
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 道銀から、まる吉に渡る時の歩道の段差。

2
分かりにくい場所なのに、道路と歩道が凸凹で段差が多い上に、道路標識が無いので道路
標識を付けて欲しい。１２号線にひび割れが目立っている為に、そうして欲しい。

3 国道から入る２１号線、東の入り口。

4
基本的に車道と歩道の段差（横断歩道の終わり）で、ベビーカーが引っかかる事が多い。
（国道は特に車が多いので怖い）

5 国道の歩道がうねっていて歩きづらい。自転車のマナーが良くない。

6
国道からＪＲ美唄駅へと進行する道路で、一時停止から左折、右折する時に、見通しが悪
く曲がりにくい。

7 国道沿いの歩道の段差。

8 Ｒ１２北洋銀行付近の中央分離帯が狭い。

1 旭通りを自転車で走ると、幅が狭くて車が通ると怖い

2 旭通りは、かなり凸凹があると思う。（他１件）

3 旭通り

4
旭通りの整備が行き届いておらず、危険を感じます。小学生の通学路として多く利用され
ていますので、歩道の整備や道幅の広さ等を見直して頂きたいです。

5
旭通りの歩道が狭い。場所によっては無い。通学路になっている様なので、もう少し整備
してはどうか。

6
・東４条南１～北１の所。
・天理教、コンビニが在る所。車の通りも多く、また子供達の通学する時間帯などは見通
　しも悪く、大変危険。

7 ３条通り北側

8 旭通り沿いの歩道の表面荒れ

9 旭通りなど、歩道の真ん中に電柱があるのは危険だと思います。

10 旭通り。特に労災病院近くの道路。

11 旭通りの歩道が狭く、自転車が時々来ると危険を感じる。

12
旭通りは道幅が狭く、人、自転車、自動車の通行量が多いので危険を感じる事がありま
す。冬も道幅が狭いので怖い思いをする事があります。

13 美唄労災病院の前の通りが、凸凹で歩道者と車と車が擦れ違うのが困難な事があります。

14 労災病院に通院しているのだが、旭通りは車道と歩道の差が、あまり無い。

15 歩道が無い所がある。

記　述　内　容

　問９-２　自由記述

国道１２号

旭通り
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記　述　内　容

16
旭通り（１２号線から踏切あたり）舗装がはげていたり、水道管（？）に、よく足を引っ
掛ける。

17
旭通りが改良工事をするに当たり、工事完了時迄、現在の様な状態が何年続くのでしょう
か。通学路でありながら歩道も仮に付けたまま何十年も経ているし、冬は交差も出来ぬよ
うな道であり、早期完了を願います。

18
労災病院前の歩道の段差が激しい。車いすに乗っている人も通るので平らにして幅を広く
して欲しい。

19 旭通り４条から５条の歩道が凸凹で、春は特にひどい。

20 旭通りの歩道が凸凹で歩きずらい

21 旭通りの歩道が狭い(他３件)

22 旭通りの道が悪すぎて、自転車に乗りづらい

23
翠明通り東側の歩道（雇用促進住宅裏の空き地あたり）がガタガタ。奥に続く道も舗装さ
れていないので通りにくい。

24
旭通りは「路側帯」である。歩道の整備が悪い。子供達、病人も歩く上に、車いすの方も
利用する道路である。車道の状態も悪いので、整備して欲しい。

25 旭通り、特に天理教とセブンイレブンの道と斜め向かい南美唄への道との交差点

1
・銀河通り。
・アルメリア前の道路の凸凹がひどい。

2 三井線に向かう踏切周辺の歩道が狭く、舗装も悪くて自転車で走りにくいし危ない。

3
東中学・東小の道路が凸凹段差がある。東７条北５丁目付近がいまだに砂利道です。年に
一度は砂利を引いて下さい。

4 生協付近の街路樹のトゲが危ない。

5
・東３条通りの旭通りより北側に凸凹が多くなった。
・三井通り沿いの両側に歩道が欲しい。

6
農協の周辺を車で移動する時に、老人達がフラフラと歩いていて、とても危険な事があり
ます。（車側が気を付けていても、歩行者の意識が無いと事故が起きると思う）

7
東７条１丁目から４丁目までの生活道路。（春先、雪解け時期は凸凹の大きさが目立つ
が、夏は亀裂が目立つ）

8
・歩道の脇の樹木がうっそうとしていて、交差点の信号が見にくい。散歩するのにも少し
　怖さを感じる。
・有明道路→三菱ガソリンスタンド～美唄ＩＣ付近

9
東中学校近くの歩道が無い。道を歩く時に、車と歩行者の距離が近いので危ないなと感じ
ています。

10 旭通り、菜の花通りを除く、東６条南１丁目付近の路面が悪く、歩行に支障が有ります。

11
・アスファルトの穴
・ゆ～りん館への高架下へ曲がるカーブ（市内）
・停止標識が無い

12
東６条北１丁目の生活道路の凸凹の段差がひどすぎる。子供の通学路でもあり、早く直し
て欲しい。

13 東４条⇔東５条南３丁目(アルメリア前)道路、児童通用道路

東条丁目地区
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記　述　内　容

14 東３北７（あおい町内）の交差する所が、雪解け時期から、ずっと凸凹です。

15
東４北５のコンビニ（セイコーマート前）の歩道と店舗が近く、車の出入りがとても気に
なります。車がバックして来て何度か怖い思いをしています。

16 東光団地前の道路で凸凹や段差がある。春先に車が壊れた。

17

銀河通りから東に進んで、東雲公園あたりから道がひどく凸凹になっています。通学路な
のに歩道も無いので、いつも子供達が横並びになっている横を追い越さないといけないの
で、とても怖いです。自転車もフラフラしていて怖いので、路肩にもっと広さを持って白
線を引いてもらいたいです。

18 東小学校通り。

19 春になると、道路の凸凹が多い。特に駅の周辺。

20 道路の段差（東５条と東６条の間の市道）。凍上により生じる凸凹が多い。

21 アルメリアの前の道路が凸凹で歩道も無いので子供達の登下校が心配です。

22 三好食品近くに信号を付けるべき。（近藤建設横の道路がひどい）

23 ＪＲ踏切より南美唄に向かう歩道に、段差があり歩きづらい。

24
東２条北４丁目付近。１３５号の手押し信号の在る所に、凹みがある。自転車で通ると危
ない。

25 ゆ～りん館までの道路。区画がめちゃくちゃ。土地利用計画が、ずさん。

26
・東小前の道路が、子供達の通学路にもかかわらず、歩道が狭すぎ。歩行者、車の運転者
　どちらにとっても危険。
・東小・東中前の通りが通学路にも係わらず暗く、特に冬は危険。

27
東３条～公園への歩道が整備されていない。道路もガタガタしているし、自転車の人も車
道を走るのに道が狭くて車いすの人が安心して通行出来ない。（学校への通学路の確保も
して欲しい。）

28 アルメリアのある前の通り。凸凹の所が多い。

29 東４北５の歩道。片側が凸凹。

30
東小学校の入り口付近の砂利が、道路や歩道に飛び出していて自転車で通った娘が転ん
で、膝を怪我した。

31
・東３条北５丁目、北の芽団地内大きな亀裂。凸凹あり。
・旭通り東３条～７条までの間が、自転車や歩行の時に困難で危険

32
冬期間は何処も同じだと思うのですが、生協を過ぎて東光団地へ行く時の十字路が、とて
も見づらいです。除雪は自分でお願いしますが、信号があれば幸いです。

33 生協～ツルハ他。店に行く時に渡る時が、ちょっと危ない。

34 旭通りから東小学校へ曲がった所の道の狭さ。通学時には、混雑の為に危険を感じます。

35
東３条通りが狭くて凸凹。冬期間の除雪の仕方が悪い。車一台通るのがギリギリ（ブル１
台幅位しか除雪をしていかない）。ただ通るだけだ。いったい何を指導しているのか。民
間に委託している場合は、きちんとした指導をして、悪い業者は変更をするべきだ。

36
菜の花通りの北３条付近の歩道。街路樹の根で凸凹になっている所があり、片側が低い。
土地の畠になっているので暗くなると危険で歩けない。街灯は、街路樹が繁って来ると用
をなしていない。
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記　述　内　容

37
翠明通りのＳ字カーブの所にある横断歩道で、急に人が飛び出してくるが、車からは見え
にくい。

38 菜の花通りの歩道の凹凸が、気になります。東小・東中の通学路なので、特に思います。

39
天安の坂道と、その（生協側へ向かう）１つ目の信号を右折した道。道が狭くなるところ
があるので。

40 コンピューターカレッジの通り。

41 東小学校近くの交差点。

42
・通学路を両側歩道にして欲しい。
・東明通り。街路樹（アカシア）の枝が伸び、歩道まで下がる事があります。秋になる
　と、小枝が落ちて大変です。他の樹木にして欲しい。

43
・東５条北６丁目の白樺団地の道路が凸凹が激しくて危険です。
・道道砂川美唄線の白樺団地周辺にダンプカーの量が多くなったので、信号機を付けて下
　さい。

44 生協東側、除雪が良くない。

45 三井通りなど、歩道の整備が悪い

46
継ぎ接ぎだらけの舗装で凸凹だらけ、特に雪溶け後がひどい。旭通りの病院裏、天理教か
らセブンイレブンの辺が朝の通学時間帯がとても危険

47
南美唄に向かう交差点の所から、道路の真ん中の白い線が消えているなどアルメリアグ
ループホームの道路が悪すぎる。

48 東６条北２丁目から３丁目にかけての細い中通りが凸凹道になっている。

1 西３南３のセブンイレブン前の十字路の交差点。右折、左折の車が危険。

2 市民会館の周り、けっこう穴がある。

3
・下水のマンホールが凍上（西２条南６丁目、７丁目の間）。
・西保育所、西４条南６丁目の西４条舗装。
・西保育所裏の道路・水道・ガス管埋設跡を改めて点検してほしい。

4 郵便局前の交差点に段差があり、また信号が見えずらいので危険を感じたことがある。

5 市役所方面から市立病院へと向かう歩道が、途切れている。

6
・健康センターから市役所に行く横断歩道を渡ると、灌漑(どぶ)の柵が一部無い。横断
　歩道を渡ると自転車で子供が実際に落ちている事から柵を付けるべき。
・ほか、あちこちの歩道と道路の段差がある。

7
中央小学校への通学に使用される橋が古くなっていること。川の水は少ないが遊んでいる
子供をよく見掛けるので、落ちないかと思うこともあるので、柵も高いものに出来ない
か。昭和通りまで行っても、学校側の車線には歩道が無いので。

8 西４条通り（・中央小裏の道路　・美中の通学路）

9 西４条北３丁目付近。冬道の角が見えにくくて危ない。

10
西４条南２丁目の空知コンサルタントの前で歩道が切れているので、車道に出て歩いてい
る。冬は特に危険。

11
・市立病院の入り口から車が出て来る。
・神社前の道路の凸凹がひどい。

西条丁地区
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記　述　内　容

12 空知信用金庫の花壇の角。つまづいて転んだ。

13
市役所入口の反対側には抜けられない。市役所、横道路から、保健センター前の道路への
接続。

14
市役所横の道路コンクリートが、剥がれ窪んでいたので、自転車のタイヤがガタンとして
危ないと思いました。

15 昭和通りと市役所裏の通り

16 市役所に通じる（郵便局前）道路は（交差点）信号があった方が良い。園もあるので。

17 役所裏 ～ 市民会館の凸凹が激しすぎる。

18
（道道美月線）月形より美唄１２号に向かって、西３条南２丁目？　右側に動物病院があ
る道の左側歩道が、中途半端の為に年寄りや子供等が危なく感じる。道道ではあるが、早
急に対策を講じて欲しい。

19
アカシア通り交差点が坂になっていて、冬期間はどちらを通るにも危険。凍った坂道にな
る。

20
交差点の信号が無い（特にコア美唄の所）歩道が怖い。自転車が歩行者に向かってベルを
鳴らして、よかせられる。

21
昨年、初めて車いすを押して病院へ連れて行く時、美唄の町の道の悪さにとっても苦労し
た。特に市立病院通りの狭さ凸凹段差には苦労しました。

1 美工横の角張った道路、めぐみ幼稚園まで不便。

2
稲穂農協向かい側の歩道から、伊賀マンションへ渡る方向に横断歩道はあるのに、歩行者
信号が片側しかない。通学路なのに危ないと思う。

3
市役所と中央公園の間の通りを北に向かって、美工前の通りに出るまでの道路は凸凹や段
差がひどい。

4
市役所前から美工バックネット間で、市立病院裏からの交差点。自転車などは、止まれの
標識では止まらない。春先は、いつも水溜りが出来ている。

5 いなほ住宅地区。

1 南美唄バス道路全般

2 あちこちの道路に穴があいている。特に南美唄地区（バス通りも含む）

3
ウォーキング中に通る、国道１２号からＪＲの踏切を渡り、南美唄に通じる道路全般にみ
られる、歩道の高低不良。電柱が歩道の幅を狭くしている所に立っている。

4 南美唄町、中山板金の坂。広く出来ないのか。

5
・南美唄栄通りと墓地通りのＴ字路が見通しが悪く、道路幅が狭いので交差しにくい。
・栄通り車坂から中央通りに出るとき、見通しが悪くて危険。

6 南美唄、自衛隊前の住宅街の道路、凸凹がひどい。

7
南美唄町の付近の道は歩道を含めて凸凹が多く車のハンドルも急に取られたり、子供たち
が自転車で通る時も引っかかって転んだりする。

8
・南美唄周辺は道路が陥没している。特に雪解けの時は悪路。
・歩道が無いので通学路が心配。

南美唄地区・進徳地区

新川通り付近・いなほ地区
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記　述　内　容

9
・南美唄全道路状況凸凹（他１件）
・歩道が無い（他１件）

10 南美唄町道路

11 南美唄市の３条通りの道路が何年もずっとボコボコです。

1 開発地区等の段差。

2

・茶志内小学校前（７線沿い）の横断歩道と歩道、冬期除雪がされていない。横断歩道に
　除雪に来た業者は、車の中で時間をつぶしているだけだった。歩道は大雪直後は、仕方
　ないと思うが１週間経っても来ない。
・７線と１２号線の交差点。冬期は雪が高く積まれたまま、道路まであふれている。見通
　しが悪い。

3
通学するのに道路を横切らないと歩道が無く、これから浦臼の道路が広くなればトラック
の数が多くなるので考えて欲しい。（茶志内７線沿い）

1 砂利道が穴だらけである（峰延町本町）

2
住宅前の道路が未舗装の為、砂利が散乱し、自転車走行時は転倒の恐れがあり危険です。
早期、歩道をお願い致します（北２町内会です）。また、老人には歩きずらいです。

3 峰延地区、樺戸道路、冬になると歩道が無く子供達の歩く道が無い。

4
市道の標識。例えば樺戸道路から豊葦町入り口、７号、１０号入り口。市道１０線道々の
方に５号、６号１０号の取り付けに付いて。予算の関係もありましょうが、多少の歳月を
かけてお願いします。全市道をお願いします。

5
（峰延・光珠内地区に在住）状況。信号機が無い。坂で冬は車が滑って止まらない。
（とても坂が急で、年老いて来たものには、買い物も歩いて坂登りはきつい）

6
・光珠内方面　２１線８号交差点。
・２１線８号から国道までの市道が悪い。

7 光珠内跨線橋付近の道路が、狭くなっている部分を自転車等で通行する時。

1 農村地区全般の舗装の段差がひどい

2 農村地域の市道、水田揚水横断管の筒朽の段差。

3
美唄月形間は、冬の間は道路幅が狭くて車の交差が危ないと思う。また、通学路にもなっ
ているのに、雪山で見通しがきかない。

4
私は農村地区をよく走りますが、道路の凸凹がひどいです。簡易舗装で良いので直して下
さい。

1 凸凹や段差がある。（他８件）

2 道路上に凸凹が多い。（他２件）

3 舗装に割れが多い。（他１件）

4 車での通行が悪い。（全般的に）

5 街灯が少ない（他１件）

その他

沼の内・西美唄・上美唄・茶志内地区

峰延・光珠内地区

その他　農村地区
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記　述　内　容

6
道路の所々を直しているので、あちらこちらでツギハギ状態で、とても走りづらいです。
（他１件）

7 全体的に道路の状況があまり良くない。（他３件）

8 道路幅が狭い。（他２件）

9
車道、歩道の全般に段差があり危険。冬期間において、枝線から出る場合、左右確認が出
来ずにヒヤッとする事が多い。

10 全ての市道に凸凹が在り、危険だと思う。

11 冬道の時は、雪山等で交差点の見通しが悪い。（他４件）

12 道路に多数の穴が開いている（春先が特に）。直して欲しいです。

13 道路の舗装状態が非常に悪い。（他２件）

14 道路の継ぎ接ぎが多い

15 開発桜井交差点、西２条北３丁目、一時停止の標識が無い

16
道路の真ん中に下水道の蓋が在る所では、大型車が通る時にバタンと音を立てて通過して
いく。特に夜中から朝にかけて耳障り。

17 細道は雪がとけたら凸凹して、小さな子やお年寄りには危ないと思う。

18
１２号線以外の裏道。狭い上に段差等があり、雨が降った後は、すごい雨水が溜まってい
る。

19 住宅街の道路が狭く見通しが悪いにも関わらず、カーブミラーさえも設置されていない。

20 歩道が狭い所は凸凹があり、ベビーカーなどは通りにくい。

21 我路方面のダンプカーが速度を緩めずに走行して来る。安全運転が必要。

22 歩道の方が、車道よりも凸凹が激しく、歩きずらい。

23 歩道が無い場所がある。

24 雪の為に道路に凸凹がありましたが、春にはキレイになっていました。

25 大きな道路通りは整備されているが、一歩裏に入ると凸凹の道が多い

26
道路上のガス管工事などで掘り起こした後の修復工事で、舗装が雑なために段差が出来
て、大変危険である。

27 歩道の木の枝が伸びている。

28
木が生い茂ると標識が見えない。たまに標識が違う所がある。何のために道路維持管理の
車が走っているのかが分かりません。

29 市道から道道に出る時、見通しが悪い。（冬期間）

30
車が増えるにつけ、子供（通学路）や老人（通院者）が施設に行く道路の歩道が無かった
り、狭いのが目立つ。

31
・歩道にマンホールの凸凹がある。
・車道を自転車に乗っている時に、関係なくスピードを出して行く。

32 冬、歩道に雪がある。商店街まで行くと、きれいに除雪してある。

33
・春になって舗装が削られ歩きにくく、また醜い。
・除雪車、もっと静かに出来ないものだろうか？
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記　述　内　容

34
穴があいている。通学路なのに、工事車両がおいてあり車道を歩かされ、危険な思いをし
た。

35 古い歩道の段差がありすぎるので、つまづく。

36
砂利道なので、歩くのが大変です。早く舗装にして下さい。お家の建っていない道路が舗
装なのに、私達の所はどうして舗装にならないのですか。納得がいきません。

37 道路が穴だらけ

38 住宅街の中道が、ガタガタで危ない。

39
自宅前から買い物に行くとき、道路のひび割れ、雨が溜まりやすい所などがあり、歩くの
に苦労します。

40 ごみ処理場に行く道をどうにかして欲しい。車が壊れるかと思いました。

41

・交差点の除排雪不備による、見通しの悪さ。
・通学路の歩道の除排雪による不備。歩道は少なくとも、両側を除排雪するべきである。
　（それなのに片側のみの除雪で、お茶を濁している）
・自転車通行のマナーの教育。（社会人に対しても）

42 舗装の仕方が良くない。

43 市道の側溝が傾いている。しかも道路が平たんでない。

44 道路整備。

45 道路の一部の舗装が壊れている

46
道路や歩道は凸凹や段差は無いのですが、住宅前の道路、家は北側なので除雪車が門の外
側に雪を押し付けて行くので、雪投げに苦労しています。

47
・雪溶けの頃、昼の暖気で轍が深く出来、それが朝には凍って車の運転が危ない時があ
　る。
・車道に自宅の雪を置く人もいて迷惑な時がある。

48
市道でも生活道路の凸凹が多すぎる。住み良い美唄を願うなら、先ず道路を整備する事
だ。 ※奈井江町を見習うと良い。

49 雪で見通しが悪い。子供の通学路などの排雪は、頻回にお願いしたい。

50 歩道のガタガタしている部分など、お年寄りには大変そうに思います。

51 道路の水溜り

52
毎日、散歩していて思う事は、いつまで経っても道路の窪みの同じ所が直っていなくて、
雨が降って水溜りになり歩道を歩く時、車が来て足元が汚れる。自分も車が来ない時に小
走りで通り過ぎる様に走っているけど、市の方でも見回りして直して欲しい。

53 下水道補修後の凸凹。

54 冬の分離帯は要らない

55
・公園のブランコが設置されていない。
・舗装が下手。

56
・他の市や町と比べて、道路の整備が遅い。
・まだ砂利道が多い。

57
国道も所々、道道、特に月形線の継ぎ目、市道の旭通りの一部、他の市道の凸凹道など、
車で走って時々感じます。
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記　述　内　容

58
・歩道のすぐ脇に、用水路がむき出しになっている所が多く、危ない。
・ゴミや犬の糞が多い。

59 細い道に入ると凸凹の所があります。

60 舗装の凸凹が多すぎる（他１件）

61 歩道が少ない。大木があり見通しが悪い。改善の必要があると思います。
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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１８件）

2 自家用車を使用している（他１２件）

3 運動の為に歩くことにしている。

4 現在は自家用車を利用していますが、将来に不安を持っています。（他５件）

5
自分は、車使用（自家用）なので困っていないが、街から離れて住んでいる人は不便と聞
きます。

6 歩いて行ける距離にあるので、利用したことが無い

7 自転車、徒歩

8 タクシーを利用しています。

9 足が悪いので、よくタクシーを使います。

1 バス路線がわかりづらい。どの様に走っているのか分からない

2 バスを利用手段として考えていない（本数が少ないので）

3 休日に使いたい事があるが、休日は運休で使えず残念

4 市民バス（東線・西線まわりとも）利用が不便です。

5 バス路線が複雑です。

6 近くを通る路線があれば、大いに利用したい。

1 市内中心部に居るので必要ないです。

2 将来、歩行が困難になった時は心配である

3 将来的には西側に商店が減り不安です。市役所、コア美唄以外になし。

4
困ってはいないが（車があるので）バスがどのように運行されているのか、よくわからな
い。例えば、歩くか、タクシーに乗るかの選択しかしてない。バスに乗る選択もあるなら
ば、利用したい。

5
バスはあるのですが、遠くからでもバスとわかるように、仕様・姿・形等、統一すべきで
は（色は特に）

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

バスの時間帯・路線
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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 近くに孫が居るので、孫の世話をしているので生きがいがわく。

2 孫達の成長

3 家族でのドライブ、家族との会話

4 子供の成長（他１件）

1 夫婦でカラオケ、ダンス

2 家庭菜園（他３件）

3
８０代の夫婦ですが、人様の世話になるべくならない様、家庭菜園、散歩など体を動かす
ようにして居ります。

4 旅行

5 園芸、庭の草取り

6 家庭菜園や庭の花など。

7 友人との交流（他１件）

8 庭の掃除

1 特に何もしていないが健康

2 介護でいっぱいです

3 自身でストレス解消できる。１００歳の母（認知症ですが）のお世話も生きがい。

4 好きな人といること

5 老人会の楽しい集い。月３回町内会でやっています。

6 シルバー人材センターで剪定作業

7 年金でやっと生活しています。

8 親の介護

9 宗教でみんなと会える

10 家庭菜園・孫の成長

その他

　問１５-２　その他

記　述　内　容

趣味

子供・孫・家族
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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 カラオケ慰問

2 茶道で楽しんでいる

3 シルバー人材センターでパソコン同好会

4 生涯かどうか不明である。

5 旅行

6 魚、つりなど

7 自宅で手芸

8 読書、自己啓発

9 パソコン操作

10 カラオケ

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 町内会の廃品回収に協力している

2 ゴミ袋をなるべく少なめにしている。

3 花、木を植えたが今では手が回らない。自然に近いので鳥が飛び交っている。

4 衣類等をリサイクルに出す。（他１件）

5 リングプル・キャップを集めて出している。

6 車に排油燃料（ＢＤＦ）を使う

問20　災害に備えてどのような準備をしていますか。

1 ポータブルストーブの用意

問２０　その他

記　述　内　容

　問１６　その他

記　述　内　容

　問１９　その他

記　述　内　容
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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 職場等においては、男性優位である。（他２件）

2 行政、管理職は男性が多い。（他２件）

3 同じ仕事内容でも、男性の方が収入面では多い。（他２件）

4 給料と仕事上の地位から、男性の方が優遇されていると感じる。（他２件）

5
就職活動などで女性専用の職業が多すぎる。男性の総合職への採用を積極的に進めるべき
だ。

6 議会議員の人数、管理職の人数から、男性の方が優遇されていると感じる。

7
職場でのトイレ等、設備の面で女性用が無い所や、トイレ掃除は女性社員がしている会社
がほとんどだといった所からも、男性の方が優遇されていると感じる。

8
社会的に強い発言をする方が男性の方が多く見えるし、感じます。
なかなか一般的に、女性の意見は聞いてもらえないのでは… と思ってしまい、この様に感
じる社会なんだと、まだまだ感じます。

9 社会において活動の場、職場等において、男性の方が優遇されていると感じる。

10 町内会や自治会でも能力のある女性には重要職を司っても良いと思います。

11 就職や色々な会議等の男女比率から、男性の方が優遇されていると感じる。

12 働く場所やお給料の面から、男性の方が優遇されていると感じる。

13

女性は家事をしたり、仕事に行っていても、誰からも褒められる事も認められることも無
いが、男性はおだてられなければ意欲的に行動できない性質を少なからず持っているか
ら、そもそも女性と男性では、根気や自己犠牲の精神の違いがあるので、平等にはなり得
ないと思う。

14 社会的地位などで、男性の方が優遇されていると感じる。

15 市には、課長さんで女性の方は、１、２名しかいません。部長職は、まだ居ません。

16
出産・育児等でキャリアを中断するのは、女性が多い。日本もスウェーデンのように、働
き方（ワークライフバランス）を変えるべきだと思う。

17 子育て期間は、特に女性の負担が大きく仕事も男性の方が優先される。

18 雇用関係で、男性の方が優遇されていると感じる。

19 民間会社の管理職への登用から、男性の方が優遇されていると感じる。

20
組織のキャリア、役職としては…。但し、周りの女性はキャリアを積んで… の上昇志向は
無い。性差を超えた平等論には違和感がある。差別と区別は違う。

21 各団体の役員などから、男性の方が優遇されていると感じる。

22
女性が市政に参加する人員が少なすぎ。市役所の役職につく女性も少ないと思います。中
小企業では、賃金格差も見られます。

　問２５-２　自由記述

仕事・社会的地位

記　述　内　容
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記　述　内　容

23
職場では、まだまだ男性が優遇されている。役所などでも（市内）女性の方々の責任ある
担当者など（課長職等）あまり起用されていない。（女性側の意欲・知識が問われる要因
かとも考えられるが）

24
少しずつ変わって来ているが、就職・職場環境の面で、まだ男性の方が優遇されていると
感じる。また、問２６の質問（「夫は外で働き、妻は家庭を守るべきである」という考え
方についてどう思うか）があることが、男女の地位の平等ではないと思う。

25
男と女は体の構造が違う。生まれながらにして男・女の義務があると思う。発端は社会・
職場での女性の地位向上であったはずなのに、いつの間にか大事な義務を忘れている。

26 給料の面。男は家事をしない。

27 転職やアルバイトをする場合、女性の方が圧倒的に職安での募集が多い。

28 職場での昇進で、男性の方が優遇されていると感じる。

29
机の前でしか働いていない男性。特に上司は下で働いている女性の苦労を見ようとしてい
ない。

1 調理、掃除などは女性がするものと決め付けている。

2 農村地区が多いので、女性が大変な所が多い（他１件）

3
共働きだが、家事や子育ては結局、女性がほとんど担っている。（子供が病気の時や検診
などは母親が付き添う事が多い）

4
例えば、父子家庭よりは母子家庭の方が色々な助成がある。全般的に女性に対して優しく
してくれる方が多いと思う

5 出産・子育てで、どうしても差が出ると思います。

6
平等でありたいと思っていても、男性の方が優遇されていると思います。女性は家庭の
事、育児や子育てに仕事にと、大変な毎日を過ごしているのです。（他１件）

1 年齢的な事が、まだ残っているように思う。（他１件）

2 どちらとも言えない（他２件）

3 全ての場面で、男性の方が優遇されていると感じる。（他１件）

4 レディースデイや女性限定等という割引販売や優待等が多い（他１件）

5
印刷屋さんで年賀状を作った時、妻の名前が小さかった。札幌等では、その様な事が無
い。

6
優遇というより以前に、女性を下に見る傾向の男性が、まだまだ多い。田舎である証拠。
建前重視の男性が幅を利かせている内は、何も変わらない。

7 私たちの世代（７０以上）は、やはり男性の方が優遇されていますね。

8 聞きたい事がある時、主人の方が丁寧に扱われる。

9 ジュンダーの誤用により構築された現代社会

10 同じ行動、発言でも男に対しては許されるが、女に対しては許されないという場面がある

11
平均寿命が女性の方が長いので、色々な会合、クラブ等でも女性が多いので男性は少ない
と思っています。女性の方が優遇されていると思います。

家庭・子育て

その他
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記　述　内　容

12 まだまだ女性が主導権を取っていない。あらゆる面において

13
中年以上の女性は、バイタリティに優れていて自ら優遇を勝ち取っている様だ。老人クラ
ブ等の集いでも積極的に参加しているのは女性です。

14 年齢層にも依るが、女性が強くなったのは確かである（８０過ぎの男性より）

15 まだまだ頭が固い人がいる

16 良く分からない

17 仕事面と子育てで、男性の方が優遇されていると感じる。

問28　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 週５回運動する

2 毎日適度な運動をしている

3 間食はしない。

4 貯筋体操（他１件）

5 目的をもって生活する。

6 通勤時に自転車若しくは徒歩で通勤している

7 毎朝のテレビ体操をしている

8 毎日を楽しむ

　問２８　その他

記　述　内　容
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問29　この１年間に健康診断を受けましたか。

1 妊産婦検診程度

2 去年のみ受けなかったが、今年は受ける予定

3 病院へ通っている。仕事場で便の検査をしている。

4 通院している(整形・循環器・眼科・内科)

5 案内が来ても２，３か月あとの申し込みで忘れてしまう

6 メタボ検診だけ

問29-2　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 専業主婦なので必要性がない

2 年齢が若いため

3 信頼していない。

4
この１年ではないが、今年予定があり、以前も何度か受けている。何か気になる事があれ
ば受診し、その都度検査を受けている。

5 自分でお金を払ってまで受けようと思わない

6 健康の為、十分長く生きたから

7 協会健保加入で健康診断が無い

8 昨年、受診する事を忘れていた為

9 面倒

　問２９　その他

記　述　内　容

　問２９-２　その他

記　述　内　容
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問30　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１８件）

2 農業の街だと思うので、アスパラ、米、ハスカップ等積極的に宣伝するべき

3 農業の振興 → 市に入って来る人がいなければ、期待できない。

4 農業の外部へのＰＲ

5
農業は守られすぎていて、過保護気味である。中には真面目に農業をしていない者も居る
のに、何でも守るのはおかしい。

6 農業の活性化

7 地元で生産した野菜は地元で食べる（地産地消）

8 農産品を利用した町おこし。

9 農業情報の発信。美唄の特産物をもっと市民にアピールすると良いと思います。

10
農業。地元産の野菜などが沢山スーパーに並ぶと嬉しいので。あとＴＰＰに負けないでほ
しい。

11 美唄は農業の町。農業の人達が元気に希望を持って仕事が出来る町にして欲しい。

12
１．農業が年々厳しくなって来ています。報徳農業の推進並びに指導
２．農業後継者並びに花嫁対策（年々、農家戸数が減少している）

1 企業の誘致（他５件）

2 色々な買い物が出来る所

3
人口の増加が無ければ「まち」の発展は無理と思うので、工場等の企業の誘致が必要と思
う。

4 商工業の振興

5 企業誘致による雇用の増進。

6
色々なお店を建てて欲しい。ちょっとした物でも市外まで買いに行かないとダメで不便で
す。あと、道の駅もあれば地方から人が集まると思います。

7
高齢者の身勝手かも？　同居者が居ても買い物に不自由なことあり。食品の移動販売があ
ると助かります。週１度でも。

1 市に何か税収の入る事業を持って来る。

　問３０　（自由記述）

農業振興

商工業振興

記　述　内　容

行財政運営
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記　述　内　容

1 観光、物産

2 地方から人の呼べる環境整備。

3 観光と、公園の設備

4
市外の人が立ち寄る機会を増やす。
例えば　・焼き鳥　　・アルテピアッツァ　　・美唄～富良野線　　・ハイキング
　　　　・美唄山方面の歩き易い登山道

5 観光・オートキャンプ場

1 若者の定住

2 若い人も街を離れないようにする町づくり

3 例えば地方から、この町に住みたいと言うまちづくり

1 道の整備

2 市道以外の生活道路の荒廃が目立つ。雨の日など水溜りを車が走り家屋を汚していく

1 子育て支援（他４６件）

2 若い人が安心して子供を産んで育てる事の出来る環境整備（他３件）

3 高校へ通う子を持つ親にも、援助が欲しい

4
今の若い人達が共働きをしていても将来を担う子供を安心して産み育てられるような環
境。０歳児の保育など

5 美唄市で子育てをしていきたいと思う様な町にすること。

6
子育てしやすい町に!!　子供を預けて働く場所が余り無い様に感じるので、色んな条件の
色んな職種を!!

7 子育て支援は必要。高齢者福祉は要らないと思う

8 美唄市の保育料が高すぎる。所得による区分は、もう少し細かく分けた方が良い

9 少子化対策

10
子供（０歳から中学卒業まで）と保護者には、一時金の支給や医療費の無償化等、手厚く
しても良いのでは？

11 子育て支援の為の公共施設（子供が遊べる所とか、若者向けの施設）

12 保育所の増設

13 安心して幼児を預けられる施設の拡充が急務

14
高齢者は、ある程度年金等で贅沢をしなければ生活できますが子育て支援は大事かと思い
ます。

15 子育てのしやすい街には、若い人達が集まり、子供も増え、元気な町になるのでは？

子育て支援

移住・定住の推進

公共交通

観光・交流
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記　述　内　容

16
子供は少なくなっているが、病後児保育などを充実させれば、若い世代は住んでくれるの
では。また、「はみんぐ」のような場所がもっとあれば良い。

17 子供が自由に遊んで、学んでいく事を意欲的に行える様な支援をして頂きたいです。

18

・子育て世代への住居支援や、税金などの免税・減額など、扶養の見直し。
・保育所、入所規定の緩和。
・共働きをしなければ食べていけないので働けば税金が増えて意味がない
・仕事を探したくても子供を預ける場所も無ければ、ただ飢え死にするだけ
・男性の雇用が悪化して行けばいくほど、苦しむ家庭は増えています。

1 東小学校の先生の質を上げて欲しい。同様に東中学校も。

2 教育関係

3
私は子育て中なので、子供の学力について関心があります。勉強して分からない事が、分
かるようになる喜びや、努力の大切さなど親も子も、もっと勉強する機会があったら良い
と思います。

4 教育の充実とハイレベル教育するセクションの施置（特定高等教育課程）

5
・高校・高等教育（大学）への支援。
・無償の奨学金や通学費の助成制度（人生・生活設計の中で、この時期が一番お金がかか
　り、大変苦しい）

6
・小、中学校の教育の充実、基礎学力の向上。
・グリーンルネッサンスはいらない。

7 未来を担う存在となる子供達の教育

1 芸術

2
市民大学や市民講座の内容をもっと増やす（文化活動）を主に文学・絵画・歴史などを学
ぶ機会を提案して欲しい。

1
・生活環境の改善が必要。
・廃墟などの撤去 → 火災予防及び美観上。
・歩道橋の整備 → 雑草が非常に多く見苦しい。

2 高齢者向けも良いが、若年、若者向けの施設も充実させるべき。

3 都市整備（区画をきちんと整理）地籍整備

4 病院の整備、道路、橋の整備。運動場の整備

1 医療分野（他８件）

2 医療機関に関わる人の知識不足の改善

3 医療の充実（子供を産める環境）

4 医療費の無料

5
他の街へ行かなくても良いように、市立病院を何とかして欲しい。車の運転をしないの
で、他の町へ通院するのは、とても不便です。

地域医療

学校教育

都市基盤整備

芸術・文化・生涯学習

- 48 -



記　述　内　容

6 病院、介護関係

7 医療の一本化（総合病院）

8 皮膚科があれば良いのにと思います。

9 病院で、リハビリの町にする。その中に美しい唄のまちを入れて行く。

10 産婦人科医院の充実

11 市立病院の廃止

12 病院や高齢福祉など。

13 病院の改善

14
高齢者、生活保護の方ばかりではなく、若者にも優しい街にして下さい。風疹の流行もあ
るし、市で助成があると助かる。婦人科は無い様なものだし、今この町で子供を産んだり
育てたりするのは少し不安です。

1 福祉（他４件）

2 美唄は、高齢者が多いのですから、北海道で一番になるような大きな福祉の市にしては!!

3
障害者が安心して暮らせるように、福祉のお手本となる様な弱い立場の人にも優しい美し
い福祉のまちになって欲しい。

1 高齢者福祉（他３３件）

2 高齢者の住みやすいまちづくりが必要。特に住環境（他２件）

3 高齢者が安心して暮らせる街づくり（他２件）

4 健康な高齢者を増やす為の積極的な啓発活動

5 高齢者が国民年金で安心して暮らせる町にする。

6 老人ホーム

7 高齢者福祉の様な、気軽に入れるような所を増やして欲しい

8
高齢者福祉に力を入れて欲しい。特に医療機関にあまりかからない様な対策を講じて、医
療関係を最小限に抑える努力。

9 高齢者と共に住み心地の良い環境作り。

10
福祉のまち美唄を掲げていること、更に６５歳以上の占めている割合を考えても高齢者福
祉に力を入れるべきと思います。

11 高齢者福祉の全てをバランス良く計画的にするべき。

12 老人医療介護施設の充実

13 高齢者福祉関係では、グループホームの増設、充実が必要であると思う。

14 １人で生活をする上で心配なので、高齢者福祉に力を入れてもらいたい。

15 共済厚生年金者を除く国民年金者への福祉について考える必要があります。

16 色々な税金が年金から引かれて行きますが、これ以上、年金額を少なくして欲しくない。

福祉のまちづくり

高齢者福祉
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記　述　内　容

17 高齢者福祉等の行事、資金面の補助等を考えて欲しい。

18 高齢の一人暮らしが多くなるので老人ホームを増やしたらいいと思う。

19 高齢者福祉（食料の買い出し等）

20
福祉施設入居を考える年齢になり、入所費用、順番待ちの事が不安。公費で入所を望みま
す。

21
高額な福祉施設ばかりで、お金が無い人は老後施設に入居出来ない現実がある。町だけ
じゃなく国で変えて欲しい。

22 高齢者＝お金の面での事!!

23
当町内会も高齢化が進み、役員の適任者が少なくなって来ています。特に女性。独居老人
が増加。１０年後が心配です。高齢者福祉に力を入れたらいいと思います。

1
若い人の仕事が無いため、美唄から離れているので仕事を増やして欲しい。逆に高齢者は
多くなっている。（他３件）

2 若い人が市内で働ける環境作りが必要（他１件）

3 失業者

4
雇用の場の確保。東京会、札幌会の皆さんの活動は、緊急の課題です。老人の街になって
しまう。どうなっているのか。

5 雇用

6 美唄で希望を持って仕事が出来れば、良い町になるのでは。

7
高齢者福祉等で若者の働く所を確保しては。働く場所決定は、若者定着と人口増加につな
がる。

1 町の中心（国道・ＪＲ付近）の活性化。核になるものが無い。

2
美唄の町の活性化が必要。全ての面で、まだまだアイデア不足。良いアイデアでいいまち
づくりを

3
どの分野も大事だと思います。平等に力を入れて行く方法があればいいと思います。こう
いう話し合いや、集まったりする、年代を問わずに集まれる「町カフェ」のような所があ
れば良いなあと思います。

4
若い人が住んでくれる市にして欲しい。駅が新しくなり、特急が多く止まるようになり、
これが私の住みやすい一番の理由です。

5
・他の町から来た人が立ち寄りたくなるような駅前。
・国道沿いの整備が必要だと思います。

6 国道沿いに立ち寄り出来る場所等

7 地域経済の活性化

8 農道空港があるんだから、どんどん使用して欲しい。

9 過疎化の歯止め

10 中心市街地の活性化

11 国道１２号線の活性化（空き店舗や古い建物が多くイメージが悪いので）

地域活性化・協働のまちづくり

雇用対策
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記　述　内　容

12 町の活性化

13 農業や地域の資源（自然・再生可能エネルギー）を活かす。（雪・森林など）

14 特色あるまちづくりをすべき。アイデアを募る事も必要。

15 人材育成

16 若者に受けるまちづくりが市を向上させる。

17 ５０年後の美唄市を展開出来る人財の育成

18 農業の振興と共に、「アルテピアッツァ」「宮島沼」の活用法をもっと生かして欲しい。

19
個々の分野の発展も必要だが、色々な分野が横の連携を取りながら支え合うまちづくりが
必要では？

1 公園（遊具の充実した）の設置をへき地にも。

2
高齢者として、近くの体育センターを利用しておりますが、残りわずかな期間で廃止と聞
いております。車の運転が出来ないので、楽しめる場所が近くに欲しいですね。

3 高齢者の男女共に、もう少しくつろぐ所が欲しいです。

4
雨の日に子供が遊べるキッズパークのような所があったり、公園の遊具をキレイなものに
して欲しい。美唄市民以外の人達も利用出来るような所を。

5
まちの衰退が目立ち、まずは住みにくくなって来た。高齢者が喜んで参加できる事を考慮
して欲しい。

6 地域の自主自立

1 生活保護者の制度見直し（他１件）

2 分かりません（他１件）

3 見合わせながら、それぞれの分野にお願い致したいです。

4 スポーツ

5 若い人、高齢者が生活して行ける環境を整えて頂ければと思います。

6 若い夫婦世帯への支援。

7
空き地が多く生活排水等々、泥が溜まり流れが悪く、匂いが出て来ます。度々見回りをし
て欲しい。市役所に頼んでも見に来てくれない。年なので下水掃除は出来ません。

8 食、雪、桜、美しい唄の街のコンサート

9 中国と日本が、もっと仲良くなる。

10 もう食（焼き鳥・焼きそば）には力を注ぐな！

11
気軽に利用出来るファーストフード店が１店舗でもあると便利。（よその市に、お金を落
とさずに済む）

12
体に悪い物質が近くにあるらしく、病気になる人が多い。この町に住むこと自体どうかと
思うが、年寄りは容易く何処かに引っ越しが出来ない → きれいな空気が吸いたいです。
（市でうるさい位、もっと小まめに土地をチェックして欲しいと思う）

13 農業・福祉介護医療・教育を含む総合福祉村

コミュニティ

その他
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記　述　内　容

14 人口の増加（他１件）

15
・水道料の値下げ
・住民の税金減額（国保）

16 子育てや高齢者、障害者も住みやすい思いやりのある街にして欲しい。

17 母子家庭支援

18 パチンコ以外の娯楽施設

問31　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 役所の窓口も、もっと明るくしたら良いと思います。

2 行政の意識改革による市民目線

3 市議、市長それぞれ投票権の行使

4 役所の雰囲気が悪い。大人しい。もっと明るく!!

5
市のその係にあたる人はプロなのですから、もっと勉強して下さい。市民におもねるのも
必要ですが、それ以上に研究して下さい。

6
・市政に民間の人員（ブレイン）を採用すべき。
・縁故採用撤廃

7 関心のあるイベントを増やす。

8
・町内会長さんとの意見を聞く行政の考え方を説明する事。
・四半期毎に会合を持つこと

9 役所の中で部署を超えた連携を取って欲しい。

10 各町内会毎に市政懇談会をされて町内の要望を市政に織り込んで下さい。

11 市の広報誌を読んだことが無い。全世帯に届くようにする。

12 余裕が無く、その様な事を取り組む時間がない

　問３１　その他

記　述　内　容
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問32　あなたの家庭では、インターネットの環境に満足していますか。

1 Ｗｉ－Ｆｉを使用している（他２件）

2 わからない（他１件）

3 光回線だが、通信エラーや速度の遅さが少々不便。

4 インターネットを利用している。

5 光回線にする予定です。（他１件）

6 スマホ

7 光回線にしたいが工事費用が無いので諦めてＡＤＳＬにしている。

8 スマートフォンのテザリングを使用

9 ケータイがあるので

10 パソコンで知識を得ている

11
息子がソフト開発の仕事をしているので、全て導入している。毎月、高速で札幌に通って
ます。

12 ＬＴＥで満足している

13 やっと光回線が来るので満足したい

14 携帯で利用しているけど料金が高いです。

　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 市の財政

2 札幌市のホットペッパーのようなものがあると良い

3 生活情報

4 なるべく美唄で働きたいので、仕事の募集を多く出して欲しい。

5 ハローワークに載せていない求人情報（内職情報）

6 年金者にてインターネットを安く利用できる方法が知りたい。

7 保育所、幼稚園に関する情報

8 他の市の町の広報誌は「出生・おくやみ」を載せています。

9 神社のお祭り

10 窓口業務の詳細

11 子育ての細かな情報、幼稚園、保育園など

12 今のままで良い

13 現在の所、満足

14 各種施設の開館時間、休館日の最新情報

　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 大人の障害者が多くて通学の時に不安。老人のマナーがすこぶる悪い。

2 医療費負担が多い

3 学力が低い

4 他の子供達と違う意見や価値観を持つと「いじめ」の対象になっているようです。

5 診療費の３割負担

6 奈井江町のように子供の医療費を無料に…。

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

　問３５－２　その他

記　述　内　容

　問３６-２　その他

記　述　内　容
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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。

1

・私が思うには野球場、スキー場、高校のレベルが低すぎるので特修的な学校を目指して
　ほしいと思います。私に孫は６人おりますが、今の所その内３人が岩見沢西高校に行き
　卒業しました。月～金の駅までの送迎は私がしておりましたが大変でしたので高校のレ
　ベルを上げて下さい。
・私が思う事は教員住宅が空き家なので、道の持ち物などの空き家などをドンドン使って
　いけば良いと思います。役所の方では無理があるので、プロを交えてやることが良いと
　思います。
・労災病院と市立病院のことも宜しくお願いします。
・市内にある公園は、半分位は要らないと思います。

2
美唄市も人口がどんどん減っているので、三笠の様に色々な方法で若い人達に来てもらえ
る事を考えることが大切だし、若い人達や市民が美唄ならずっと住んでいたいと思える環
境作りをして欲しい。美唄は、年々住みにくくなっているのが残念です。

3

・アルテの近くに美唄の食材を使ったファームレストランを作ったらいいと思う。どの町
　のファームレストランも混んでいる。
・美唄工業高校後に市役所が入っては？ 今のままだと大地震など災害時に潰れるのでは
　と不安。機能しないのは困る。
・各学校が廃校になっており、専大や光珠内中央小、東栄小など合宿施設に利用してはど
　うですか。高校は、部活だけでなく１年時に研修合宿を行うため使ったら良いと思う。
　うちの子供は夕張に行ったので地理的に札幌や旭川の高校に来てもらえると思う。
・美唄は何の食がメインなのかが分からない。アスパラ、焼き鳥、やきそば、ハスカップ
　等、何かに絞った方が良いと思う。
・ピパの閉店時間が早い。何を売っているのかアピールも少ない。折角１２号線沿いで営
　業しているのに、全然目立たない。
・エビナスクエアは、営業しているか、いないのかが、全然分からない。
・夜のＲ１２のイルミネーションがキレイ。だが、茶志内は暗い。
・直線道路のアピールの案内看板の統一・整備・おしゃれじゃない。観光客にも分かりず
　らい。

4

私達が移住している「いなほ団地」に店舗が無く、買い物に不便を感じている。高齢層の
多い地区の人々は困っている。過日、旧農協で朝市が行われたが、大勢の方が買い物をし
ていた。市として、農協その他の業者等が「いなほ地区」に出店出来る様ご尽力願いた
い。

5
最近、街全体に空き地が目立っています。少しでも有効活用出来ないでしょうか。イベン
トのＰＲ活動などして欲しいと思います。

　ご意見等

記　述　内　容
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6

物産、観光、私が感じることは、美唄の物産（焼き鳥、とりめし、ハスカップ、農産物、
アスパラ等）の販売場所がバラバラになっていること。人が集う場所を一か所に集中させ
ては。全道一の直線道路のアピール度が少ない。直線道路の入り口辺りに美唄特有の施設
を。

7

有力者と言われる人達の言葉を聞いてばかりいた結果が今の現状。
まず、有力者との関係を断ち切らなければ再生はない。商工会議所や○○協会といった所
を通して市民の声を聞いてもダメなので自らの足で市内を歩いて問題を探して、市民の不
満を吸い上げて、それを解決する方法を見付ける事。
誰かの「権利」や「利益」を物差しにしないで「市民の暮らしやすさ」を唯一の物差しに
する事。それらを実行出来ない職員（市長や議員も含む）は、すぐに入れ替えを行う事。
美唄市には１万以上の労働人口がいるのだから、かんたんに出来るはず。
とりあえず、このアンケートを郵送しないで歩いて配達をしなさい。
「経費の削減」は、この様に簡単に出来ます。

8 町内会や自治会の活動で年に何回かの草取りやごみ問題等が必ず必要

9 東明公園の開発、設備の充足。例えば、芝桜で山を覆う。

10

・おじいちゃん、おばあちゃんの施設は多く住みやすいと思いますが、子供達には住みに
　くいです。きれいな公園もありますが、手入れのされていない公園も多く見られます。
　遊具も古いものが多いので新しくして欲しいです。
・休みの日に美唄市内に大型のショッピングモールがあると買い物しやすいです。そうい
　う所が無いので、みんな市外へ出掛けていきます。雨の日に遊べるキッズパークのよう
　なものが欲しいです。
・空知の中では、あまり無く美唄周辺にも室内のテーマパークが無いので、美唄にあると
　他の街からも人が集まると思います。中途半端なものではなく新札幌やレラにあるよう
　な、きちんとした遊具も充実した室内テーマパークが欲しいです。まずは、総合体育館
　の一室にでも、そういう所を作ってみてはいかがでしょう。

トイレ

アンテナショップ+エビナスクエア+各店舗等を集約
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11

・高校が少ないと思います。
・アミューズメント施設のような所がもう少しあったら良いなと思います。
　（レンタルビデオやカラオケ等）
・１２号線沿いに、もっと色々なお店があると雰囲気が変わると思います。
・小児科と産婦人科があったら嬉しいです。

12
・市議の数が多いので減らす。
・市長の公用車を維持費の少ない軽自動車に変える。
・冬の除雪、歩道に高く雪が積まれると見通しが悪いので、何とかして欲しい。

13

除排雪の件で、個人の依頼業者でハイドバンが自在に動くのを悪用して、バックで除排雪
をする。結果、遠くまで移動するので撒き散らかすことになり、隣近所が迷惑している。
そんな業者を指導出来ないか。
・何時も思っている事だが、除排雪業者を冬期間前に講習会等をして教育することは出来
　ないのか
・人材センターの賃金が高すぎる事を常に感じている。人それぞれの能力で同一ではない
　（雑草取り・屋根の雪下ろし等）
・生ごみの堆肥化を願っています
・アンケートは、メロディに織り込んではどうですか

14
子供が病気になった時に安心・信頼出来る医療機関が欲しい。病気の説明や適切な薬を出
してくれる小児科があれば、他市の病院まで行く事も無くなるので住みやすくなる。

15 一部の市役所職員の対応が悪い。ジュースなどを飲みながら仕事をしている。

16

自衛隊だけでなく、企業誘致や特色ある教育機関の設置。
転勤族で埋めるのではなく、札幌への人口流出をどのように食い止めるのか、子供達が安
心して成長できる場を築くと同時に、札幌近郊のベットタウンとしての機能を兼ね備える
為には、どうすれば良いか。
砂川、芦別の学校閉鎖は、他人事ではなく自分の事と受け止め支え合う（市を超えて）こ
との模索。
５０年後の空知を後世に残すために、どうすれば良いのかを真剣に考える事を市は勿論、
住民全体で考えなければならない。
当然の事ですが、それでも述べさせて頂きました。

17

観光を主脈に行政を行っているように感じますが、観光は一過性のものであり、企業誘致
は必要ではあるが、地元企業の体力をつける経済環境が必要では。
若者が安心して家庭を持てるように医療の充実を図り、特に子供を地元で産めることが必
要である。

18 色々と大変でしょうが、しっかりお願い致します。

19

・土地が市の管理ではないので、トイレが水洗にならないのが大変困ります。全市、水洗
　化が１日も早く出来ます様に、お願い致します。
・除雪の事です。南美唄町の我が家の前に、ゴミステーションがあるのですが、気配りが
　全くありません。また、隣と間隔があるので、我が家にゴッソリ雪を置いていきます。
　向かいに家がないのですから、そちらの方に寄せて頂きたいと毎年思っています。７５
　歳と７１歳の老夫婦と１００歳の義母の我が家には、とても困ります。除雪の時期にな
　りましたら、任された会社はきめ細かい対応をしながら、除雪をして頂きたいと願って
　おります。
・福祉の町が、段々薄れてきていると思います。
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20

・私はよくネットの掲示板で、夏の間北海道をバイクでツーリングする人達のレポートを
　見るのですが、国道１２号線沿いの町で名前があがるのは岩見沢、三笠、奈井江、砂
　川、滝川で美唄は、ほとんど名前が上がりません。電車で旅をする人のレポートを見て
　も、駅前には何も無いとまで言われています。他の街と美唄の差は「道の駅」などの旅
　人が立ち寄って休憩したり買い物したりする場所が無い事だと思います。日本一の直線
　道路沿いにあり、焼き鳥などのＢ級グルメ、農産物、ゆ～りん館など、良い物を色々
　持っている町だと思うので、旅人にもっとＰＲ出来る「道の駅」を作って欲しいです。
・あと札幌駅にある安田侃氏の妙夢は知られているのに、美唄のアルテピアッツァの知名
　度が無いのは、勿体無いと思います。駅前や国道沿いにアルテピアッツァの彫刻の一部
　を移して展示したらいいと思う。
・私は、東明公園の近くに住んでいるのですが、カリヨンの塔の鐘が壊れてしまい曲を演
　奏すると、音が抜けてとても聞きずらいです。桜まつりの時にも折角、市外からの観客
　が来ているのに壊れたままではガッカリされると思うので、修理をして欲しいです。
・私は特撮ヒーロー（平成仮面ライダー）が好きなのですが地産戦隊ビバレンジャーは超
　神ネイガー、琉神マブヤー、時空戦士イバライガーなどのご当地ヒーローの様に、もっ
　とスーツにお金をかけるべきだと思います。見た目が目に付くようになれば、他の地域
　の人もビバレンジャーか、美唄に興味を持つのではないかと思います。

21 粉炭の採掘を現在以上に行う事により、市財政、雇用面への貢献を目標とする。

22

・上下水道代が高い。
・冬期間、市内には外出する場所が無い。
・年寄りが立ち寄れる居心地の良い店が無い。
・道外から来る知人、親戚の人達を案内する所が無い。
・したがって、美唄に来てもらわず札幌に泊まって道内を案内することになる。
・旅先で美唄は、どんな所かと聞かれ窮することがあり「何もない所です」とだけ。

（問１８文化・芸術鑑賞の設問について）市内で芸術活動がされているのですか。岩見
沢、札幌に行かなければ、鑑賞が出来ないのでは？ 私は札幌に出掛けています。

23 桜の観光。焼き鳥のＰＲ

24
大規模な老人ホームの設立及び街場に人を集約する必要があると思う。我路、日東等を街
場に移動させることにより、サービス等が受けられ、除雪等経費削減につながると考えま
す。

25

・閉校した専修短大跡地を確保し、薬品製造ＫＫの試験場併せて東洋医学の帰検の為、漢
　方薬草田として誘致して如何か。先ず、北方系の薬用植物栽培に必要な冷涼な気候、土
　地面積が広い。投票所箇所の見直し（限界集落）ハイヤーでの送迎をすることで経費
　が、かなり減することになるのでは。
・美唄市を売り出すためのテレビ活用。
　（例）のど自慢（ＮＨＫ）、新婚さんいらしゃい、
　　　　開運！ なんでも鑑定団の中の出張なんでも鑑定団
・シニアの移住促進。閉校舎の集落住宅に改修。

26

・もう少し、病院の専門科があれば良いと思います。特に産科、婦人科、小児科は市外へ
　行かざるをえないので。美唄市は子育てをしずらい町だと思います。もう少し病院を増
　やして下さい。美唄市立病院は、建物が古くて行きたくないです。
・新しく美唄に移住してくれた人に対しては何かの特典があると聞いたことがあるけれ
　ど、では、長く美唄市に住んでいる人には何か得な事ってあるのかな？ と、ふと思い
　ました。色んな手当等他にもあると思うけれど、それでは当たり前の様に感じます。ど
　この町でもしていないような、得になる事って、美唄にはあるんだろうか。何年、何十
　年も長く住んで長く美唄に居る人にはもっと得な何かがあっても良いのではと思いま
　す。
・ＪＲ美唄駅周辺が、さびしい感じがします。もう少し、人通りが多くなったりする様に
　コンビニや書店があると便利だと思います。
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27

・ファミリーレストラン、ファーストフード店があると便利。
・生ごみ(燃えるごみ)の日が農村部では週１回しかない。せめて夏場だけでも週２回にし
　てほしい。小さい子供が居ると、オムツなどのゴミが出るので週１回では少ないです。
・「美しい唄のまち」きれいな音色の音楽が流れるカラクリ時計などをアルテピアッ
　ツァや美唄駅に造る。

28

・財政の立て直しを優先することも大切であるが、後々必要と思われることには大胆に先
　行投資することがあっても良いのではないか。
・市外から人を呼び込む仕掛けが必要。本年開催の焼きとリンピックには、大いに注目し
　ている。
・ＨＰが手薄すぎるので、見るものが引き付けられる様な斬新さが欲しい。
・空き地が多すぎる。売りに出ているのか、いないのか？ 価格はどのくらいか？ 等が分
　かる様な表示が無いので、その空地をどうしたいのか、姿勢が見えない。（やる気）
・メディアを有効に活用して、その情報を発信することが重要。

29

・６月９月のお祭りは、場所をずらすべきだと思う。近くの住んでいる人は夜うるさくて
　迷惑。特に近くの団地は子育てと高齢者メインの団地だから、早く寝る世帯が多いと思
　うので。
・旭公園に、もう少し遊具を増やして欲しい。

30

・空き中学校の利用促進
　→ 例えば　①民間に払い下げる　②芸術家のアトリエ
　　　　　　 ③地域の集会所　　　④地域のスポーツ　　⑤娯楽施設への活用
　専大などについては
　→ 各大学の合宿施設への活用
・美唄の農産物ＰＲ不足（特にアスパラ）
・札幌圏などから人を呼べるイベントの工夫

31

・アルバイトでもパートでも、沢山の人が働ける所。
・生活保護に甘えて仕事もせずにパチンコや酒など飲んで遊んでいる人の見直し。
・公務員さんの天下りでなく、若い人達が社員として働ける場所。
・私達には議員さんの仕事は分かりませんが、議員になった途端に新車に変えれる位の給
　料が必要なのですか？ 最低賃金より上を貰う事は何故ですか？

32
・史料館から市役所までの広場は秋の紅葉が見事でした。市民の皆さんに見頃を伝えては
　どうですか。
・遠くから行くと駅・バスのりばの周辺でホッと休む場所が欲しいですね。

33

・予算が無いなりのイベントに、みんなが知っている芸人や芸能人を呼んで年配者も楽し
　めるようにして欲しい。
・子供のいじめ、大人のいじめにも取り組んで欲しい。
・道路にも力を入れて欲しい。道が悪すぎる。

34

・ボランティアをするんだったら、仕事をした方が良いと思うが、今の現状では生活する
　のさえ色々と難しい。仕事は岩見沢、砂川まで行こうと思うと遠くて通勤には大変。美
　唄に仕事が沢山あって、若い人達が美唄に残ってくれる様な美唄にして欲しい。
・同年齢、近い年齢の方が居ない為、話す機会が全く無い。高齢者の方とは、話が全く噛
　み合わず町内会に出ても黙って聞いている。聞かれたら答えるが、話が続かず参加して
　いない。（年に１、２度のみ）
・電車バスを利用している学生さん等の方々の待ち時間に時間を潰せる様な喫茶店を作
　り、手作り品等を置いてほしい。時間が潰せるように一年中やってほしい。
・中学生他の子供が居るのですが、服を買いに行っても美唄にはサイズが無く、岩見沢ま
　で行かないとならないので、美唄で用を足せるようにして欲しい。
・若い人達に仕事をドンドン増やしてほしい。
・安心して暮らせる美唄になる様に力を入れて欲しい。
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35

・色々な行事に参加したい気持ちはあるが、人と対話したり忙しい時間を過ごすと疲れる
　ことが多い。体が弱いので、色々な病気が起こる。（趣味が仕事になっているのと、別
　な事で忙しいので）
・市が努力しているのは分かっているつもりです。冬に関しては国道の排雪も一回と少な
　くなった。市道は前美工前道路と旭通りは冬はすぐ狭くなっていたが、昨年は両方と
　も、とても気を使って排雪していました。何事も予算を出すのが大変でしょう。

36

・アルテピアッツァは、とても素晴らしいと思います。そこでの様々なコンサートや美術
　展示など、気負いなく芸術に触れる機会が持てるのが嬉しいです。
・美唄は、とても住みやすい町だと思います。札幌へも近く、駅の利用も（駐車の問題も
　無く）しやすく、高速もあるのでＪＲでもバスでも便利で有り難いです。
・市立病院の小児科の先生が、決まった時間に受診すれば診て下さるのは、本当に有り難
　いです。患者の側からすると、とてもありがたい事ですが、それを実際にして下さって
　いる先生方にとっては、とても大変な事だと思います。休日にも勤務されゆっくり休め
　る日は無いですよね。お陰様で、小さな子を持つ私達親は、とても有り難い思いをして
　います。先生方に感謝しています。転勤族ですが、今迄そのような対応をして下さって
　いる病院を知りません。いつもそう思うのですが、先生方に感謝を伝える機会がありま
　せんので、この機会に是非お伝えしたいと思いました。先生方がして下さっている事が
　当たり前の事とは決して思いません。本当にありがとうございます。特別な事だと感謝
　しています。美唄がもっと、いえ更に住み良いまちになる事を応援したいです。

37

・美唄市の大通り商店街（１２号線）活気が無い。
・もう少し沢山の人が集まる様なイベントが欲しいと思う。
・また少人数でも働くことの出来る企業を誘致出来ないか。検討の余地があると思いま
　す。

38 雪が溶けた後、除排雪後の破損箇所の修理等をした方が良いと思います。

39

自然環境が汚れている。自然環境が悪い（最悪）まちづくりと言っても、個々の自覚とい
うか？ を持っている人でないと、美唄市に住んで欲しくないと思う。
市営住宅や、道営住宅に住んでいる人達には、とても自己責任みたいなものが欠けている
様に思う。町内の草刈り（掃除）にしても出ない人は出ないなりに自分の持ち分だけやる
とか。（ゴミの問題もあり）住宅の除雪も、自分達でやれば良いのに、個人の家主にやっ
て欲しい様な顔をされても図々しいと思うばかりである。まだ若い人達で健康であるな
ら、どんどん除雪なり草刈りをやるべきだ。（マナーも何も守らんし）まずは、自分が住
んでいる周りからキレイにするべきだ。
（市営住宅でもほとんどの人がペットを飼っているが、どうなっているの？）
除雪も、市役所にやってもらうなんて、税金の無駄使いも困ったもんだ。最近は、ペット
も可で入居できるんだね。
こんなところに、お金を掛けないで、もっとキレイな町作りをする為にお金をかけて欲し
い。新しく市に住んでもらう人に、お金を出すとか。
街（市街）だけは公園整備されてるが、はずれの方はさっぱりだ。
もっともっと視点を外さずに、よーく見て下さいよ。まだまだ書き足りないが、仕方ない
よ。

40 稲穂地区にスーパーなどの出店を望む

41
このアンケートは、美唄市内(中心部)のまちづくりのための物ですか。農村環境について
は、一切なし。

42 住環境の整備、街の中の空き地の利用、古い住宅を早く整理する。危ないものもある。
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43

自然環境について。駅の雑草が気になる事がある。一応、美唄の顔なので(東側)先日、ボ
ランティアの方たちが丁寧に処理しているのを見ました。
・最近、私の好きな店が次々閉店しました。美唄唯一の雑貨（ファンシーショップ）と、
　ペットショップ。この時、初めて美唄はこういう街なんだ… と実感しました。私は車
　もあるし、まだ若いので、札幌や岩見沢など好きなものを買いに行くことが出来ます。
　しかし、お年寄りや体の不自由な人、車の無い方は仕方なく（失礼な言い方ですいませ
　ん）好きではないけれども、まだましな物を買っているのではないでしょうか。美唄の
　お店の素敵な所もあります。美唄独自の物を売って、頑張っている所もあり“美唄マル
　シェ”の様なお店では買いたいと思います。年に一回ではなくて、もっとマルシェの日
　を増やして欲しいです。もしくは、マルシェの商品を普段でも買えるようスーパーなど
　で買えたら良いなと思います。
・転勤族の方で美唄に住んだ事のある方は「美唄はとても良い所だよ」と言います。良い
　人、親切な人が多いと思います。自然も多いし、文化的にも芸術的にも（アルテ）素晴
　らしい!! でも何か足りないような… それに負けない誇らしい街にするためには…？

44

・中心市街地ばかり整備しないで、南美唄や東明地域の過疎地域にも手を入れて欲しい。
　危険な空き家、廃屋を片付けてほしい。
・公共交通機関が、殆ど無い地域から中心市街地まで文化の鑑賞に行く人は居ない。小、
　中学校の空き教室や体育館等を利用したりして、身近な所でも芸術鑑賞が出来るように
　したらどうか。
・高齢者の多い地域では、人が集まって来るのを待つのではなくて「出前」的にやった方
　が良いと思う。手間暇・資金をケチらずに。
・元気な高齢者を作る事に努力すべき。それには、刺激・感動を与える事を考えて欲し
　い。「上手な野菜、花の育て方講習」とか「楽しいパソコン、スマホの使い方」とか
　「本場、中国人に学ぶ中華料理」とか「健康に、若々しく生きるコツ」とか楽しくて
　ちょっと為になる講座を高齢者向けに、高齢者の多い地域で、やってみてはどうでしょ
　うか。

45

・郵政などの余っている団地を特優賃などにして、子育て世帯に提供する。
・コア付近や銀座街、駅周辺へ新たに出店アイデアを募って実現化出来そうな店舗は融資
　を行ってほしい。市で、土地や建物を運用出来れば、資本の少ない若者も起業できる。
　上手くいけば市の未来の収入になる。空いている土地や建物を財産として、ただ無駄に
　している。地主が美唄の発展を邪魔しているのでは。
・折角、美唄という名なのだから、アルテピアッツァだけでなくアートカフェや、音楽学
　校を廃校で（美工等）で行えばいいのでは？
・美唄自体、人口が少ない訳でも、子供が少ない訳でもないと思う。街が色々と充実して
　いないから、人が流れてとどまらないだけ。娯楽、ゆとりが欠けていると思う。あと、
　学ぶところの種類が少ない。岩見沢のナカノタナの様に、三笠の道の駅の様に人の集ま
　る場所を作ったら良いのでは？

46

アスレチックのような遊具があったり、アルテピアッツアの流路のように水遊び出来る所
があったら、休日なども遊ばせやすいが、労災裏手の公園などは、水遊びさせたくても汚
く、虫もたくさん湧いていて、とても遊ばせれる様な環境ではない。
公園が沢山あるのだから、きちんと整備すれば、利用者も増え、子供もたくさん友達を作
る事が出来ると思う。

47

小児科が開いている時間が少ない。市立病院は１６時に終わってしまう。働きながらだと
間に合わず市外に病院に行くこともある。（市外は、１８時まで受け付けている所が多
い）毎日でなくても少し遅くまで開く日があると良い。予防接種がある時は、１５時～午
後の診療も不満。病後児保育を行ってくれる所を作って欲しい。そうすれば、子供がいる
世代が住み安いと思う。雇用も生まれるのでは。

48 学校がたくさん空いていますよね。北海道で一番という様な福祉の町に変身しては!!
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49

・古くなっている、壊れている等の建物を放置しないでなくした方が良い。きれいな所は
　あっても、壊れかけた建物等を見ると美唄市は何をやっているんだと疑問に思う事も。
・美唄には住みたくはなかった。子供の病院（小児科）、他の病院も、商売する人達の評
　判が悪すぎる。
・炭鉱の町だったからか、殿様商売が目につく。これでは、大型店にしか客が行かなくな
　る。

50 街路樹のアカシアの木を取って欲しい。花と葉が落ちて汚い。掃除しない。

51 若い人の雇用と、美唄市から人が離れないまちづくりをして欲しい。

52

・元、稲穂農協が無くなってから、いなほ方面の老人の買い物に不便を感じている。車が
　ある人は良いが、東にばかり発展させるのは問題である。
・福祉の町という割には車いすの方が自由に出入り出来る様に入り口を考えるべき。
・道の駅を作ると良い。美唄市をもっとアピールするべき。
・美唄駅周辺をもっと活用すべし。
・市立病院を縮小しキレイにするべき。市立病院を潰さないように考えて行くべき。個人
　病院はあっても、市民の病院が無くては救急時に大変。
・このことを目標とし、とりあえず三万人復帰!!
・子育て世代に支援。
・リタイヤ組の移住支援。
＊市役所職員は、市民に思いやりを持って優しく対応するように!! 美唄市の窓口です。
　若い職員をドンドン採用するべき。今後の美唄市の為に。

53

・道・市民税が高く、収入が増えたと思っても、その分支払う額が増えるので、いくら働
　いても生活状況が変わらずガッカリする。
・子育て世帯やシルバー世帯を優遇するのも良い事だけれども、栗山町のように、これか
　らを担う若い世帯への支援を行ってくれると、もっと美唄市も魅力ある市になるのでは
　ないでしょうか。
・保健福祉センター隣に、福祉センターがあるのですが、妊婦さんも出入りする場所なの
　で、お年寄りの運転する車が行き交う所を歩かせるのは危ないと思う。場所を変えろと
　までは言わないが、せめて駐車場を別々にした方が良いと思います。実際に車をぶつけ
　られたので、出来れば二度と行きたくないと感じましたがこれから妊娠することがあれ
　ば、行かなければならなくなるので、離れた場所に福祉センターがあれば良いのにと、
　その時思いました。

54

美唄市が、今後発展して行く為には、美唄に人口が根付く事が必要だと思います。高校、
大学を卒業した後に美唄で働いて生活することが楽しいと思えるな環境作りが大切です。
魅力ある就職、結婚をして子育てをしやすいことをアピールする為に、数年かけても考え
ていかなければならないと思います。やきとりでアピール出来たのは、とても効果がある
と思います。

55

・市民に問う前にもっともっと本気で役所の方々がまちづくりを考えるべきと思う。
・企業誘致
・農業を利用したイベント・新商品の開発
・人口を増やさなければ自立出来ない。（例え、やっていたとしても市民はそれを知らな
　い）
・市外から、お金を持って来れる機会を作る。まだまだやれる事はあるはず。私達３０代
　が美唄を支えるべく、環境作りを。美唄市役所の方々に期待します。「美唄」の名を全
　国に知らしめましょう!!（良い意味で）

56 農業の基盤を堅固に産業と観光の発展を目指す。
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57

以前、友人と冬場の外遊びは、時間も限られ屋根などにも気を付けなければいけないの
で、屋内の遊び場があれば良いのにと話した事があります。
はみんぐなどは、小さい子供が中心なので、兄弟がいると上の子が遊べなかったりするの
で、体育館のような広い所で走り回れたり、少し遊具もあったら良いなと思います。高額
でなければ、有料でも利用したいと話をしたことがあります。

58 市内で高等教育が受けられる場は必要だと思うが、今の市の状況だと無理だと思う。

59 公共交通網を整備して、個人の保有する車を減らすこと。

60

・病院の町にする為、もっと車いすが通りやすい様に、バリアフリーの歩道を意識して作
　る。
・保育所の保育士補助にお年寄りを取り入れる。あるいは、老人ホーム等に保育所を同
　居させ、老人に子育て援助をさせる。
・駅前、再開発は当然必要だが１２号線沿いの再開発も必要。
・ＴＵＴＡＹＡやゲオのレンタルが無い。すき家、ケンタッキー、ミスタードーナッツ等
　も無い。生協、農協、食料品販売店、品物悪い(農協良し)値段が高い。卸売スーパー
　は、単身向けではない。 ⇒ 商店の誘致
・やけに空き地と空家が目立ってカッコ悪い ⇒ 整地と有効活用
・病院が多い。思い切って病院の町にしたら。リハビリ施設も土地があるし、素晴らしい
　施設が作れる。
・大学もなくなり若い人がいない。居酒屋、スナックも若い人がいない。
・美唄に限らず野幌・江別・岩見沢・砂川・滝川とホテルが少ない。観光目玉も無い。
・焼き鳥，とり飯は素晴らしいが、観光にはならない。富良野のように、ファーム富田の
　頑張りもあるが、ラベンダー・富良野メロン・ワイン等市の努力が必要。
・炭鉱衰退を意識せず、歴史にこだわらず、新しい美唄を作ってもらいたい。

61

私は美唄生まれではないが、美唄が大好きだ。それは地域の安全が保たれ、安心して生活
出来るからだ。心の安全と安心が叶えられていることこそ幸福な事だ。市の自立は、まず
経済、市の財政であると考える。交付金ばかり当てにしては、いつかはパンク。アイデア
は中々生まれないが、何かをタダにする事が出来れば…。電気？ 水道？ 工夫して事業を
起こせば…。アイデアを出し合う場の設定が大切。ある様で無い。市の色々な組織。同じ
様なものが沢山ありすぎ。一回作ると、いつまでも変わらなく続いているのが、大きな無
駄だと思う。

62
容易な事では無いのは分かっているが、市内に工場などの働き口を確保できれば、人口の
増加が見込めると思う

63

進徳町の歩道橋にある流水枡に泥がいっぱい詰まって、用をなしていません。私は、いつ
も除去しております。一度、役所にも電話をしてみましたが、そんな仕事はしていないと
の返事でした。もし、町内にお願いして下されば考えるかも知れません。一度見に来て下
さい。

64

買い物環境が悪すぎです。イオンのような大きなショッピングセンター等の誘致は不可能
なのでしょうか。みんな市外で買物していますよ。お年寄りの事ばかりに力を入れても、
若い人達は出て行く一方だと思います。美唄で子供が産めないのも大問題ですね。難しい
事ばかりなのは分かりますが、何か一つでも魅力がないと美唄なくなってしまいますよ。

65
峰延に住んでいますと、なかなか美唄の情報が入りません。今回のアンケートの内容も、
遠い話の様で答えを決め兼ねるものが多いです。「びばいのまちづくり」と言われてもピ
ンと来ない事ばかりです。
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66

・高齢者の保育園があれば、自宅で介護出来ると思う。
・猫カフェを公共の施設に作ったら、地域が活性化すると思う。（高齢者が多いが、ア
　パートで暮らしている人が多いため、ペットを飼えないから）
・街路樹は、消毒出来る範囲で植えて欲しい → 消毒する予算が無いなら、木を切って欲
　しい（毛虫・クモがぶらさがっていると気持ち悪いから）
・街路樹が無い道路は危ないので街灯を点けて欲しい。
・市民バスと電車、空知バスの時間が合わなくて困る。（駅まで歩くより、早く家を出な
　いと乗れないため、使いづらい）

67

・子供手当は小さいお金の掛からない時に貰えるけど、これから一番お金の掛かる時に終
　わってしまう。働こうにも年を食った専業主婦が働ける所は少ない。
・昨年２月に近所の方が市役所の教育委員会の求人で働こうとハローワークで申込みをし
　たが「あなたの住んでいる地域の方は以前、問題があったので、面接をしても無理だと
　思います」と面接さえも断られた。しかし、どうしても納得がいかず「落ちても良いの
　で面接させて下さい」とハローワークの人に言った所、反対に「ちゃんと言ってくれた
　んですか！」と、ハローワークの担当者の方まで言われたそうです。当日、面接時に、
　その旨についての説明を求めたが納得のいく説明はして貰えなかったそうです。教育委
　員会の方なのに地域で差別をするなんて信じられない。頼む時ばかり頭を下げるが、実
　は市民を見下している。
・生活保護の基準が甘すぎませんか。市内に家族が居て、普段交流があるのに、なんで簡
　単に支給しちゃうんですか。簡単に保護して支給して貰えるから嘘をつき、パチンコを
　したり、贅沢三昧。真面目に生活している人達が馬鹿みたいです。抜き打ちで検査とか
　した方が良いですよ。美唄市はただでさえ赤字なんだから。
・除雪業者の作業の仕方に統一性がない。歩道埋まっています。
・階段で笑いながら電話をしている職員の方を見掛けました。業務時間内の携帯電話の使
　用に関しては、あまりに自由すぎると感じました。ちなみに私の職場では、勤務時間内
　の携帯電話の使用は一切禁止です。

68

・出産できる病院が無いので不安
・書店がコア美唄にしか無い
・保育料が高すぎる
・公園が少ない
・娯楽施設（レンタル店、カラオケ店）が少ない
・飲食店も少ない
・ＪＲがあまり止まらない。札幌まで軽々行きたいのに、バスは朝と夕方しかない
・水道料金が高い
・もっと若い人が美唄に留まりたくなる様な魅力があったら、人口が減って行かないので
　は？

69

至急を要する時に、安心できる医療機関が無い事が不安。岩見沢、砂川への搬送でも時間
がかかり、生存しても肉体的に障害の残る事もあると考える。私は８０を数年超えたの
で、不治かつ末期の病気が出来れば人間としての尊厳死を望んでいます。日本尊厳死協会
にも加入し、延命措置を拒否して人間らしく死にたいと思っている。市民も自分の最後
は、どう送るのかという点での懇談会等が必要と考えます。町が自立する事は市民の一人
一人が、この町で生きてゆくことの方向を自覚する事が必要と考えます。

70 市民バスが通っているのに、除雪があまり良くない（道幅があまり良くない）

71
将来の人口減少に対する美唄市の姿を示して欲しいと思います。例えば、上下水道、病
院、学校、老人施設、除雪等で早い対応が必要と考えますが、何も見えて来ない。不安で
す。

72
近年「詳しくはホームページで」とのことわりが多く見られるが、パソコンを持っていな
い家庭もあるので（我が家も）なるべく広報などでも分かるようにして欲しいです。

73
・市民から広くアンケートをとるのは、とても良いと思います。今後も続けて欲しいです
・だれの責任でもないけれど、小学生の子供達が、公園に捨ててあったワイセツな本を拾
　い読みしてしまい、指導に困ったことがあります（苦笑）
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74 玄関前の除雪の雪のかたまりを排雪するのに、塊の為に困っている

75

・国道や道道の道路施設以外の私道である生活道路の荒廃ぶりが目に余る。雨の日など
　は、何処に行っても水溜りがあり、車は徐行の連続である。中には無理にスピードを出
　して走る車もあり、住宅の壁や玄関のガラスまで泥水を飛ばしている。このような状況
　は、美唄の至る所に有ります。ちなみに我家も直ぐ前の道路が簡易舗装の為、穴ぼこで
　あり雨が降るとすぐ大量の水が溜まる。心無いドライバーが結構いる。玄関は、雨が降
　るといつも泥だらけになっている。美唄市の自立を言うなら、まずこの様な生活道路の
　改善と修理、住み良さの方向性を考える事であり、これらが達成する事で次のアイデア
　が見えて来ると思う。
・冬期間の除雪について一言。私道でも市の除雪車が入ってくれるのは良い事である。し
　かし、入り方が問題である。私達の地域は大型ショベルなどを持っている方が市の除
　雪が入る前にほとんど排雪をしてくれる。問題は、その後である。折角、キレイにし
　た所に雪を寄せて行くのである。
・歩道の除雪は良いのだが、車庫、物置の入り口など、かまわず雪を置いて
　いく。物置代わりに使っている車庫の前など飛ばして固くなった雪の除雪に大変苦労す
　る事がある。除排雪のあり方に依っては、大変苦労を掛けていると言う事を認識して欲
　しいものである。
・美唄市が、より良い自立を望むのであれば、この様な隠れた悪行を改善していく事では
　なかろうか。

76

・駐車場をもっと増やして欲しい。
・子育て中です。３番目の子供が弱く医療費がかかります。奈井江町のように小６まで医
　療費免除をお願いしたいです。インフルエンザの予防ワクチンも、せめて千円くらいに
　なる様に、補助して頂きたいです。３人居ると１万８千円にもなり接種出来ません。子
　供を育てる苦労の為、産むのを控える事の無い様、未来の為に子供への投資は、どんど
　ん行って下さい。

77

まず何より市立病院。今、皆さんが急に心臓や頭の病気で倒れて、救急車で運ばれても死
にます。市立病院に運ばれても結局は診れなくて砂川市立病院に転送です。その内に手遅
れで死にます。農家の基盤整備も必要だけど、何よりまず市民の健康でしょう。 コン
ピューターの学校を残して年間何千万の予算使って美唄市民に何の為になるのでしょう。
人材開発センターも講習に人が集まらなくなっているのに集まる訳がないでしょう。誰の
為に、そこまで学校を守るのか。その予算を市立病院の医者に使った方が良いと思いま
す。江別市立病院が以前、大分おかしくなってたけど今は素晴らしいみたいなので一度、
市長も勉強をしてきた方が良いと思いますけれど。まずは、何の予算より市民の健康を守
らないと始まらないと思います。真剣に考えて頂きたいと思います。

78
私は農道空港を使用させて頂いている者ですが、少人数でありますが、地方や内地からス
クール生が来て、わずかですが美唄にお金を落として行ってくれます。もう少し農道空港
が使いやすくなって、人が集まると良いですね。

79 若者を増やして活気のあるまちづくり。このままだと美唄には、老人だらけになる。

80

教育格差の解消。偏差値教育はやめて、子供一人一人の長所を伸ばす教育制度を考える。
美唄の子供達は、夢豊かに心優しい子供に育って欲しい。国の言う事を聞いていては駄目
です。中学生には、社会制度、戸籍住基、健康保険、年金制度について教えるべきであ
る。お金が無くても勉強に意欲のある子供を育てる教育施設を作るべきである。廃校を活
用して、社会で活躍できる美唄っ子を育てるべきである。市立病院に２１億もの一般会計
から繰り入れしているのであれば、廃院にして美唄労災、砂川市立と協力関係を結ぶべき
である。そんな無駄使いをするのであれば、美唄の子供達に助成をして、教育を受けられ
る独自の制度を築き上げる事が大切と考える。未来のある美唄っ子達の為にお金を使うべ
きである。また、町内会制度を確立して意見、要望を町内会単位で聞き、市政へと反映さ
せるべきである。予算作成前に町内会長との要望を聞く会議を持つことが必要と考えま
す。

81 遊び場所が無くて寂しい
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82

・まちづくりに関するイベントや市民が意見を提案する場などは、基本同じ人の参加が多
　くなり同じ意見しか出なくなると思うのでアンケート等は良いと思います。
・美唄は焼き鳥を広めようと思っているかも知れませんが、実際に遠方から来た人達は
　ガッカリして帰るようです。お店の雰囲気・接客の悪さ等が飛び抜けています。イン
　ターネットの口コミなどを参考にしたら良いのではないでしょうか。
・現代は、挨拶や声を掛けて来る人が、怪しい人になってしまいましたが、人口が多い街
　ではないので、もう少し老若男女問わず、挨拶をしあえる明るい町になれば良いです
　ね。年を重ねた方々が急に変われないと思うので、保育所、幼稚園、学校の教育の中で
　挨拶運動を広めて行く等、子供が変われば大人も変わると思います。
・子育て支援センターなど、幼児を対象とした施設ばかりではなく、児童館など子供たち
　が遊べる場所も考えて欲しいです。

83

「美唄市が自立していく」医療の面からみて、自立は難しいと思う。小児科は市立や他に
もあるが、機能をしてなく子供を持つ親は岩見沢や砂川に行かなければならない。小児科
の他、成人も美唄市内で治療できない場合は市外へ行く事を勧められ、高齢社会の中で市
外に行くことは本人、家族の負担も大きく「医療の面で自立」というのは、病院を改革し
て貰うしかないと思う。
また、美唄市の生活保護者の多さ。生活保護の人は仕事が無いから生活保護なのか。一見
健康そうで働けそうな人はとっても多い。その上、生活保護のお金で旅行に行ったりもし
ている。旅行は生活保護のお金で行っても良いのか。これだけの生活保護世帯が居る限り
財政が取られ、あのような凸凹歩道を直したりは出来ないと思う。

84
・病院の整備（総合病院）救急医療の充実。
・道路・橋の整備
・ゆ～りん館の値段が高くて使いづらい

85

かつては美唄と言えば、全国的に名の知られた炭鉱街であった。それが現在では、美唄に
炭鉱が無くなったと言えば、それまでだがその衰弱ぶりは産業人口減と目に余るものであ
る。美唄として市を挙げて取り組む作業を積極的に招致するなり、成育するなりの方策を
探るべきではないだろうか。
生まれ育った美唄が、このままでは故郷への愛着は強いが、夫婦ともに八十代後半となっ
ては、他人にこれ以上迷惑をかける訳にもいかない。
近く札幌に住む子供の所へ転居するつもりであり淋しい。悲しい。この気持ちは当人でな
ければ判らないだろう。美唄の住民は次々にこの気持ちになり、やがて死ぬのだろう。

86

・市役所職員の人員の削減をする。人員の削減が出来なければ、給料面でボーナス、退職
　金を大幅にカットする。（地元企業との情報の交換を行い、市職員の給料扱いボーナ
　ス、退職金を地元企業の職員の給料及びボーナス退職金並みにする事）
・保育所、幼稚園、老人ホームを総合的に考える。総合的なまちの医療を労災病院にお願
　いし、市立病院を廃止し建物を取り壊し、跡地に保育所・幼稚園・老人ホームが一緒に
　なった総合的な建造物を建てて、町が一体となり赤ちゃんから老人ホームまで考えた町
　づくりをしたら良いと思う。美唄市の人口の減少に伴い、人口の有権者に対する市議会
　議員の定数が多すぎると思う。他の市町村でも多すぎると思う。美唄市の場合は５人～
　１０人で良いと思う。
・美唄市の財政は、現在すでに破綻していると思われているのに人件費で２５億はない。
　美唄市は立ち直れなくなる。

87
子供のイベントや遊び場が多く、冬でも時間があれば、子供を連れていく事が出来とても
良い所です。美唄に来て約２年経ちますが、大好きな場所です。とても環境が良く子育て
には最高です。

88 公園が国道より西側になく、中央公園も夜は暗い。
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89

・美唄市民が増える為には、働く会社があると良いのですが、まずは美唄に多くの人が集
　まる施設があると良いのではないでしょうか。例えば、今自分がスポーツをしていて、
　子供にもスポーツをさせているので感じるのですが、冬場のスポーツ施設不足です。北
　村ドームや三笠ドームの様な施設があれ良いと思います。専修大学や美唄工業高校の施
　設の建物を利用して,他の市から人が集まる施設にしたらいいと思います。
・１２号線のさびれた感じをどうにか出来たら良いですね。（美唄の顔だと思うので、キ
　レイな町並みにしてほしいです）

90

・市役所の職員は市民と感覚がずれていると思われる。あなた達も一市民であるならば、
　自分がされて嫌な事はするべきではないと思われる。例えばゴミの事を聞こうと電話し
　た時に係が変わる時、電話を保留にもしないで替わり、全ての会話がこちらに聞こえて
　来る。あまりに常識が無いのではないか（水道課も同様）その様な職員は市役所の職員
　として養う余裕が今、美唄市にはありません。これだけ財政が必迫している時に無駄な
　金を使う時ではない。その様な職員は即やめていただきたい。机に座っているだけで給
　料をもらうんじゃないと言いたい。
・美唄市は他の同規模の自治体と比べても職員が多すぎると思う。一体どんな仕事をして
　いるのか情報開示してもらいたい。民間は三人の仕事を一人でしているのが現状です
　よ。

91
市道の業者は、市道の雪を道道に出しています。そして歩道に大量に雪を残しています。
歩行者は、登山みたいと言っていました。空き地を上手に利用出来る様にして欲しいで
す。

92

３歳未満の子供が居るので、ごみ袋を貰っているが、サイズが適当でなく、頂ける事は有
り難いが、使いにくい。条丁目地区に住んでいるので、週２回は燃やせるゴミを出すこと
が出来るので、３０リットルや４０リットルの袋が大きすぎる。生まれた年は、全員一律
同じ大きさでもいいから、翌年からのサイズ指定をさせて貰えると助かる。

93

市職員が町内会組織に加入していない人が多くおられます。また組織の行事に参加しない
人もおります。一般町内会の人から、あれが市役所の人だと不満を受けております。この
アンケートを取るなど、市民生活を知る為の幹部の人が努力しているのにソッポを向いて
いる職員に怒りを感じます。

94 美唄市の人口数から言って、市の職員数が多すぎませんか？

95
最近ＳＮＳを利用して、色々とやっている様だが、ネット依存したやり方は、どうかと思
う。また、マスメディアにもよく出る様になっているが、公私共に市の顔として、恥ずか
しくない人選をした方が良い。

96

・市の厳しい財政状況を考え無駄な市立病院の早期廃止。
・救急対応も十分に出来ず、ただ病院の中継しかできない救急病院は不要。
・日中の受診は市内の病院で充分。市立病院は、無駄な税金の消化に過ぎない。
・財政の健全化に取り組み、インフラなど必要な事業に財源を充てて欲しい。
・市長の公約だったはずの市立病院の問題は、どうなったのか。市立病院の存続を望んで
　いる市民はほとんどいないと思う。
・教育ではゆとり教育の為、基礎学力が低下し他市からかなり遅れていると思える。特に
　グリーンルネッサンスは、時間の無駄。以前の農業体験だけで充分。
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98
廃校になった学校が市内にあり、そのままの状態で放置され草が伸び、冬は雪に埋もれ
て、そのままになって居るのを見るのが辛いです。子供達の写真も飾って在った筈だけ
ど、今はどうなっているのか？　何かに利用する方法が無いのなら、壊して欲しいです。

農業の基幹産業を基本として、人づくり、便に美唄市発展向上のために。年々農家戸数が
減少しております。根本から改革、改善対策が必要かと思います。適宜の農地拡大増加も
結構でしょう。それには先に後継者、並びに花嫁対策が最も大切な要です。
前市長、故沢田孝夫の時代に町内毎に市政懇談会の折に、市長曰く魅力ある農家には憧れ
ていくらでも来るものだ。開拓精神、報徳精神、そして農業の近代化推進と申されまし
た。真にその通りと思います。私達の少年時代は報徳教育が旺盛でしたが、戦後は自由主
義に変わりました。人間尊重の精神は真に大事な事ですが、しかし教育の勘違い、過ちか
ら大変乱れてきているようです。国旗掲揚、君が代斉唱の問題、並びに教師、生徒間の体
罰並びに社会の殺人暴力の問題で大変乱れた社会です。これは、国民の道徳精神の薄弱で
す。生徒の立場尊重した上で教師が生徒に良い手本になって欲しいです。美唄市は、その
様な乱れは目立ちませんので安堵しています。
さすがに美唄は地名のごとく美しき唄の町です。Ｓ２８年山形県から開拓入植して大変良
かった。日本一の美唄市と思います。炭鉱、閉山の代わりに農業の基幹産業で取り戻した
いものです。農家戸数減少に付いて、前に戻りますが、私共、小学校時代に「二宮金次郎
物語」を習いました。（二宮翁夜話）勤労、倹約、推譲、「積少為大」の教えでした。特
に近年厳しい農業には最も大切な教えと思います。市行政と市民団結して国に要望しま
しょう。次に人間作りは、剣の道の教育と思います。剣道の理念に「剣道は剣の理法の修
練による人間形成の道である。剣道修練の心構え、礼節を尊び、審議を重んじ、真を尽く
して、常に自己の修養につとめ、以て国家社会を愛して、広く世界の人類の発展に寄与せ
んとするものである。毎回、稽古前に朗唱されています。また、「質実剛健」「心身心の
鍛錬陶治」の訓えも最も大切かと思います。美唄剣道連盟の会員も減少しております。増
加されるように普及されたいものです。尚、美唄剣道連盟の会長さんと相談されるように
お願いします。
剣道をやっている人は、社会のお手本、中堅者となって活躍をしておるようです。
前に、申し述べましたが、農業の中堅人物の養成、花嫁対策に相応した学園を紹介しま
しょう。茨城県に社団法人日本国民高等学校協会、日本農業実践学園があります。教育の
方針は、報徳精神、惟神（かんながら）の精神の実習により農の道を訓わる、中堅人物の
養成の学園です。農は国基なり。美唄市の行政にも、市民一丸となって訴えたいもので
す。「以上」大変とりとめのない文章になりました。失礼な所もございましょう。悪しか
らず、お許し願います。

97
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