとびだしている。

54 冬、道が狭くなる。
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記　述　内　容

55 道路のいたみがひどいところもある。

56 段差が多い。高齢の方がシルバーカーなどを押して買い物が行けないくらい道路が酷い。

57 片側歩道は危ないように思えます。

58 道路幅小さくして　歩道が片側しかないところが各所にある。

59 通学路で一部歩道が整備されていない。

60 意味のない工事が多すぎる。

61 道路がでこぼこで段差がついている所もある。

62 国道は良いが幹線道路の段差が多く、冬は除雪が悪く道路が狭くなっていて困る。

63 道路に穴が多い。除雪の際に道路を壊している。

64 道路の舗装の悪くなっている所が多い

65 自家用車での利用で近くではありません（車椅子、身障者）

66 全般的に道路標識（信号機に取付けの）が少ない。

67 冬は、どことは言えないが全体的に除雪が行き届いていない。

68 マンホール等の凸凹がある。家の前の排水(下水)のフタが上がっている等。

69 冬場の交差点

70 市内道路のいたる所に舗装の穴や段差があり危険である。

71 凸凹や段差があったり交差点の見通しが悪い所がある。

72 8号線、10号線の凸凹

73 冬期間、雪が多すぎて買い物、雪投げ。重度障害者には、お金のかかることばかり。

74 全体です。

75 一時停止の白線が消えている場所がすごく多いと思う。そのため停止しない車が多い。

76 冬に交差点の見通しが悪い。

77 道路標識がない。

78 どこという特定ではないが、歩道のない道は車の通行時に危ないと感じる。

79 雪解け時の道路の凸凹や段差。下水道の丸フタ。(一心第一西)

80 特に冬期間、交差点で雪が山積みされて、見通しが悪い。

81 至る所で危ないと感じます。どうぞ見回りをして下さい。

82 住宅前等々、細い道路。

83 大きい道以外は、危ない所が多い。Ｕ字溝にフタが付いていない。

84 東側方面。道路との歩道が狭い。また段差が多い。

85 道路上の下水道の段差が激しい。凹凸が多い。

86 歩道が未整備で、歩行者、自転車、自動車間の通行が危険。

87 雪解けの後、道路の段差が生じている。

88 歩道がかたむいていて、とっても歩きにくい。

89 街灯が少ない。
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記　述　内　容

90 道路上を車で走行していて、へこみや段差が多いと思う。場所は、色々。

91 よくわかりません。

92
大通りから枝道が凹凸、冬雪どけ水たまり、砂袋を置いたら置きっぱなし、
車が通ると、振動します。

93
例そのまますべて　凹凸や段差がある。道路標識や信号機がない。
交差点の見通しがわるいなど。

94
一般道道と、晩生内線(おさきないせん)8号の交差点にて、
一時停止の車が多く事故が多い。

95
市道は凹凸や段差が多い。
冬道、他の市町は塩カリが美唄より少ない気がする。塩カリより砂。

96
アスファルトが壊れている所があったり、
住宅地でまだ舗装が行き届いてない所が有ります。

97
北7丁目と8丁目の境目の道路。何年間も土のうでごまかしている。
穴だらけで通行しづらい。

98
雪の除排雪が遅れる。雪解け後のゴミ、道路の凹凸、
メロディー街道周辺の道路の凸凹など。

99
コンビニ前の歩道は、自動車が出入りするので、気を付けなければならない。
細い横道から大きな通りに出る所から、自動車が出てくる。ぼーっとしていると危険だ。

100
具体的な場所は市職員が状況を把握すべきである。
そもそも改善しようとする意識などあるのでしょうか？ギモン！！

101
冬は特に交差点の見通しが悪く、毎年危ないと感じる。
市道は凹凸が多く、雨の日は水たまりになり、交通しづらい事もある。

102
アスファルトのひび割れ。舗装した道路が再び崩れている。
元農地を私道にしている所は特に。

103
歩道がたいらでない（斜め）所が多いので杖歩行、
あるいはシルバーカー使用時バランスがとりづらいので難儀しています。

104
上下水道工事、ガス管工事によって舗装道路が傷むのが多い。
工事発注の際、道路補修整備をきちんと指示すべきだ。市道の傷みが最悪だ。

105
雪がとけると、いろんなところが、凹凸になるのはしかたない！
なるべく早めに修理していただけることを願います。

106
「福祉の街」を目指しているようですが、歩道はガタガタだし、
老人にもやさしい歩道とは思えない。駅前からコアビバイや銀行周辺など。

107
街から離れた地区の街灯が暗い所がある。
車を乗られている方は気付かないだろうが街灯が暗いと夜道が殆ど見えない。

108
凹凸段差がある。街灯がくらい。２つある所に１つしかついていない。是非にさびしく感じる。
節電としても町は明るく、節電する物において他のものがあります。

109
冬の事を考えて、信号の無い交差点にはミラーが必要と思う。
工業団地への道はひどい。水はけも悪い。

110
上下水道工事やガス工事でつぎはぎだらけで歩きづらい。
路肩の草が長い為、歩道にかかって狭くなる。
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記　述　内　容

111
歩道の狭い所や、凹凸があり車椅子の通行が非常に危ない。
夏になると木の葉の繁茂で信号が見えなくなる。

112
雪どけ後はとくにあちこちぼこぼこで子供や年寄はつまずきやすいと思います。
とくに大きな通りより1本入った道など。

113
道路や歩道の舗装がひび割れていて、デコボコ道で足を挫いた事がある。すぐに道路を直さな
い。冬場は交差点のまわりが除雪が下手で見通しが悪くて歩きづらい。

114
住宅の周りの道路。アスファルトの凹凸が多い。除排雪がきちんとされていない。住宅の角に押
し付けて積み上げたりするので角の家は困っている。車からの見通しも悪い。

115
春先の雪どけ時期、排水溝のマンホール部分の周りの凍上による段差が
非常に多く見られて危険である。

116
冬、生活道路の交差点角の雪が髙く車がくるのが見えない状態の所が多すぎ。
道路にガス配管等が道路面より高く蓋が浮いている所など、凸凹が多すぎ。

117
道路の亀裂・陥没。何度か担当の係に申し上げましたが、
他にもあるとのことで手が付けられていません。

118
路線橋(おか橋)通勤時に必ず通らなければならず、日々、コンクリートが剥がれ落ちた斜めに下
がっている階段を手すりにつかまりながら使用しています。改善を！！

119
アスファルトの道路が、傷や剥がれで段差があり転倒したことがあった。
修理をしているようではありますが。

120
市内のどこの場所も段差が多く、アスファルトなど壊れている所や無修理の所が多いと思いま
す。交差点などは特に、冬には除雪が行き届かなく信号のない場所は、特に危険です。

121
道道奈井江、砂川間の歩道がないので、大変危険です。交通量も多く、
特に大型の通過はおそろしいです。

122
歩道の舗装の凹凸の段差があり、夜等、危ないと感じる。又、歩道上、縁石の上など草が生えて
いて、町がさびれた様に感じる。町内単位などの除草、除草剤の散布など工夫が必要と感じる。

123
大きい道路、バス通りはきちんと整備されているのに、他は歩道もなければデコボコだろうが
まったくおかまいなし、自転車、ベビーカーでは危なすぎる。住宅街でもまるっきりムシ。

124
どこの交差点とは言いません。冬に交差点の前後10ｍほど雪山をなくして下さい。国・道・美唄
もそうですが、見えないせいでスピードを出している車とぶつかったことがある。

125
・アスファルトが穴が空いたままで、整備されていない。
・白線や横断歩道などが、薄くなったまんま。
・歩道も狭い所もある。

126
道路、歩道共に経年による老朽化が進み、走行、歩行には注意している。特に障害者が運転され
ている軽車両には、気の毒な位に大変と思う。また、標識の老朽化も進み倒れる危険性あり。実
際に連絡したこともあり。

127
舗装道路がよくない。継ぎ接ぎの場所が多いです。町の中の歩道は、
どうしてあのような、足を踏み外すと怪我をするような歩道なのでしょうか？
冬場の除雪をもっとよくして、車や人が見えるようにしてほしい。

128

・家の前の市道の段差がひどいため子供が補助輪付自転車が乗れない
（土のうで対処されても改善されたと思えない。）
・幼稚園周辺の道路がせまい為、車を運転する時にミラーを設置してくれるとありがた
　いと感じる。
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問11　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。

1 バスは利用しない（他４２件）

2 自家用車を使用している（他２０件）

3 今は運転できるから困ってないが今後は不安（他５件）

4 自転車があるので困っていない

5 バスの本数が減り、自家用車かタクシーを利用

6 いつもハイヤーを利用している

7 行きはバス。帰りはハイヤーです。(茶志内・日東地区)

1 路線と便がない

2 午後６、７時以降のバスは全空席だ。路線を見直すべきだ。

3 便が少なすぎて、一本乗り遅れると１時間待つ為あてにしていない。＝無いと一緒

4 自分は車なので困らない。母は病院通いに使用時間が合わずタクシーを使うことがある。

5 使いたい時間に路線がなく、仕方なく自家用車を利用している。

6 私はバスは使わないが、実家が茶志内で便が少ない様です。

7 南美唄の最終便19時台があれば良いです。

1 バス利用の必要がない地域です。（他１件）

2 小型バスの多頻度運行を希望。

3 バスは時間どおり来ない。年中マイカー通勤。

4 バスの時間が分からない。まちがって行き先の違うバスに乗る事もある。

5 シルバーカーが、乗せられるようにしてほしい。

6 時間がかかりすぎてる。車だと１５分も、バスは１時間も乗ってないといけない。

7 子供が中学校に通学してた時、バス停が遠く不便だった。特に冬。

8 バリアフリーバスがない。

9 バス路線はあるが、たまに小さいバスになること。

10 我路のお寺にお墓参りに行けない。

11
西、南の車のないものは、市民バスを利用するも郵便局前まで歩くのに困っている。
(70台女)労災病院へ行く時。

12
東明方面に早朝の市民バス(ワゴン車)が走っているが、人が乗っていない方が多い。
無駄だなぁと思っています。

バスの時間帯・路線

その他

　問１１　その他

記　述　内　容

バスを利用していない、車・自転車・徒歩
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問15-2　あなたの生きがいは、どのようなものですか。

1 子供の成長を見る事

2 孫の世話等（他２件）

3 子育て

4 夫の介護です

1 家庭菜園（他６件）

2 友人との交流（他３件）

3 旅行（他１件）

4 カラオケ

5 ゲーム、アニメ、読書

6 テレビ、映画

7 ガーデニング、散歩

8 家庭菜園と近所とのお茶飲みです。

1 漢字メイト、クイズ等、息子と山菜とり。

2 シルバー人材センターへの参画

3 冬期間に自身の健康のため雪なげ。

4 介護で精いっぱいです。

5 育児でいっぱい。

　問１５-２　その他

記　述　内　容

子供・孫・家族

趣味

その他
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問16　生涯学習として何か活動を行っていますか。

1 読書

2 ピアノを長年習っている。

3 カラオケ（他１件）

4 漢字クロスワード

5 釣り

6 パソコン

7 花畑、野菜に

8 公園を歩いている

9 散歩

10 ウォーキング、毎日

11 大自然を求め国内・海外旅行

12 体調があまり良くないので活動はしていない。

13 今現在はしていない。

14 時間があったらやりたい。

問19　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。

1 自転車で行ける所はできるだけ自動車ではなく自転車にしている。

2 なるべくゴミを出さない。

3 雪の無い時の通勤は自転車を使っている。

4 近くのスーパーに歩いて買い物に行く（車を使わないように）

5 出来るだけ徒歩で用事を心掛けている。

6 きちんとゴミを出します。

7 リサイクルができるものは、リサイクルをしている。

8 紙は再生に出している。

問20　災害に備えてどのような準備をしていますか。

1 意識はしている

2 緊急相談119.生活のためワッペンも貼ってある。

3 家族での話し合い。町内会での訓練。

記　述　内　容

　問１６　その他

記　述　内　容

　問１９　その他

記　述　内　容

問２０　その他
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問25-2　どのような面で、男性または女性の方が優遇されていると感じますか。

1 管理職は男性が多いと思います。（他４件）

2 給料面で男性の方が高い仕事が多い。（他５件）

3 職場において男性が優遇されている。（他３件）

4 給料、職の待遇

5 男性の方が昇任が女性より多い。

6 社会的地位や会社での昇進など

7 市役所においても女性の管理職がいないように女性の登用が少ない。

8 公務員だけが平等だと思う。ほかの企業は何の優遇もない。

9 男性の方が働きやすく賃金も高い。男性の意見の方が重視されやすい。

10 古くからある企業（農協等）は男性優遇である。

11 職場で能力の差はなくても、力の差で男性が優遇される。

12 仕事の面でも男性の方が感じる。女性は不利だと感じる。（育児出産で）

13 男性の方が、正社員になりやすい。

14 仕事に対して（嫌ではない・・・）。他では感じる事はない。

15 同じ仕事をしているのに職員とパートの差がありすぎです。（給料で・・・）

16 子供が生まれて仕事したくても、なかなか働く場所が無い。

17 働く場所がある。妻は　夫の転勤＝退職　が日本の常識

18 市役所で役職になっている女性が何人いるかで、一つの例として明白だと思います。

19 男性は給料。女性は責任ある仕事。

20 社会的地位において男性の方が優遇されているのかな？と何となく感じる。

21 女性は会社の中で出世できないシステム多くの会社がなっている。

22 地方～国の重要ポストには女性の数はとても少ない。

23 男性の方が休みとかとりやすい。

24 会社、組織の中では比較的に男性優位（地位・管理職・役目）

25 職場で産休がとりにくい。とれない。

26 女性は安定した仕事につきにくい。

27 女性が働く場合、正社員で働く環境下にない。又、パートばかりだと思うから。

28 女性は、パートが多い。男性の方が、給与が高い。

29 賃金および雇用の面で

30 お仕事の色々な面とか、賃金が低い。

31 雇用において男性が優遇されている。

　問２５-２　自由記述

記　述　内　容

仕事・社会的地位
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記　述　内　容

32 同じ仕事内容でも、男性の方が金銭面では優遇されていると感じることがある。

33 役所についているのは、男性の方が多い。賃金面でも格差がある。

34 市の職員は、男性が多いと感じる。

35 労働条件

36 公務員は、ほぼ平等だと思うが民間企業では、まだまだだと思う。

37 女性を望む求人の多さに。

38 仕事面。女性の方がゆるいと思う。

39 幹部に雇用されるのは、若いうちから男性が優位。昇給率手当など差がある。評価が低い。

40
ある会社に勤めていたころ、私は女性ですが、2年後に入社してきた男性が、先に主任になりまし
た。その時、会社は、男社会なのだと痛感させられました。

41
女性は結婚している事を理由に何年仕事をしても正職員にはなれない。（はっきり上司に言われ
た）

42
同時入社でも男性の方が基本給が高いのはどうして？女のくせにという言葉がまかり通るのはな
ぜ？

43
仕事などパートでまだ産休が取れないところが多い。女性でも産後また働ける様にもっとなれば
いいと思います。

44
雇用均等法とはなっているが、現実には男性の方が賃金が上で優遇されていると思う。結果的に
年金額が低く、女性の一人暮らしは大変。

45
どこの職場でも女性の役職者はいないです。若い母親は、子供ができたら職場に居づらくなり、
思うように復職できなかったり、平等とは言えない。

46
女性の職場はパートが多く、長時間労働しようにも保育園や、託児所すら少ない現状であり平等
感がない。

47
今現在１才の子供を育てていて、家計が苦しく働こうと思っても子供がいるからと断られてしま
い、仕事がなかなか見つからない所。

48
職場の中等職業条件に差がある。平等といわれているが、その通りになっていない。
上記も、その一つでしょう。

49
当たり前の話ではありますが、女性においては、婚姻によりだんなに対し、出産、育児を経る
為、社会進出、特に安定長期の雇用には恵まれていないのが実情だと思います。優遇というより
は、やむを得ない所と存じます。

50
1、男性が働ける職業の方が多い。
2、男性が長く働ける職業の方が多い。
3、男性は、結婚して子供が出来ても労働に問題がない。

1 すべて女性がする（食事、洗濯、掃除、外回り）。男の人は何にも手伝ってくれない。

2
母子家庭への補助等。具体例はありませんが、５０年生きてきて、女性でよかったと実感してい
ます。

3
子育てのしやすい町にして欲しい。子供が大きくなっても気軽に話したり、相談できる場がな
い。

4
外では平等かも知れませんが、家の中はまだ昔からの流れが強く残っていると思います。男性も
それなりに少しは努力はしているとおもいますが・・・。

家庭・子育て
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記　述　内　容

1 年金等

2 遺族年金の男女の差

3 なんとなく(他２件)

4 主人が病気になると全部しなきゃいけない（役所に関する手続きや力仕事など）

5 主人が暴力団でも妻は生活保護を受けられる。

6 様々な場面で

7 給料がやすい。銀行でお金を借りようと思っても女だとなかなか貸してはくれない。

8 レストラン、バイキング等で女性限定のものが多すぎます。

9 職場や公共の場所において、女性の意見を取り上げる活動がない。

10 男女と言うより、平等なんて無いと思う。

11 すべてにおいて、男女の平等感は感じられません。

12 まだ世の中の風潮がそうだから。

13 体力、金銭面は、男性の方が優遇されていると思う。

14 命令形で物事を指図される。

15 平等とも思わないが、男性とも女性とも優遇されているとも思わない。

16 どちらとも言えない。優遇されている時もあるが、されていないように感じる時もある。

17 若い人なら感じる事であろうが、私の様な者はないと思う。

18 日本人は、男性優位。

19 どちらかといえば、男社会なので、待遇など男性の方がいいような気がする。

20 職場でも、家庭でもあると思う。

21 男性は仕事が一番という考えの人が多く、家庭での手伝いや子育ての参加が少ないため

22 女性よりも男性の方が上位であることが望ましいので、これでいいので、特に有りません。

23
年配の男性のオレサマ主張をよく店や病院で目にする。その主張が受け入れられてるのでそう思
います。

24
町内会等の役員で何かといえば、すぐ男の人が長になるという。女ではダメなのかと言いたい。
もっと積極的に女性がトップに出て、まとめ役をやるべきだ。

25
どちらの権利も充分に浸透していないので、有効活用されていないため、平等感がない。もっと
男女とも認められている権利を活用することが大事。

26
男性社会は、まだまだ根強い。女性は、特有の身体の事(生理・更年期)は男性社会には理解でき
ていないところもあり、育児や家事に対しても平等感は得られない。

27
平等であるかどうかというより、男女差別より、男女区別は必要だと思う。男女それぞれ出来る
事と出来ない事があるからいい。でもそれを差別と感じる人もいるのでどうとらえるか
は・・・。その問題次第だと思う。

28
世の中、男性社会であるように、女性は炊事・育児があり労働時間に制限もある。それは、平等
ではなく可能な時間帯で働いているという意識を男性が持つべきで女性の方の労働時間帯を改め
ることが大切。

29
町内会などでも、男性の居る世帯の方が優遇されている。女性単身だと冷遇されて差別を感じ
る。又、市からも・・・。例えば雪割り等してくれず、周囲は実施するのに、目の前を過ぎてい
くだけ！！

その他
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問29　健康づくりのために取り組んでいることはありますか。

1 毎日歩く（３０分～４０分）

2 運動（ウォーキング、ゴルフ）

3 毎日ペット（犬）との散歩

4 毎日１万歩を目指してのウォーキング

5 身体を動かす。

6 時々のスポーツ

7 旅行・三か月に一回歯科検診を受ける

8 半年に1回歯科検診を受ける。（他１件）

9 年に２回歯科検診を受ける（他１件）

10 年４回歯科検診を受ける。

11 ２年に１度検査してます。（全部異常なしでした。）

12 年一回、人間ドッグを受けている。（他１件）

13 病気しているので通院してる。検査もしてる。

14 健診類は必ず受診している。

15 健康管理は、しっかりと行っている。

16 会社で年に1回検診をしている。

17 年1回、脳の検査をしている。動脈硬化もあわせて。

18 お酒は飲まない。

19 糖質をとらない。

20 自分の判断で行動している。

21 それぞれ取り組んでいるが結果的に不調続き。

22
ストレスをためないように心掛けています。
たまってきたら好きな食べ物をお腹一杯食べてしまう。

　問２９　その他

記　述　内　容
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問30　この１年間に健康診断を受けましたか。

1 学校での健康診断を受けた。（他３件）

2 人間ドック

3 病気してるので

4 病院に入院、退院中

5 子宮頸癌検診

6 病院に定期的に通っている。

7 病院は、2か月に一度行っている。

8 健康診断の他、人間ドッグを受けている。

9 妊娠していたので、健康面について病院にかかっていた。

問30-2　この1年間に健康診断を受けていないのは、なぜですか。

1 病院に行くのがめんどくさい

2 受けようと思っているが、つい面倒になってしまう。

3 私自身は健康診断を受けることにあまり意義を感じていない。

4 仕事を休ませてくれるところではないため

5 一度受診したいと思うがどうしたらいいかわからない。

6 費用が高い。

7 病院で治療中

8 今年こそは受けようと思っています。

9 通院中

10 具合悪くても子を育てる為、仕事を休むわけにはいかない。

11 主人が季節職員なので私は夏に会社の保険、冬は国保で受け方がよく理解できない。

12 会社から出ていないから。

13 行かなくてはという思いはあるが、一歩が出ない。

14 費用が高い。

15 気休めにサプリメントetcで様子見の現況

16 無職。金欠。

17 まだ気にしていない。

18 健康診断の時間がわからない。

19 億劫

20 本来は、会社でやるべきことだが、経営状態が悪く社員のためにお金は使えないとのこと。

　問３０　その他

記　述　内　容

　問３０-２　その他

記　述　内　容
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問31　今後、まちづくりを進めていく上で、どのような分野に力を入れたらいいと
　　　思いますか。(例：農業の振興、子育て支援、高齢者福祉など)

1 農業の振興（他２２件）

2 農業の活性化（他２件）

3 美唄の発展は農業であったはず。

4 美唄産農作物を利用した名産品作り

5 農業の跡継ぎの問題。若い人がいない。

6 ＴＰＰのこともあり、農業に対して振興をしてもらいたい。

7 日本の食糧基地を目指す。

8
美唄は農家が多いので、何が良いのか？と、
皆で考えてみる機会があると良いと思います。

1 産業の振興(他５件)

2 商工業の振興（他２件）

3 企業の誘致（他６件）

4 特産物の開発（他２件）

5 家の近くにスーパーが有れば良い

6 大きいスーパーを建ててほしい

7 町中の空洞化をなくし、高工業化を進めること。

8 商店街の充実

9 商店街を良くして欲しいです。活気づけて欲しい。

10 商業施設を作る。

11 商店が少ない。不便。

12 商業（娯楽）施設を誘致する。

13 商業など、大型店舗などがあれば良いかなと。

14 レンタルビデオ屋誘致

15 施設の充実など（本屋やレンタルビデオ店等）

16 大型ショッピングモールの誘致による雇用と消費の拡大

17 藤観光のとなりにある「ピパの店？」の充実、発信

18 買い物など生活の利便性向上

19 商店街の活性化を図り、空き地の有効活用を推進

20 人口流出をふせぎ、若者が町に残るためには商工業の振興が大切に思います。

21 美唄駅近くに、美唄市の特産品や交流の場があれば、市外の人の足が集まると思う。

　問３１　（自由記述）

記　述　内　容

農業振興

商工業振興
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記　述　内　容

22
市の中心部があまり栄えてないので、殺風景でさみしい。
古い建物を壊して、何かに利用できないのか？

23
高齢者が多くなって来ているので、これからは企業を美唄に持って来れば人口も増えるし、若い
人達も多くなるから大企業を持ってきてほしいです。

24
企業の誘致（国道１２号線を素通りじゃなく、立ち寄れる場所を作る。国道１２号線を桜でいっ
ぱいにする。スーパー銭湯を作る。）等

25
市でありながら、労金なし。TUTAYA、ゲオ、ホーマック、回転寿司、ケンタッキー、マクドナル
ド、モスバーガー、ミスタードーナッツ、すきや等がない。

26
家族志向。街全体に施設(家族が楽しめる所)が全くない。市外の道道付近が他の市に比べて暗く
活気がない。駅周辺を何とかしてほしい。

27
市街地の歯の抜けたような空地・空洞化。街の活気もなく、限界集落のようになった。そこで道
路の整備をする。（ただ広い道路ではなく）少し狭い道で、買い物ができる商店街整備など、市
街地の集約化をすすめる。

28

昨年のヤマダ電機は、規模も中途半端で何がしたいのか、よくわからなかった。求めるものが得
られないので、結局は岩見沢へ行く事になってしまった。美唄市は、高齢の方が多い。若い世代
にも魅力を感じられるまちづくりが必要。
例)大型スーパー、コーヒーショップ、レンタルビデオ・・・。
せっかく12号線沿いは多くの人が利用するので、活気の出るまちづくりが求められる。

1
財政的なものを何とかしてはどうか。このご時世、お金が無ければ、何も進まないと思う。美唄
にはもう活気が無い。

1 観光の振興

2 観光アピール

3 人が集まる様なイベント

4 東明公園の様な名所を作り、郊外からの観光客集め→活気づくり

5 食の駅のような地方から多くの人が来るような所が必要だと思う。

6 美唄の自然環境を生かした観光事業の振興とそのアピール

7 10万人もの都市だった美唄市の観光施設をもっと宣伝・広報できたらいい。

8
美しい唄の町として、焼き鳥も良いが、
コンサートや音楽活動に尽力すれば良いのではないか？

9
人が集まる、集まりが楽しい夜市のような街をつくる（台湾）。
治安が悪くなるかもしれないが街に活気がでる。

1 定住対策

2 福祉　子育て支援も大切だけど若者が残れる町づくり

3 移住、住み続けようと思えるまちの魅力。

4 若い人が地元にいつく様に子育て支援や企業誘致に力を入れてほしい。

5 転出を防ぐ。転入を増やす。

6 若い人が市内に残ってもらう為、企業誘致が一番

行財政運営

観光・交流

移住・定住の推進（人口対策）
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記　述　内　容

7 他のまちから移住してくるような良いまちづくり。

8 若者が定着する街づくり

9
まず人口を増やす努力を・・・
他の市町村で色々な取り組みをしているが、美唄市は？

10
分野とは違いますけれども、若者が住んでくれるような街になってくれたら活気もつくでしょう
ね。

11
外からの人口流入（観光等も可）を積極的に図り、人口流失、減少をとどめるべき。
住宅施策を実施し、他市町村への転出を防ぐ。

12
子供達が暮らしやすい環境を整備していけば、
まちづくりの基礎である人口増加につながると思う。

13
人口が減っていくのはさびしいことです。雇用につながる企業誘致や美唄に住めば格安で家庭菜
園用の土地が借りられ老後が楽しめるなどはどうでしょう。

14
人口減・流出を食い止める施策
（労働対策、住居・宅地への助成、商業振興による商業施設の充実など）

1 道路・歩道の整備(他２件)

2 交通の利便性

3 ジャリ道の舗装化

4 高齢者の健康の為ため、すくなくても歩き場に道路整備に気配りしてほしい。

5
先ず道路をきれいに舗装する。
マンホールの所がほとんどへこんでいるので車の乗り心地が悪い。

6
まちなかの駐車場整備
（公共機関のJR、バスの本数が少ないのに車通勤時の駐車場がない）

7
公共交通を充実させてほしい。
市内ではなく他市への便が良くなれば美唄に来る人も増えると思う。

1 子育て支援（他74件）

2 共働きが出来るよう子育て支援の充実。

3 市内で安心して出産できないのはどうしてだろう。他市へ通院は不安では？

4 子育て支援。若い女性が働ける場所、出産、子育て出来る環境を整える。

5 子育て支援、保育園から出された。（嫁の子供）

6 小さい子供が遊べる公園が欲しい。保育園の待機児童など。

7 女性が働き続けるため、保育所など数を増やしてもらえばいいかと思います

8 子育て支援。オムツとかミルクを配布してくれたり。

9 子供を育てられる環境（働く場所、保育所）が人口増につながる！！

10 子育て支援。例えば市立幼稚園の通園バス等。（冬期の移動負担の軽減）

11 子育て支援を充実し、人口増を図る必要がある。

12 子育てをもっとしやすくして欲しい。保育園もなかなか入れなかったので・・・

公共交通

子育て支援
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記　述　内　容

13 働くお母さん達への支援のあり方。

14 人口減少のため、子育て支援に

15 子供が生める手厚い対策

16 子供が産みやすい環境、支援(子育て支援)

17 子育て支援。子供が減ることは、まちにとっては良くない。

18 働きたくても子供の預かり場がなく働けない女性への応援。

19 子育て支援。特に18歳までにしてほしい。1番お金がかかる時期。

20 子育ての補助を増やす。

21 保育所等の増築

22 一人親家庭にもう少し力を入れて欲しい。18歳まで。

23 美唄市の将来を担う子供やその子育て世代、また教育環境などに力を入れるべきである。

24
子育てのしやすい町にしてほしい。子供が大きくなっても気軽に話したり、
相談できる場がない。

25
子育てしやすい施設を増やす。
子育て経験者がヘルパーとして子育て応援をするシステム。

26
少子化対策は大きな課題です。安心して産み育てられるよう子供手当、
医療費の無料化、就学援助などもっともっと充実すべきです。

27
子育て支援に対して、力を入れてほしい。遊ぶ場所、集う場所が少ない。
同年齢の子が関わる機会が少ない。

28
少子化のこともあり、美唄で出産や育児者が増えるように、三笠のように、
オムツ代を出すなど子育て支援がさらに進むと嬉しい。

29
もう少し、子育ての手助けが沢山あると助かる。子どもが急な怪我や、
病気で早退や休んでも融通が利く仕事場が増えてほしい。

30
子育て支援ですかね。幼稚園や保育園などがすぐ定員でいっぱいになって待っている子とかもい
るので、スムーズに入園できるようにしてほしいです。

31
病院、子供がかかれるのを増やすべき！！すくなすぎ！！ワクチン時間を決められているので、
仕事している親には不便。特に母子にはきびしい！！少子化というわりに子供を大事にしてな
い。

1 教育環境の整備。学校の統廃合。

2 食育のすすめ（食の大切さ）

3 教育支援（他２件）

4 学校が必要。

5 教育(学校とのかかわり)

6
地域住民が自然体で子育て参加、この国の力となる子供を守り育てる。
食育に配慮、実施する。

学校教育
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記　述　内　容

7
子供の数が年々少なくなっているので都会と教育における差が出ないかと心配なので考えてほし
い。

8
ボランティアの人達で俗にいう「落ちこぼれの子供」の救済や、
年齢に関係なく学習したい人への場と先生の提供。

1 スポーツの充実

2
芸術、文化施設などの充実。市民会館、図書館の建替。
特に図書館サービスの充実（宅配やネット予約ができるよう）

3
高齢者の福祉も必要であるが、高齢者のパワーを引き出せる場所を作り、
そこで生きがいを見い出せることが出来れば良いと思う。

1 美観を意識してはどうか。空き家や、空きビルが多くあり、美観をそこねている。

2 たのしい公園が必要

3 公共施設の多様化

4 南美唄の下水道整備の繰り上げ

5 バスターミナルがほしい。プレハブなので虫が入って来る。

6 若い世代が、住みたくなる環境づくり。

7 公園・街路樹・空き地の緑化等、美しい緑の町。

1 病院の充実（他５件）

2 医療の充実（他８件）

3 地域医療の充実（他１件）

4 地域医療。特に救急医療体制。

5 医療環境が不十分

6 医療機関の完備

7 医療の確保

8 病院（市立）の各科の強化。医師の確保、充実

9 高齢者対応の病院機能の充実

10 子供の健康

11 緊急医療にたずさわれる美唄市内の病院

12 夜間などを含めた医療体制の充実に力を入れていただきたい。

13 医療施設が偏りすぎ。（歯科は多いが皮膚科はない、など）

14 土・日や１９：００くらいまで子供が受診できる医療

15 病院の診療科(医師)を元に戻すこと。

16 美唄市内で総合病院（入院可）があればいいが通院の場合大変で困っている。

17 近隣の市の病院へ行きやすい送迎バスなどを充実させる。

地域医療

都市基盤整備

芸術・文化・生涯学習
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記　述　内　容

18 病院の整備、美唄市において病気になれないと思う。出産にしても美唄市は最低です。

19 高齢者が多いので病院は美唄で受けられるようすぐ他に送られる。その後の通院が大変。

20
総合病院の各科の増える事を希望。皮膚科、脳外科、心療内科、耳鼻科、婦人科をもっと増やし
てほしい。

21
市立病院の医者の質が悪いので改善して欲しい。救急車は市立病院に立ち寄らず、
患者が指定する時は（かかり付けの病院など）直行してほしい。

22
医療の方に力を入れて頂きたい。総合病院の充実をして頂きたいと思います。
砂川・岩見沢に行かなくても良いようにして下さい。

23

医療の面で、高齢者になると夜間突発的な病気が心配！市立病院に搬送されても収容してもらえ
ず、砂川、岩見沢の病院に行く事となり、自分の担当医にも診られず、2度も3度もの時間が必要
となり死にいたると思う。高齢者福祉に力を入れても無駄だと思います。命を救うことが大切と
思います。

1 福祉の充実（他２件）

2 障害者について

3 障害者が多く見受けられるのでバリアフリーの強化。

4
障がい児福祉。市内に施設はあるが在宅福祉が不足している。地域や在宅で介護する方向にある
のに、遅れている。（障害児者ホームヘルパー等）

5
・障がい者の人達の働く場所を増やして欲しい。
・高齢者福祉の他に、若い世代への福祉に力を入れてほしい。

1 高齢者福祉（他６４件）

2 高齢化に伴って認知症の問題が出て来ている。認知症予防のための取組が必要だ。

3 安く入れる高齢者福祉施設を作ってほしい。

4 高齢者であり高齢者福祉施設が多くあれば入所したい。

5 高齢者用住宅を安く入れるようにしてほしい。

6 高齢者が１人でも生活ができるように市営住宅に入居できるようになるといい。

7 高齢者福祉施設　介護者が長く待たなくても良い様に数を増やして欲しい。

8 高齢者の福祉施設を増やして欲しい。

9 高齢者が安心して生活できる、暮らしやすい町作りが必要だと思います。

10 高齢者福祉など、もっと年寄りで知識の持っている者を採用するべきである。

11 年金生活者が活動しやすい場所(料金など)を考慮してほしい。

12 高齢者福祉　市内の少個所にベンチをおいてほしい。商店前。

13 介護を必要とする公共の低所得者向けの入所施設を作って欲しいです。

14 特別養護老人ホームの新設

15 高齢者福祉施設の増設

福祉のまちづくり

高齢者福祉
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記　述　内　容

16 高齢者介護施設の充実。

17 高齢者へのサービス付き住宅の充実を図られたい。

18 高齢者が安心して暮らせるまちづくり。（特別老人ホームの充実など）

19 高齢者が病院へ行く時の割引タクシーがあると良いですね。

20 介護付き施設の増設をして欲しい。

21 福祉の街と云われていますが、高齢者福祉をもう少し力を入れてはどうか？

22 年々高齢者が多くなり、高齢者福祉に力をと思います。

23 今まで健康でしたが、年を取ると病名が増えて、この先、高齢福祉も考えるようになった。

24
高齢者福祉について・・・例　終末頃に美唄で余生を楽しく暮らせたらなぁと思えるそんな街作
りを期待してます。

25
福祉の町のフレコミは良いが、本当に福祉の町なのだろうか。早い段階で近隣市と合併すべきで
ある。

26
農業関係者は、農業の振興で。子育て中の人は、子育て支援というでしょう。私は高齢者なので
高齢者福祉です。

27
高齢者福祉。夫婦で入居できるケア付きの高齢者向けマンションを建てて欲しい。（札幌や旭川
に行かなくてもいいように。）

28
市が今春に開設したピント・シャン（ぴんとしゃん教室）に参加したが指導者が皆、親切で大変
楽しく有意義であった。

29
美唄市は、高齢の方が多いのでそういった方々がいきいきと暮らせるよう高齢者福祉に力を入れ
てみてはと思います。

30
高齢者福祉　毎年雪の量が多くなっています。一人ぐらしの６５才以上の老人には雪かきが大変
です。雪かきの手伝い。

31
認知症の方が増えている気がします。高齢者の方にもっと（週１～２回）運動させたり唄をうた
う無料の場を作って、刺激的な生活を・・・させて・・

32
高齢者福祉を考えてほしい。一人暮らしで年金だけで苦しい生活。生活保護の人のタクシーでの
買い物は不公平だと思う。

33
高齢者福祉除雪はあるのですか、除雪は体の悪い人には厳しいですね。体が悪くても除雪をして
いる。体にむち打っている。こわくて、疲れても、毎日除雪してもおいつかない。「市で除雪し
てくれない」。

1 雇用の確保（他４件）

2 若者の雇用の拡大（他１０件）

3 若者が働ける企業を増やす。

4 若者の流出を避ける為、働き口の確保など

5 若い人の職場を確保しないと人口の流出は止められないと思います。

6 若者の働き場所を作り子供達が地元で働いて生活できるように（人口の維持）

7 若者が地元に根付くために、企業を誘致し働く場所づくり。

雇用対策
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記　述　内　容

8 地元に若い人が根づくような（働く場所）町でありたい。

9 働く所がない（人口増になる）

10 働ける場所が少ない。(工場とか)

11 就業支援

12 色々な仕事をふやす。

13 高齢者が働ける環境づくり

14 居住環境の整備と就労先の確保

15 若者の働きやすい企業の誘致、住宅整備

16 農業など産業をさかんにして、働ける場所が増えるようにしてほしい。

17 もっと働ける職場が有れば、人も集まり、まちも活気が出ると思う。

18
若い人が市から出ていくのは、仕事がないから。若い人が市に残れるような仕事ができる環境を
増やしてほしい。

19
高齢者(60代)でも、働けるような環境を作ってほしい。
年金受給が70歳になるという話もあるようなので。

20
若年の地元離れは、美唄市だけではないのですが、私自身、本籍を美唄に置き、居住していても
勤務先は市外の会社です。近隣の市町村ともども、雇用の場をもっと広げるべきと強く感じてお
ります。

1 国道12号線（大通り）の活性化

2 人口を増やす町作りをする。

3 先ず人口が少ないので何をするにも大変と思ふ。

4 町おこし

5 明るく市民が盛り上がるイベント

6 イベントの振興

7 若者が集まるイベント

8 みんなが明るく楽しくできる行事があるといい。

9 若者が地域社会に参加できるような企画。

10
この頃、廃校が目に付きます。
その様な建物を何か市民の活動の場にできないのでしょうか?

11
美唄市民以外のまちからの人々が多く集まるイベントや、
1年中利用出来る場所が必要。

12
基幹産業の農業の活性化が第一であるが、人口増加の為のイベント（婚活運動）がこれから重要
に思います。

13

農村に花嫁をというけれど、今や農村だけでなく、今どきの男性は女性との出会いの場が以前と
比べて少なく、不得手な方が多く、市か農協が音頭をとって出会いの場(見合い)を作ってあげな
いと健康できない人もいると思うのです。美唄も昔は結婚相談員というおじさん・おばさんが居
て、上手くいっていたので、是非、市(農協)が、音頭をとって、そういう場を作って欲しい。そ
の事が、人口増にもなるから。

地域活性化・協働のまちづくり
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記　述　内　容

1 町内会による支え合いの仕組み作り。

2 個別家庭の把握。高齢者等、特に一人暮らしの方、若い方でも必要。

1 雪がとても不安です。

2 冬期間の道路の排雪の平等化

3 除雪

4 季節労務者への、冬対策（金銭面等）

5 ふぶく夜、除雪車の音が聞こえるとほっとして眠れます。これからもよろしくお願いします。

1 特に期待していない。何もない町なので。

2 生活保護に力を入れた方がいいと思います。

3 少子高齢化へのバランスある対応

4 よくわかりませんが、優先順位があると思います。

5 過疎地域対策。

6 少子化対策。人口増加政策。

7 石炭の利用拡大。廃校舎の再利用。

8 どの分野に力を入れるというより、各分野の連携、調整が必要かと思う。

9 情報発信(ツイッター、ホームページなどで、もっと分かりやすいものを)

10 特に思い当たらない。

11 貧困対策

12 空き家対策、有効利用できないか。

13 ふるさと納税

14 美唄は、農家が多いので何が良いのか？と、皆で考えてみる機会があると良いと思います。

15 災害に備えて、避難場所の建物の老朽化等。数も少なく、食物の備えはどうなっているのか。

16
スクールバスの車検をきちんとしてほしい。介護保険をはらっていても一度も使わない人に何か
メリットがあると良い。

17 素晴らしい自然環境があるので、世界中の科学者が集まって、様々な研究の出来る場所の提供。

18
働ける人はできるだけ仕事に付いて農業土木の仕事の手伝いをして、それなりのお金（チップ）
をもらい。体のため家族のための資金にする。

19 一貫性を持った町作りが必要。以前は福祉の町等あったが今は何を目指しているか解らない。

20
子供を多くしていく（1世帯3人以上）政策、高齢者に対する政策を共に進めるべきと思ってい
る。消費税を上げ年金を下げるのはおかしい。

冬対策（除雪等）

その他

コミュニティ
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問32　市民の皆様が、よりよいまちづくりに参加しやすいようにするためには、
　　　今後どのようにすることが重要だとお考えですか。

1 市のホームページの中で「まちづくり」を始めとする意見交流の場である掲示板を作る。

2 アンテナショップの改善

3 町内単位の説明会を開く

4 まちづくりにイベント関係なし

5 専門科のアドバイスが必要なのではないか？

6 ４について、小さい事を多くするのではなく、大きな事をする（一大イベント）

7 意見をいえる人と言えない人がいると思うので、そのへんを考えてほしい。

8
低所得者が参加できる活動がない。
何も出来ないくせに口出しするなと言われている様。

9
市長、議員との場を多くする。選挙の時ではなく、当選後に場を作り話していく。
そう言うことは出来ないものでしょうか？市長との場はあるようですが・・・。

10
年に一度のまちづくりアイデア大会を実施する。美唄以外の人や美唄の人でも良し。
良いアイデアは、表彰する。

11
まちづくりの目的（目標）を明確にする必要がある（何の分野でも良い）。
高齢者福祉であれば高齢者住宅・ホーム・施設を充実することにより、
仕事も生まれ、附帯事業も発生しまちが活性化する。

12

市会議員の活動が見受けられない。考え方が一市民とかけ離れている。
美唄市の今後、5年、10年、15年～の姿を推測すれば誰でも「このままではダメ」だと思うはず。
一切の境をなくし、皆でどうしたらいいか、自分の利害をなくして良くするにはどうすることが
良いのかを考える機会がもっとあっても良いと思う。

　問３２　その他

記　述　内　容
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問34　市のホームページや広報誌で、あなたが知りたい情報はなんですか。

1 市営住宅入居に関して

2 貸し家などの情報がしりたい。

3 特にない（他2件）

4 求人など仕事に関する情報（他１件）

5 今後の展望、市長の考え。

6 住宅、子供について

7 高齢者対策

8 整備に係る状況（いつ、どこの、何を、いつまでに整備する）

9 ○が１つだけはおかしい

10 活躍する人のクローズアップ記事

11 生活に必要な内容

12 1,2,3すべてです。

13 医療や保健衛生情報

14 市の財政状況。メロディーを見ても具体的な問題点がわからない。

15 今まで載せていたことも続けて下さい。

16 いつも情報が遅いので、常に最新のものにしてほしい。

17 市は、今、何を、何のために、取り組んでいるのかが分かるような広報誌となって欲しい。

　問３４　その他

記　述　内　容
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問35-2　美唄市が子育てしやすいまちだと思わない理由は何ですか。

1 助成、補助が少ない

2 すべてにおいて、育てづらい。

3 保育所がすぐ入れない。出産できる病院がないから友人等も市外に引っ越していく。

4 進学する際の岩見沢市との差が大きい。

5 医療費の高さ！他の地域との格差。

6 子どもが少なすぎて、学校がなくなるかが不安。

7
一才半検診のあと三才検診まで、検診がないのが不満です。
言葉の発達の心配とかもあるし、２才もぜひしてほしいです。
（以前住んでいた地方ではありました。道外ですが）

子育てで困った時に、気軽に相談できる相手は誰ですか。

1 児童相談所

2 職場の人

問36-2　相談する内容はどのようなことですか。

1 子どもの持病やメンタル面について

2 健康・病気の事

記　述　内　容

　問３５－２　その他

記　述　内　容

問３６　その他

記　述　内　容

　問３６-２　その他
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まちづくり市民アンケート　ご意見
美唄市が自立していく上でのアイデアやまちづくり全般に関する

ご意見がございましたら、ご記入ください。

記載内容

1
・マテリアの空き地の草の件。富士冷凍跡地の整理。
・歩行（自転車）の邪魔になる街路樹の枝の整備。

2
きれいな街づくり（河川）にもっと力を入れてほしい。
川の水が透き通ったきれいな魚が住める様な河川にしてほしい。

3
・美唄市職員の人員、市議、給料の削減。
・病院の充実化。施設の充実化。

4

・美唄にあるレジャー施設へ行くのに看板がない。もっとわかりやすい案内をすべき。
・地方から美唄に行く交通手段が少ない。バスやJRの本数を増やして欲しい。
・美唄でももっといろんな商品が買える店があると良い。
・東明公園内に防犯カメラがあると良い。レジャー施設の美化の為、施設利用者に注意するので
はなく、管理する人がきれいにするべき。
・アルテピアッツァは管理がきびしい。誰でも（ペットでも）自由に入れるようにしてほしい。

5
昔と違って冬になると毎日の様に除雪をしてくれるので大変有がたいのですが、その後始末が大
変です。家が並んでおり、雪捨て場所がないため、雪置き場所の確保をしてほしいです。

6

①住民自治についてもう少し踏み込んで市の課題や今後の市民動静を伝えていく
②議会においても町内会的発想はやめて全市的に課題に取り組む
③財政についてもメリハリをつけ
　（１）生ゴミの肥料化など、無駄なことをやめる。
　（２）市立病院のあり方を見直す。無理な建替はやめ、民間や他市町村と連携する。
　（３）市民自身が住みたいと思える街とはどういう町なのか議論し、プライオリティ
　　　　をつけて施策へ反映する。

（１）障害者、高齢者を生活させる施設を建設し、他市町村からも受け入れる。
（２）美唄－富良野線をもっと活用し炭鉱遺産を体験しながら移動人口の滞在時間を
　　　増加させる。
（３）豪雪地帯を利用し、冬期アジア人観光客を体験型（馬ぞり、スノーモービル、
　　　スノーハイキング、雪合戦）等、農道空港を利用させ、昼間や食事等を利用させ
　　　ることを工夫する等、みんなで議論しアイデアをつのればよいと思います。

7 夜間、救急時に対応出来るよう、市立病院の設備を充実してほしい。

8

　オタク視点で申し訳ないのですが、街の活性化や復興をお考えでしたら、洞爺湖や夕張、苫小
牧みたく（コスプレ歓迎的な）美唄市でイベントをしてみてはいかがでしょうか？美唄市には良
いロケーションが沢山あります。冬に開催しても交通の便が悪く、寒い中ではイベント参加希望
者も少ないです。来年の桜まつりに大々的に開催して頂きたいです。

9

　安心して暮らせる町になるためには、医療機関の充実が必須だ。医師不足は大きな問題だが、
数少ない医師を確保するだけではなく、その質が大事だ。技術の高い医師や看護師などの医療従
事者を採用してほしい。それが出来れば、私立病院も活性化し、市民も安心できる。近隣の町と
の医療ネットワークを作り、スムーズな連携体制を取って欲しい。

10

生活保護世帯の状況を的確に把握し、不正受給や貧困家庭がない美唄市にしましょう。
子供が安心して遊べる場が少なくなっている気がする。イベントなどを企画して、呼びかける。
美唄市として、市民の健康増進について、医療について考えて！！総合病院じゃなくてもいいか
ら信頼出来る医療機関を作ってほしい。
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11

１）道路の状態などは担当の部署の責任者が春、冬の始まりに徒歩クラスの巡回を行う
　　気持ちが必要では。
２）市立病院に関しては、医師の確保が困難な状況は理解できる。
　（１）身の丈にあったクラスの位置でよいのでないか。
　　　　透析部門で地域のトップになってはいかがか。
　（２）個人医師は入院設備をもたないのを利用してはどうか。貸しベッドはできない
　　　　のか。
３）農業の後継者不足から、遊休地を市の指導（農協）で一般市民に貸し与える方策は
　　どうか
４）高齢者の病院通いは大変であるため、安心して入院できる設備を願います。
５）東明公園を一大花見の場所にしましょう。
　（１）桜。すでにあるものを手入れする。
　（２）つつじの里。あるものは大切にして。
　（３）芝桜を植え付ける
　　日本一の花の里としてください。（各市民団体に協力を得る。基本はしっかりと。
　　各団体が競える制度用いては）

12
　残念ながら美唄市の自立は不可能と思われる。早い段階で他の市町村との合併をすべきであ
り、自立の道は早期に断念すべきである。債務過多となる前に市長として判断すべき最重要課題
と思われる。

13 除雪の充実。市の職員のサービス向上。

14 特産物をアピール。福祉に特化。

15
美唄市（美しい唄の町）という名前を生かして、内外にアピールしたら良いと思います。例え
ば、おがんだら歌がうまくなる神社を作ったり、橋に音符のマークを着けたり、美唄という名前
を最大限生かして、外から人を呼ぶ様にしたら良いと思います。

16
美唄は子供が遊ぶ場所が少ないです。和田公園にブランコがあったけど昨年からなくなっている
ので、つけてほしいです。

17 市の職員の給与の一万～二万でも美唄市内で使用できる商品券として支給してはどうか。

18 市民税を安くしてほしい。

19 結婚式をすることのできる場所や出産できる環境の整備をしてほしい。

20

　近隣の市町村でも、美唄市の観光資源、特に宮島沼、アルテピアッツァ、東明公園等において
は、認識が薄い様におもえます。衛生上の問題もありましょうが、市が何かしらのPRをして、飲
食店の常駐等を考えれば、市外からの観光客が増えるのではないかと思います。又、高齢者、障
害者等、いわゆる社会弱者が多勢おります。細かなインフラの整備も、民間スーパーと供にさ
ぐって行くべきと考えます。

21

　空き家や倒産した会社の跡が、荒廃したというか、お化け屋敷の様なところもあります。夜、
暗い時には歩けないという所もあります。
せっかく、アルテピアッツァとか、宮島沼とか、自然豊かな所があるので、市全体が美しくあれ
ばと思います。

22

　現在美唄には個人病院も増え、市立、労災病院もありますが、いざ大病となると、岩見沢か砂
川へ行かなければなりません。早く市立病院にも大手術出来る先生がおいでになる様に頑張って
下さい。
　また、若い女性には住みにくい町です。お産の事を考えると（特に２人目、３人目）、主人が
留守の時に急に破水したらどうしようかと不安です。一日も早く安心して入院出来る（地元であ
る）様にしてあげて下さい。

23
身の丈（財源）に合った政策を行うべきだと思います。そのためにはある程度の市民負担はやむ
を得ないと思いますが。その前に公平・公正な市政の執行について再点検・再確認する必要があ
ると思います。（一部の人しか受益しない施策も少なくないと感じています。）
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24 入所しやすい介護福祉施設の整備。

25

　市の中心部が殺風景でさみしいです。市の外れた所が色々出来て人の集まりが多いのに、中心
部はとても夜になると暗くてこわいです。中心部を何とか元気になるような事は出来ないのか？
　若者が集まる街づくりにする。これからは若者が美唄を元気にしてくれないとだめです。美唄
のアイドルを作るとか、美唄のゆるキャラを作ってアピールするとか（一年間広報の宣伝、ア
ピール活動、市長と同行）、ライブを開くとか（若者が中心になって）、小学生、中学生、高校
生のダンス大会など。
　尚栄高校の近くは車が多く、ミラーも何もないので、事故に気を付ける様に心がけてほしい。
自転車のとびだしも多い。（学生のとびだしであぶない）
　あと美唄―芦別の道路を良くしてほしい。美唄―岩見沢のバスの時間を増やして欲しい。
　インターネットの時代なので、いつでも２４時間ネットがみれるお店をつくって若者から大人
まで集まれる様な所が有れば良いと思います。見たい時に時間単位で利用できる様な店が良いで
す。（例えば千円で何時～何時まで利用できるなど）
　小学生～中学生、高校生で市内のゴミ拾いのボランティア活動するとか。
　捨ててある利用されない自転車をレンタルで再利用する。（２００円～３００円の料金を取る
など）
あまり遊ぶ所がない為、遊ぶ所を増やして欲しい。
１２号線の道路をもっと美唄をアピール。市外の人々を呼び込む為に、美唄の屋台村をアピー
ル。無料情報誌を作ってクーポンで何％OFFになるクーポンで利用しやすいようにする。町の商店
街や屋台村などもっと人を呼び集まるようにする。
　地方ならではの農業育成にとりくむ活動（農業だけではない、その他可）。農業をこよなく愛
する人を対象に本州、市外から受け入れて、いずれは美唄住民にする活動。
ホームページを利用して宣伝（婚活パーティで交流を広める募集もあり）
　空き店舗は外から来たお客さんの印象を悪くするため、何らかの形で再利用して欲しい。
　節約、節電された方には美唄の特産品をプレゼントとか（プレミアム商品券をもっと利用して
美唄を盛り上げる。）ふるさと納税をアピール。
　ケイタイのモバイルで美唄の情報を見られるようにする。（市、行政、イベント、市長との
メールでの相談など）
　雪でお米を保存しているので、いずれは雪で、エコになる資源の取組活動を美唄で世界につな
がる様な人材研究してほしい。（市民も協力出来るような）

26
　道路の両端に植えてある木の下が草だらけで、市民の方々が一時間ぐらいでも手伝ってくれた
らきれいな道路になり、ゴミを捨てたりしないと思います。皆できれいな町を作り、美しい美唄
になったらうれしいです。

27
・駅の中にお店を出してほしい。国道にお店が少ない。駅前は特に
・美唄市に病院（皮膚科）がない。労災にはあるが診察時間が短時間であるため、いつでも利用
できる様にしてほしい。（曜日も決まっている。毎日ではない）

28
イベントやお祭りなど、もっと増やして欲しいです。
ふるさと納税の特典を付ける様にして、全道、全国の人々に美唄市を知ってもらう。

29
美唄市では、ここ数年前から妊婦さんの姿が減っている様に見える。逆に考えると若い人達がど
んどん美唄から離れているとも思う。人口減少対策を行ってほしい。

30
出産が出来るように、医療の充実をしてほしい。医療以外にも育児、福祉なども。
子供が高校生になった時に美唄では選択肢が少なく市外に行ってしまう。また美唄で就職する場
所がない。若者が住みよいまちにしてほしい。

31

・「美唄市に住みたい」と思うまちづくりをして欲しい。
・病院・大学・福祉施設を充実させて欲しい。
・病院は周辺地域からも患者が集中するように施設・医者の質を高めて欲しい。
・大学は若者が美唄のまちに住んで良さを知って欲しい。
・札幌まで２０～４０分の地の利を生かした政策が欲しい。
・救急車について
　患者がかかり付けの病院がある場合、希望する時はその病院へ救急搬送して欲しい。
　美唄市立病院では対応できない病状であっても、形式的に救急車が美唄市立病院に
　寄ってから、砂川や岩見沢の病院へ向かうのは命のかかわることなので止めて欲し
　い。
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32

１　長期滞在型農業体験
　　（例えば、古民家等を活用して、春～秋にかけて滞在して農業をする→農家、農協
　　等による農業指導等あればベター）
２　養護施設というか一人になった老人が安心して入居できる施設を増やし、できれば
　　ある地域に集中し、その周りに公園、コンビニ、バス停、薬局、家庭菜園等ができ
　　る施設を配置する等して、さながら「老人福祉村」のような環境ができたらいい
　　なぁと思いいます。
３　ゆ～りん館を中心としたハイキングロード（遊歩道）を作る。
　　例えば、ゆ～りん館→陸上競技場、テニスコート等→東明公園→ふるさとの見える
　　丘公園まで。※今後、この地域にスポーツ関連施設を集中配置するのが望ましい。
４　将来、増加するであろう買物難民？、通院難民？のため、今のバスの運行が適切な
　　のか。ワゴン車のようなものを運行させ、ニーズに合ったやり方もあるのではない
　　かと思います。

33

　福祉の町と言われているが、働いている者にとっては日曜日しか休みがないため、スポーツを
する為の施設が空いていません。大会や、イベントが入っており、働いている人は使用出来ない
状態です。又、体験教室やイベントなどもほとんどが昼間で参加できません。休みが無い為、日
曜日に用事をすます事も多く、自分の興味のある教室にしか行けないのも事実です。未来を担う
若者、子供、若い家族も大切ですが、一生懸命に働いている者にも優しい美唄市であってほしい
と思います。

34
　美唄市には大型施設がありません。例えばアウトレットモール、ラウンドワンなどのスポーツ
施設、イオンなどの大型スーパーを充実させていくと、もっと大きな街づくりやお客様の集客、
人口の増加につながっていくのではないでしょうか？こういう施設の建設を強く希望します。

35

　私は遊緑通りをウォーキングコースにしております。とてもきれいに整地されていて快適なの
ですが、遊緑通り「なのはな橋」より南方に民家との間に木（ヒバ）が植えてあります。密集し
ている所がありますので、下方の枝を切って欲しいのです。理由は近頃変質者がいるらしく、と
ても怖いので、影に隠れていた場合発見しづらいのでお願いします。（下方の枝を切り払ってい
ただければ見通しが良いのです）

36

　もっと地域をこまかく分けて、住んでる地域にあったアンケートやまちづくりを実施した方が
いいと思います。峰延には土地が沢山空いています。岩見沢・札幌への便もよく、３０代・４０
代の方達に安く土地を提供し、家を建てやすい環境を作り、幌向のようなベッドタウンになるよ
う、キャンペーンをするべきだと思います。保育所や学校もあり、子育てしやすい地域を売りに
してはどうでしょうか。

37

美唄市は東明の桜が有名だと思うし、美唄やきとりやとりめしといったとり肉を使用
　した名物もあるので、この２つを掛け合わせてとり肉の燻製を作ってみて売り出す。
　（桜のチップでとり肉をいぶす。）
スーパー銭湯を作って、立ち寄ってもらう。となりにプール等があればもっと良い。

38
市職員の能力向上と市民サービスの向上。
前市長の時と比べ、良くなった所、悪くなった所を考え問題点を探してはどうか。

39

・大型スーパーや書店、雑貨店がないため、他の市や町に行って買い物をする。そのため市内で
の消費が減り、市の収入も減っていく。そのため西側に大きなスーパー等を作ってほしい。
・駅前にビジネスホテルがないため、出張に来ても泊まらずに帰ってしまう。ホテルでもあれば
泊まって、美唄やきとりでも食べてもらえばまちが賑わう。
・雪の除排雪をもっとよくして欲しい。市役所の職員を動員するなど、市職員が一人ひとり美唄
のことを考えて働いて欲しい。
・国道沿いにはシャッターがおりた店が多い。景観をそこねるので更地にするか、公園にして桜
を植える等してほしい。

40
保育所の保育士の能力向上。
マンネリ化を防ぐために、何年かおきに市内保育所間で移動させるなどしてはどうか。
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41 南美唄の下水道は、未だに整備が行われていない箇所がある為、整備を行ってほしい。

42 市立病院の医師の技術の向上。

43

・幹線道路はもとより、個人の庭など「花いっぱい市道」を積極的に推進してほしい。
・高齢化に伴い買い物難民が増加する。（車が運転できなくなる）中心街の商店づくり
　に商工会の協力を得てすすめてほしい。
・家庭からの残飯を野良猫に与えている家庭が非常に多い。ネズミの発生、カラスの悪
　事、ごみの散乱など伝染病の発生も心配されるので市の野生物の厳しい取り締まりを
　期待する。
・若者が深夜轟音をたてて暴走する。警察の取り締まりを強化
・空き家が増えている。の進入（たばこ吸い）など危険でもあり、冬は雪の重みで倒壊
　する心配もあって解体対策を
・高齢者夫婦、一人暮らし世帯が増えてくる。緊急連絡についての対策を（徘徊が自由
　にできるまちづくり）
・米、麦、大豆、ハスカップなどの特産に加えて、将来の新しいまちづくりに必要な作
　物を開発してほしい。（特産品の開発）

44

・市立病院の小児科の食事について、入院患者の人数によって差異があるのでは？
・土日に診察が出来るのはありがたいですが、両日受診した場合、預り金が高額になる為、安く
してほしい。
・東小学校を境に東明方向に公園が無くなるため、つくってほしい。
・教育の面でも美唄全体の学力が低いと感じます。教育環境の充実を願います。

45 楽しい公園をつくってほしい。

46
子育てをしていて、美唄市は子供より高齢者が優遇されている様に思えるため、子育て支援を充
実させてほしい。

47

１）地方に買い物客が流れないよう魅力のある大型とは言わないが、中型でもいいので
　　総合ショッピングセンターがあればいいと思います。
２）中央公園で、農産物、花、ガーデニング用品、その他を期間を決め朝市を開いてはどうか。
３）美唄市の色々なイベントはいつ中途半端。市民が楽しみで集まる地方からも人がよ
　　べるイベントをしてほしい。
４）三笠市で行われている盆踊りのような規模の大きい盆踊りを行って欲しい。

48
　美唄市の場合、若い人が皆この町に定着しないで学校を出ると外（市外や道外）に出てしまっ
ています。若者がこの町に暮らせるように仕事を斡旋してほしいです。

49
若い人や年配の人も働ける企業を多く誘致して、人口が少しでも多くなる様な町づくりをお願い
します。

50 高齢者福祉に力を入れてほしい。

51 市立病院等の充実、早急に行ってほしい。

52
市立病院は必要ないような気がします。
もう一度会議していただき、他市町との合併を考えていただきたい。

53

１、農業の振興と企業誘致による地域経済力の向上策
２、２５，０００人弱の人口、しかも高齢人口比率の高さ、地域の活力は失われる方向
　　にあると考えますが、道内のいや全国のどの町よりも高齢者が安心して生活できる
　　町になるなら人口の減少は、くい止められると考えます。
　　※地域の人々との協働
　　　すべての人の持てる能力の発揮（ボランティア活動）
　　　高齢者にやさしい町（全ての面でのバリアフリー）
　　　高齢者と若い人との交流の場づくり
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54

通学路の歩道の除草状態が悪くなり見通しが悪く、せまく歩きずらくなるので除草をこまめに実
施してほしい。
道路のでこぼこ、つぎはぎをなくしてほしい（大規模整備）
アスファルトが整備されてから１０年以上経ち、ひびわれ等がひどい。南美唄上１～上６の間、
特に６丁目のつぎはぎ。

55

１、美唄には、宮島沼、アルテピアッツァ美唄、疏水（そすい）百選の北海幹線用水路
　　、東明公園の桜、ゆ～りん館、パークゴルフ等、個々には有名なものがある。
　　官民一体で連携して、一大イベントを実施した方がよいと思う。

２、美唄工業高校の校舎に於いて、道より無償提供してもらって耐震構造の工事も終
　　わっているし、中央小学校の移転か市立病院の移転をしてはいかがかと思う。

３、教員住宅でも入っていない部屋など、一般の方にも開放する方が良いと思う。

４、専修大学の校舎及び敷地等すべてについて、税金をかけるのか、無償で提供しても
　　らって、市でほかの大学の誘致に動くとか、林間学校として広く開放するという様
　　に再利用してはいかがと思う。

56

　市民バスのスキー場までの路線を延ばして頂きたいと思います。現状ではマイカーがない限
り、スキー場までは行けません。小学～高校までスキー授業のある学校もあります。授業の前に
慣らしで滑りたい子供はたくさんいます。しかし交通手段がなく、断念している姿を何度となく
見てきました。冬期間限定で良いと思います。ご検討下さい。

57
緊急の場合救急車を要請しても、市立病院ではなく直ぐに対応していただける病院に直接搬送出
来る体制を整えていただきたいと思います。（例、脳・心臓等）

58
・企業誘致が可能なら宜しいのですが、美唄の立地条件が悪いのでしょうか？
・美唄の資源（ハスカップ、米粉、アスパラガスetc）を使った加工品がブームになる
　事を期待しています。

59
　夜になると道路だったり、小道が暗いというイメージがあるためもう少し明るくしてほしいと
思います。夜道の不審者も心配です。安全のためにも明るくしてほしいです。

60 市役所内の接客サービスの向上。

61

・子育て支援センターのあり方について。子どもがたくさんいるのにも関わらず利用している人
が少なく感じる。スタッフにより積極的に子供に係っていただきたい。
・子供に対しては年齢に合った言葉掛けを行っていくようにして欲しい。
・子供が怪我をした際の対応をしっかりとしてほしい。
・子育てセンターを利用しているお母さん達は、先生と話すことも楽しみにしているので、ハミ
ングがあいている間は来ている親子に目を向けて欲しいと思う。

62

　旭通りの１部、労災病院の方に道路の拡張工事が為されている様ですが、東地区の方が住民が
多く居住し、旭通りの交通量は市の道路の内１番多く、狭い道路で不便であったので、今回の事
業に大歓迎である。東地区の人々には本当に朗報で車にも歩行者にも安全が確保できます。いつ
完成するのでしょうか。今１度メロディにでも掲載して頂ければと思います。

63
生活保護者世帯の訪問は、きちんとしているのでしょうか？税金を納める人だけが負担をしてい
るのではなく、保護を受ける人も、大事なお金だという事を理解してほしい。その為に市職員も
啓発をしてください。

64

・規模の小さなイベントではなく、もう少し充実して長く続く事業など考えた方がいかがでしょ
うか。
・公共の病院２カ所でなく１カ所にして充実するよう努力しては如何でしょうか。
・市職員については美唄市に住んで、美唄市の活性化をしてほしい。
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　「まちの自立」とは「自己完結できるまち」ではなくて「他市町村民も訪れるまち」のことだ
と考えます。そのことを考えてまちづくりをしてほしい。
　当然のことですが、まちづくりについては、人口流出がなく、潤うまち、すんでいて満足でき
るまちが望ましいと思います。利用しやすい公共施設、病院、学校、文化芸術に触れられる場所
等があることは期待しますが、今の時代はあえて自己完結できなくてもよいかと思います。車が
あり、郊外でショッピングすることくらいが余暇の場合もありますし、死に関わる病気は中央の
大きな病院で治療したいと思うことは当然なことです。
　美唄市なりの色を持ち、アピールし、住民が他市町村において自慢できるものを持つこと、消
極的な赤字対策ではなく、積極的に収入を増やせるものを作り出すことが大切です。外にアピー
ルすることも大切ですが、住民が知り尽くして初めて外へのアピールができるような気もしま
す。でないと、住民の協力・納得が得られません。
　今までずいぶんとまちづくりに関する講演会（市主催）に参加しました。すぐに取り入れられ
るもの、まねできるものなど多くあったように思いますが、実際には講演会を催すのみで、とて
も参考になる話を聞きながら何も実行に移されない感じが否めません。
　例えば、１５年くらい前に、東北のある地域で病院と老人施設を統合し、できるだけ医療費が
かさまないような予防を取り入れた町の話を伺いました。すぐに出来ることだと納得して帰りま
したが、今やっとその実行への兆しが見えています。人口２万５千人の当市としては、今後も町
村の話だからとバカにできないものがあります。
　地域医療の検討委員会でも、ある医師は、何か特化した医療を行えば（たとえば予防医療、美
唄市から路上の喫煙をなくそうなど）、それに魅力を感じ病院勤務や研究のために来美する医師
も増えるだろうとのことでした。そんなに難しいことに思えません。
　ハスカップやアスパラは、健康や美容のためにかなりもてはやされている食材ですが、市内に
加工場はあるのでしょうか。市全体が潤えるものではないでしょうか。上手に活用し町を挙げて
取り組んでいるように見えないのはなぜでしょうか。例えば「アスパララーメン」「アスパラそ
ば」「アスパラまんじゅう」「ハスカップシフォンケーキ」「ハスカップ染め」「玉ねぎ染め」
など一工夫することで農業だけでなく、商工業も潤う方法はないでしょうか。

 良く聞く話ですが、美唄市民の多くは炭鉱出身で、公共料金は払わない、燃料はただ、水、電気
は使い放題、文化芸術はタダで楽しむものと思い込んでいるのでしょうか。価値のあるものには
お金を払い、限りある資源は節約するという気風から育てる必要があるのでしょうか。
　職業選択、居住地の選択など個人の自由ですが、市役所職員にはまちづくりの先頭を歩いてい
ただきたいと期待しています。ボランティア団体や各種講演会で市職員や議員の顔を見ることは
本当に稀です。まちに溶け込まないで何がわかるのか、町に対する愛着はあるのか、疑問に思う
場面もあります。自由とは言いながらも、市立病院を利用してみる、市内の商店で買い物をして
みる、まちを歩いて住民に声をかけてみる、美唄市に移り住むなど、まちづくりの視点で生活す
ることが大切だと思います。
　① 市立病院をコンパクトにするのではなく、特化した医療を開拓し、他市町村からも患者がこ
ぞって来るようにする。
② クリーンなまちを謳う。アルテの空気、雰囲気を町中に。市外から来た人たちが喜ぶものを作
る。彫刻を市街地に置くということではありません。清々しい空気感のことです。
③ いくら大きなイベントを開催しても、宿泊施設が少なくて、まちにお金が落ちません。素泊ま
り２～３千円程度で宿泊できる管理された施設があるといいのではないでしょうか。（キャンプ
場やその周りも以前の姿はないように思いますが…）
④ ２０年ほど前にあったまちづくり塾「夢おこし塾」のその後はどうなっているのでしょうか？
もう一度その方たちの座談会を開いてみてはいかがでしょうか。
⑤ 少年野球、少年サッカーなどなんでもいいですが、子どもたちの試合や大会を誘致すると大人
も必ず参加します。
⑥ 高齢者より子供にお金を使うことを考えると、親も祖父母も関係者が喜ぶのではないでしょう
か。（自分のためには節約しても孫にはお小遣いを上げたくなるものです。）
⑦ 頑張っている市民（商工業者、農業者）を、応援する気持ちで市が支えなくてはダメだと思い
ます。
⑧ 市立病院や市のホームページはいかにもちゃちな気がします。市立病院のホームページに「経
営改善、赤字の病院です」という内容を大きく載せているのはなぜでしょうか。本来、ホーム
ページを見て病院を選ぶときに絶対に受診したくなくなります。受診したくなるような内容にし
たい訳はあるのでしょうか。即刻変えるべき。(次項へ続く)

65
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65

「わが町に自信がない」「わが町は好きではない」「しかたなく住んでいる」では、まちはおき
ないです。「まちづくりは人づくり」といった時代もありましたが、人の声を聴かなければ、講
演会の話を側実行に移せなければ、とてももったいないです。
　いろいろな検討委員会など、高齢者が委員になっているものを多く見かけます。若い方は働い
ていますし、子育てで忙しいかもしれません。でも、もっと若い方の話を聞かなければいけない
と思います。来てもらうのではなく、出かけて行って聴く姿勢が大切に思います。
　高齢者が生き生きしている町は素敵です。子供たちの声が響き、お母さまたちが井戸端会議を
し、リタイヤ後のお父さんたちがボランティア活動の先頭に立ち、老人たちが孫連れで公園にい
るような平和なまちをつくっていきたいものです。

66

・安心して暮らせる第一条件は病院です。今の美唄市立病院ではとても足を運ぶ気になれませ
ん。建物は小さくしても新築にこぎつけないものでしょうか？
・市街地に緑地がないことです。東明公園、アルテまでいかないと緑地がありません。いつも思
うのですが桜が少しある公園が街の中にあるとほっとする場所になると思います。
・私はメロディーだけが情報源です。パソコンもスマートホンも持っていません。今はすぐイン
ターネットといいますが、費用も掛かるため利用がしづらいです。

67

 市長との直接対話について市内数カ所で実施されていますが、非常に参加者が少ないと思いま
す。もっとたくさんの方が参加するよう知恵を出して取り組んでいくべきです。色々要望はある
と思いますが、少なくとも要望があれば出来るできない、又はこういう方法ならできる等、親身
な対応を希望します。
　道路整備、側溝等、計画的（年次）なもの又危険な急をようする等優先順位を十分配慮すべき
と思います。

68

　びばいのすずらん通り商店街活性化をしては如何ですか。
①農協コア店を元生協跡地に移す。コア店のスペースを拡大を計る。中小小売店の規模
　を最大限に活用
②農協コア店は街の中心にあり、毎日の食品、生鮮等欠かすことは出来ない。
③コアのスペースはこじんまりとしているため、西側店の拡張を図る。

69
　先日桜祭りで、苗木をくばっていましたが、以前、市で植えた公園などの木が折れたり枯れた
りしてます。苗木をくばるより、町中の木の世話をするなど、手入れを優先していただきたい。

70

・休耕地などを利用し、栗の木やくるみの木などを植え、栗ひろいやくるみひろい、ひ
　まわり畑など、観光が事業に結びつくようなプランができると良いと思います。
・東明公園からミニ登山経験ができるようなコースが作られると良いと思います。元気
　高齢者が増えますので、本格登山は出来ないけど気分だけでも味わい、自然に触れれ
　ば体調も良くなると思われます。
・独居の高齢者の為のサ高住（サービス付き高齢者向け住宅）が必要になってきている
　と思われるのですが、使われなくなった公共施設などを利用して、サービスを提供す
　ることは、できないのでしょうか。空室になっている建物が多くなって、もったいな
　いです。

71

・古着の回収や小型家電の回収はとってもいいことだと思います。
・無理な話ですが、マガンやアルテピアッツァ、美唄の農作物などかなり知られてきましたがこ
れらを盛り込んだ美唄の映画でも作ってくれると（芦別みたいに）市民もひとつになってなにか
が生まれそうな気がします。

72

　雪が多い街にしては道幅がせまいと思います。自転車が車道を走ると、非常に車の運転がしづ
らいです。また、高齢者の自転車運転は危険なため、“高齢者は歩道”ではなく、例えば“７０
才以上の方は歩道を走行して下さい”と年齢を指定してもいいのかな？とは思ったりします。
　これから高齢者も増えます。歩道や自転車専用道路があると、子どもの安全確保も出来るの
で、歩道や専用道路を整備してくれると嬉しいです。

73
　もう少し、高齢者とか車を持っていない人のために、もっと市民バスの本数を増やした方がい
いと思います。また、新しくマンション等を建てるより、古い団地を建てなおしたり、リホーム
とかにお金を使った方がいいと思います。
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74
　高齢化が進み住みやすいまちにして行くのは大変ですが、福祉のまちにふさわしい環境に変え
て欲しいと思います。アンケートはもっと簡素化して答えやすいよう作成してください。

75

・他にはない、特色のある企業、イベント、物産展等、新しいものへチャレンジしてほしい。
・空き学校の有効活用
・美唄市のマミーちゃん、あまり好感が持てない。変えてみてはどうか？
・お祭りの規模が小さくなり、楽しくない。若者、年配者が盛り上がるイベントを企画
　してはどうか？
・買いもの時、共通のポイントカード（美唄市のみ）を作ってみてはどうか？

76
美唄市には市外から来た団体のお客さんが外食できるようなお店がない。町内はずいぶん空地が
出来たので、一軒、二軒位はあっても良いと思います。

77

・早く美唄富良野線が開通してほしいと願っています。
・焼き鳥や宮島沼など美唄市の有名な物をもっとPRしていくべきです。
・若者たちの元気が出るようなまちづくり。
・茶志内にコンビニがないです。農協と相談して旧茶志内支所跡地にコンビニが出来れば良いと
思います。

78

・桜祭りや、かぶら祭りなど、美唄以外から来る人が多い時こそもっとイベントや設備などしっ
かりして欲しいです。
・子育てや福祉関係ももっとPRして若い人の意見をもっと聞いて、美唄に住みたいと思える様な
環境になるといいです。

79
年々、高齢の一人暮らしが増えると思いますので、そんな人達が気軽に集える場所があり、そこ
から小旅行などやイチゴ狩りなど日帰りだと気軽に行けると良いと思います。

80
・美唄にも道の駅を作ってください。アンテナショップも少し名前が知られていますが、市が直
線２９.２Km道路を利用して、道の駅を作るべきです。
・閉校した校舎が沢山あります。スイーツの学校を作ってはどうでしょうか。

81

・外からの人を集めるイベントの開催を増やす。
　桜まつりの告知ももっと早くメディアに取り上げてもうといいと思います。
　若い人にも人気のあるイベントを企画する。

・大きな商業施設を誘致する。
　三笠のイオンや岩見沢のイオン等の様にちょっとでかけてみようという場所があれば
　いいと思います。

・「市」のタウン誌、フリーペーパーを近隣にも配布
　目を引く誌面にしてクーポンをつけたり特典をつくる。

・車椅子の人も多いので、駐車場等にも美唄市に行けば安心して止められるとういうス
　スペースをどの施設も確保するべき。

・旭川の「おぴった」の様な障害者施設は出来な
　いですか？全道からあの施設を利用しに来ますが、道南からは大変です。夏のピパオ
　イもそういう施設で行い、一般の方もサークルとかで利用するというものだと幅も広
　がると思います。

・旭通りはバス通りなのに狭くて歩道も片方しかない状況です。整備はできないですか？

82 若い子達が地元で働ける環境を作ってあげて欲しい。

83
食の町という感じを受けない。一部の方がやっている感じがする。砂川のようなスイーツロード
のようなものを全体でやることが必要。

84 高齢者の為の福祉施設の充実、医療環境の面を考えて頂きたいと思います。
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85 業務全般にわたり、市役所のレベルアップが必要

86
アルテピアッツァをもう少し商業化しても良いと思う。隣接するカフェはとても雰囲気も良い。
メニューも増やし充実させるべき。同様のお店（栗沢のNORTH FARM STOCKの様な特産物を販売す
るお店）を増やしても良いと思う。

87
　市が赤字だと云いますが、生活保護の人達の優遇が大きく、とても不公平だと思います。役所
の人達も家庭訪問をして家の中、生活ぶりを知ってください。
　私は年金生活ですが、どれだけの年金収入であれば生活保護費をもらえるか知りたいです。

88
高齢者の方々の力を上手に利用出来る方法を色々と考えていただけると良いと思うのですが、何
か方法はないでしょうか？

89

財政難立て直しのためを前に出して出来ないこと、出来る事をハッキリと市民に説明することが
絶対必要。重要なことの順位をつけ、向かい取り組むべきか、市民に問いかけてみること。市財
政について、何にお金が出費され、その様に成果、効果があったかなどを検証し仕訳すること。
切り詰めて生活に必要な事に回すべき。

90

①私達が安心して病気を治すことのできる病院をお願いしたいです。
②冬の除雪についてです。玄関前に大きな雪のかたまりを置かないで下さい。私達は、高齢者の
ため始末することが出来ないです。
③若者が成人になった時に、美唄の町から旅立ちます。仕事が無いためと思います。どうか、何
か作業の出来るような仕組みを考えていただきますように。何とか、人口が減らないようにする
ためにもお願いします。
④町の人達が、みな笑顔で元気にしていく事が一番だと思います。

91
ふるさと納税を考えて下さい。市民からの税金をあげることより、税収を増やす事を考えて下さ
い。

92
介護施設に、託児所を作れないものでしょうか。働きたいが、子供がいるために働けない。で
も、介護をする人がいない。美唄市も老々介護というものが、身近に感じられていると思う。

93 レンタルビデオ店やカルチャースクールの充実。

94
市職員は美唄に住むようにし、通勤費等の削減を行うべきだと思います。採用条件に「美唄市に
住民票をおく」と、明記してはいかがでしょうか。まずは、人口を増し地元に根付かせることが
第一ではないかと思います。

95
個々が、この美唄を愛することができると大きな力を持つと思います。何よりも望んでいるの
は、やさしい言葉がけと相談しやすい窓口です。行政だけに押し付けるのではなく、市民も安心
を与える事ができるよう考えなければと思います。

96

・地盤の質なのか分からないが、アスファルトがボロボロに割れている。電気屋だの輸送トラッ
クだのが頻繁に通り路面が傷みやすい。土のうだのゴム材だので舗装している道は沢山あるが、
そこが崩れている所が多々ある。道路の整備を行ってほしい。
・美唄市は求人が少なく条件も悪い。若い人の働き口がないというのは美唄市が抱える大きな問
題だと思う。市による無職者のためのバックアップや企業を誘致を行ってほしい。
・ショッピングや本屋など娯楽施設が美唄には何もない。特に若い人達には退屈であると思う。

97
駅に近いところほど子供が少なく、労災病院からハローワーク跡地までが子供達の通る人数が多
いはずなんですが、道路を拡張して安全に子供達が通学できるのは、あと何年後ですか？

98
働く女性が多い中、子供が具合が悪くなると預かる所がないというのは、一番困った事です。す
ぐ帰れる。休めるという職場は、滅多にないのでは？娘が働くために爺、婆は孫にかかりっきり
で面倒を見ているのが現状です。託児所を作ってほしいです。

99 市職員の能力向上が必要。市役所内が暗い。
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100

美唄市の財政が悪い中、今なぜ市立病院建設が必要なのか？
スクールバスの車検が切れていることがわからないという事は、どういうことなのか？
介護保険を使わずに健康を保っている人にメリットが生まれるような高齢者福祉を。
市職員の人員の削減。
市議会議員は、市議会がある時だけ役所へ出ますよね。歳費は、半分にして会議の時は民間と同
じ時給にしてはいかがですか。

101

観光客がたくさん訪れてくれそうなイベント・お祭りを開催してはどうでしょうか。(大規模な)
美唄は、鶏めしや焼き鳥、米粉、アスパラ、ハスカップなど特産品が多く、他の空知管内の市町
村よりも素晴らしいと思います。アンテナショップは、規模が小さいので、もっと大きな建物に
してドライブ途中に立ち寄れる食事(とりめし)も出来るようなスポットを作ったら、もっと美唄
市が注目されると思います。

102 市立病院他の特別会計の赤字をなくすことにより、一般会計の支出をなくす。

103 私達の年金では、施設には入れません。それで市で入れるような施設を考えて欲しい。

104 農業中心の市と言っているのだから、農産物の販売にもっと力を入れて欲しい。

105

①専大跡の有効利用。広大な土地と設備。本州の人は憧れる環境。生活が苦しい人達で出来る仕
事。技術の出し合いで生活をする。若い人も居れば、高齢者も居る。色んな職業の持ち主がい
る。それぞれの得意分野で運営していく様に出来ないか。勿論、自給自足的な生活と助け合いの
生活ルールを設け守れる人達での生活。守れない人は、出て行かす。そんな体制でのモデル地域
は出来ないのか。これには、ボランティア団体やＮＰＯが主に立ち上らなければ出来ない。市が
主でおこなうことではない。その場を作ることは、市でも出来るはず。
②市民による無駄の排除が提案できるシステムがあっても良いのでは。
③職員の部署に改善を進めていく部署を設置してはどうか。

106

・人口を増やす政策、流入の推進
・雇用の拡大、一線を退いた人達の人材活用。
・校舎の活用
・病院の整備
・少子化対策。一家庭3人以上安心して産み育てられるような政策。安心して子育て・仕事が出来
るように、手厚い内容を求めたい。

107
街の中に下水道が走り、蓋がないのは見たことがない。衛生的にも不潔であるため整備をしてほ
しい。

108

商店街の活性化。イベントなど、月に1回位でも何か出来ないですか。
テニスをしているので、室内のコートを使える場所があれば良いです。東明の体育館は、古く
なって来ています。総合体育館のテニスコートは線が見づらいです。
あちこちにある空き家。何とかなりませんか。冬は危ないと思います。

109

公共用地(緑地帯)に対する支援策を。
自助・共助によって町内会として環境を整えている実態をよく把握し、それに対する助成として
いく努力を願う。新規に取り組む町内会よりも、継続して取り組んでいる所を重視すべきと考え
ます。

110
美しいまちづくりとして
タバコのポイ捨て(民家の周辺でもかまわず)役所勤務の方が捨てているので迷惑です。職員全員
に厳しい指導を求めます。

111

剣淵町の「絵本の里」や三笠市の「鉄道村」、砂川市の「子供の国」のような無料で遊べて、体
を動かして楽しめるような施設を作ってほしい。
スキー場も、もっと工夫すれば多くの人を呼べると思います。
サイクリングロードも整備が行き届かないし、今あるものに力を入れるべきです。
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112

サン・スポーツランドらしく、家族で遊べるような施設を計画。他市を参考にして、手を加え
て、もっとキレイな公園にしてもらいたい。北海道グリーンランドまでいかなくても、美唄市の
知名度を上げるくらいの整備が必要だと思うし、知名度を高める手段として目先で判断するので
はなく、長く見守るくらいの積極的な方法で。道の駅を建設すべきだと思う。

図

113

若い人達に美唄の町に住んでもらえるように、職場や、子育の支援が必要です。
高齢者が集まり、お話をしたり、体力作りをしたり、楽しくなるような場所を作り、病気になら
ないための体力作りをする。特に冬になると家の中に入ってしまうため。
廃校が目立ちますが、若者、高齢者の人達にとって何かに利用してもらいたいと思う。
東明公園は桜・つつじが咲き終わった後、何も花らしいものがなく寂しいです。桜・つつじの後
に咲く花などを植えてほしいです。

114

「財界さっぽろの5月号」によると、美唄市の人口は2025年には、2万人を割り19,321人になり、
2030年には17,257人。2035年には、15,290人に。2040年には、13,461人になると予想をしていま
す。全くの過疎地になってしまうのです。
そこで、日本政策投資銀行の参事役(現在はかわっています)の藻谷浩介先生の美唄での講演によ
ると、美唄の地理的な位置は、東京でいえばアーバンリゾート。札幌まで30分。新千歳空港まで1
時間だ。自然が豊かで物価が安くて、都会も近い。それなら住もうかと考えても全然おかしくな
いとのことです。
そこで、まず駅の東側に(西側も、あんなに駐車場は必要ない)道営なり、市営住宅。または、マ
ンションを建てて、札幌から通勤客を誘致する努力を進めるべきだろう。特急で35分は、通勤圏
の範囲です。その為にも駅のそばに住宅が必要なのです。次に美唄市に住宅を新築して住む場
合、新築住宅一戸に対して市から50万円を補助する。但し、建設業者は美唄市内の建設業者に施
工させること。
今後の市政の最重要政策として人口を１人でも２人でも増やすことに努力すべきであって、その
為には市職員はもとより、会議所、農業団体等にも呼びかけ、人口増につながるようなアイデア
を出してもらい、出来るものから実施していくべきだと思います。市民、みんなで今後の「ま
ち」作りに知恵を出しましょう。
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115 病院をもう少し充実してほしい。

116
美唄市も人口が減っているので、もう少し若い人達にも子育て支援や学校を卒業した人達に、美
唄に就職してもらうような環境作りをしてほしい。

117

美唄焼き鳥が、全国的に有名になっていますが、「鶏」も美唄で飼育して、原料も美唄さんに出
来たらいいです。
やきそばも原料を吟味して、こだわったものにするとか、今、話題になっているものをもっとプ
ラスに出来たらいいと思う。

118

①初めて南美唄コミュニティセンターに入ってパソコンを習いに行きましたが、全ての人は自分
のパソコンを持って使用しているので、時代に合わない古いパソコンを使用している人はいませ
ん。美唄市の財産とは言うけれど、古いので処分して頂ければ図書室を使用する人も使用しやす
いと思いますが。
②美唄市立病院の看護師の寄宿舎をしようしていないようにみえるので、恵風園・恵祥園の人の
別院にしてはどうでしょうか。
③市職員の住宅及び、道職員の住宅を市が管理者なのか、又は道より寄付されたのか、わからな
いが空き家にしないで一般住宅として貸してはどうか。
シルバー人材、老人連合会、美唄のぞみ会、美唄市水道課でも使用しているので、修理して美唄
市営住宅として一般開放してはどうでしょうか？

119
救急及び医療の充実をはかり、安心して住める町づくりをした上で人口の増加策を推進して頂き
たいです。

120
美唄市の自立は、行政よりももっと民間企業の勉強が必要である。企業の発達が、常に遅れてい
る。新しいアイデア等が何もない。また、行政も常に社会の先端に立って、いち早く情報の入手
をすべき。

121

路上駐車の常習をやめさせるようにしたい。車庫や駐車スペースがないのに車を所有している人
で、道路を自分の駐車場にしてしまっている家がたくさんあります。冬は、邪魔になり、満足に
除雪をしてもらえないし、庁内の景観も良くありません。警察との連携で何とかならないのかと
思います。

122 市民が参加できる(自主的に)関係を作っていけたら、素晴らしいと考えます。

123

半年に1回でも手すき職員総出の市内全域一斉点検などを実施してみるなど、庁舎外での活動をさ
せてみるのは不可能なことでしょうか。勿論、市民も協力できると思います。
住居表示において、市内では条町目番地で市外は字美唄～(通称)で、番地整備にかかわる補助金
が出ている筈ですが、今後もこのままの状態であるのか？

124
東明公園の池が何もなく勿体ない。以前、蓮の花を早来町で見たことがある。
春は桜、夏は蓮で空知一と言われる美唄にしてはどうですか。

125

高齢化が進むと共に、医療サ－ビスに対する需要は増える傾向にありますが、残念ながら現在の
美唄市の地域医療体制では、精密検査を受ける際の施設設備の不備や質の高い治療が受けられ
ず、他市病院への搬送、通院、入院を余儀なくされている方が多数いらっしゃいます。救急の場
合、他市への搬送に時間を要するため、処置が間に合わないケースもあり、夜間や早朝などの急
病に対応出来る医療体制作り(例えば救命救急科や夜間急病センターなどの設置)により、安心し
て暮らせるまちづくりが推進されると思います。

126 茶志内に食料品販売の店が欲しい。

127

美唄富良野線の道道を実現させ、利便さと旧三菱美唄の再発見などで観光地としてPRする。そし
て地震にも強い美唄・住みよい美唄とアピールする。既存の商店を援助し、国道沿いのシャッ
ター街を少しでも開店できると良い。また、共練団地の広場の活用、和田公園、東明公園の利
用。灌漑溝上の散歩道など、健康づくりに良いものを活用する。
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128

①美唄市は、高齢者が多いので健康な高齢者の活動(活躍)の場を設け、元気な高齢者が病弱な方
の力になれるような組織作りをしてはどうでしょうか。高齢者の生きがいにもなると思います。
②市内で病院にかかれるように病院の充実をお願いしたいです。砂川や岩見沢まで出掛けて行か
なくても良いように。病院の看護婦さんの研修もして頂きたいと思います。(市立病院)
③市内循環バスは、今は利用者が少ないですが、続けていただきたいです。
④シルバー人材センターは、良い制度だと思います。
⑤地産地消？わざわざ他の市町村まで行かなくても買いものが出来るよう、スーパーなども品物
の種類を多くして欲しいです。
⑥冬の除雪や排雪は、市でよくしてくれてありがたいです。個人の空き地の地主と契約(許可を得
て)近隣の方が排雪できるように市が斡旋(とりもって)して下されば、住宅地の人が道路に排雪す
る人が減ると思います。
⑦市の産業は、農業に力を入れていけば良いと思います。

129

今、若い夫婦は、ほとんど共働きしています。働くお母さんが働きやすい町に。
保育園＝特に未満児の受け入れ。不足している保育士さんに対するサポート。
市立病院には、ありがたいことに小児科の先生が常勤しておられます。病院の中(敷地内)に、病
児・病後児をみてくれる施設・場所があったら、どんなにお母さん達は助かるでしょう。保育園
や託児所では、病児・病後児は預かれません。薬を飲ませることができません。通院も出来ませ
ん。子育てしやすい美唄になって欲しいと願っています。
学童の事ですが、先生によって学童の中が違ってみえます。とっても明るくて活発な子供が多い
学童。外にあまり出ないで、妙に子供達が行儀のよい学童。これは、地域性であって先生の質で
はないのでしょうか。

130

美唄といえば、焼き鳥というイメージしか無いのが現状。しかしながら、ハスカップやアスパラ
など実際には多くの名産品や宮島沼などの名所もある。そういった所をアピールすることで多く
の人が興味・関心を持ち、立ち寄る場所となっていくのではないかと思います。
“住む”という観念からいえば、小さい町ならではで良い部分もある。例えば、市役所などは、
ほとんど待つことなく利用できる。札幌などの都市では、パスポート申請にも時間がかかるが、
美唄ではすぐに手続きができた。その一方で、スーパーや電気店、また娯楽施設が少なく“余
暇”に関するものが少ない。休日は、他の市へ出掛けるということになる。美唄市民が、この美
唄市で生きていくということができるということ。それが美唄市の自立につながるのではないで
しょうか？

131

①美唄市は、労災病院をはじめ有名な病院があり、他市町村から信頼を受けていた。
しかし、医療についても衰退気味で、市立病院、労災病院、花田病院など改善を図り医療の樹と
して再生できないものか。
②10万人居た美唄市が2万5千を切り、人口密度がスカスカになっている。
もっと空知をなくす工夫をして、市内中心部に人口を集中させるなどの努力が必要。
③美唄駅の無料駐車場は、本当にありがたいと思う。コア美唄付近も1～2時間無料とか中途半端
はやめて、市役所近辺とあわせて無料駐車場の整備をして欲しい。
④高齢者の施設、身体障害者の施設等に力を入れているのがわかる市の街づくりだと思うので、
施設を設ける際、市街地(町の中)に集中して視点を変える必要あり。
⑤自衛隊がある割には、飲食店街がさみしい。焼き鳥で有名で観光客も数多く来るのだから、
もっとうまくタイアップしながら客を呼べないのか?

132

1、食料基地美唄として日本で1番信頼される農産物と、その加工品に力を入れる。そして世界か
らも信頼される美唄の農産物を作る。美唄の水も、これからの重要な輸出品になると思います。
2、肉体的、精神的にハンディを持った方々が働きやすいまちづくりが良いと思います。
3、他人を思いやるというまちづくり。

133
市の中心部では公園等の緑地整備が行き届いているが、郊外では、公園・緑地があまりない。子
供やお年寄りの憩いの場として郊外での公園・緑地整備に力を入れて欲しい。
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134 住みやすい環境を整えて欲しいと思う。

135

美唄は、札幌までなら通勤圏だと思う。若い夫婦に土地や家などを安く提供し、人口を増やして
いくと良いと思う。子供が増えることは、まちの活性化につながる。
「美唄なら家も、土地も、札幌よりも安く、安心して子育てが、できるまち」にしてもらいた
い。

136
去年から美唄に住んでいますが、産婦人科がないことに驚きました。出産率が減っていて、病院
でも科が維持できないのかと思いますが、これから子供が欲しい所にとっては、近くに出産出来
る所が無いということは、非常に大きな問題だと思います。

137

　昔にくらべ近所付き合いをあまりしない時代なので、高齢者の孤独死を防ぐ見回りなどをした
ら良いんじゃないでしょうか。特に、市営や道営住宅とか。
　子育てする母親に対して、仕事しやすい職場や、少しの風邪や、怪我でも預かってくれる保育
所があれば良いです。例えば、病院と隣接してる保育所や学童を預かる施設とか。（一般の人も
利用できることが良い）

138

福祉の町も良いけれど、働かないで生活保護を受けている人が多すぎるのではないか。
しっかりとした調査が必要。税金のムダが気になる。
若者が高卒後、残れる町にしてほしい。
若者に目を向けた町づくりが急務。今の年寄りは、非常に恵まれている。
市役所の職員も市立病院の看護師も頑張っているが、1部の評判が悪いために全体が悪く見られて
いる。

139 最近、高めの賃貸マンションばかりです。安くてきれいなマンションを増やして下さい。

140

　東日本大震災を経て原子力発電に対する不安や懸念がある現在。市内を流れる灌漑溝の水力な
どを利用して、マイクロ発電を実施してはいかがでしょうか。再生可能エネルギーを有効活用
し、クリーンな街づくりをしてエネルギー自給率の向上をはかり、北海道での新たなモデルケー
スとなれば良いですね。
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