
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号線穴ボコ有り

2 商店街にある中川薬局の横道から、急に車が飛び出して来るのが、見えにくいです。

3 １２号線市街地の２車線が危ない（非常にせまい）。

4
光珠内から峰延、１２号の草がのびてあるくのが大変、草が体にかぶさってくる。早く
かってください

5 市内12号沿いの信号の間隔が狭いところが危険を感じる。

6
歩道がでこぼこだし、国道側に斜めになりすぎで歩きづらい、花田病院側です。歩いてみ
て下さい。

7 国道の損傷箇所の修理が行き届いていない。

道道美唄富良野線・東明地区

1 仮り舗装道の為め舗装がはがれ、歩くにも足元が危険です。（東明4条3丁目通り）

2 東栄小の前の道路が冬になるとすごい凸凹

3 落合町から道道（美唄富良野線）へ出る変則交差点（東明橋横）に「止まれ」表示がない

4
生協とダイソーの間にある道道を横切って歩く人たち（特にご老人）が多いため、車で通
る度に危険を感じています。

道道砂川奈井江美唄線

1
北有建設とこはれの道路の交差点が片側一時停止ですが、スピード出して走ってる車が多
く怖い目にあった事が度々あります。

旭通り

1 特に、旭通りのデコボコほそうを、少なくしていただきたいですね。

2 労災病院から駅前の道路に歩道が無い

3
道路の整備が悪い。特に旭通りから市役所へ行く道路等々、又両側の排水溝の段差が大き
い。転倒（自転車）したら大怪我の恐れです、グレチング等の安全対策が必要と思います

4 旭通り　歩道がせまく自転車も多く危ない（他1件）

5 旭通り（他4件）

6
旭通りは交通量が多いのに、車道と歩道の距離が近すぎる。通学路でもあるのにキケン！
せめて、ガードレールなど考えてみれば…？

7 卸売スーパーの交差点見通しが悪い（カーブミラーを付けてほしい）→冬場は特に悪い

8
労災病院前の通りの歩道が段差がある（凸凹）、歩道がなく白線をひいているのみであ
り、車イス通行の人も多いのに危険です。自転車や歩行者も危険で早急に直して欲しいで
す。きちんとした歩道がないことに本当に驚きます。

問９-２　自由記述

国道12号

記　述　内　容
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記　述　内　容

9
旭通りの高さがあるかだんは自転車走行や除雪のじゃまだし、花壇の方がボロボロで見栄
えが悪い

10 吉村歯科医院前の横断歩道に穴が空いているので直していただきたい思っています。

11 道路がぼこぼこしている。旭通り。

12 歩道を歩行者用に考えて、整備されていない、特に旭通り

13 冬期間道の間がせまくなっているとくに旭通り

14 旭通り全般　東8条通り

15 旭通りがせまい。子供も危ないし、車も大変。

16
道路ではないが、旭通の踏切に敷いてある緑色の敷板が何枚か外れていて、直してもすぐ
外れるのでそうならないようにJRの要望してほしい。

17 舗装が痛んでいて、改修されていない。東3条北1丁目付近、旭通労災付近の歩道。

18
旭通り南側歩道全般
・排水溝（？）土砂がたまって「ふき」がはえてる、いざと言う時何の役にもたたない

19
旭通り商店街の花壇！　大きすぎて冬に雪が積もると一面真っ白で、何処が線かわから
ず、つまずいてしまったことがある。プランター位の程度でいいのでは。

20
労災病院前の通り。お年寄りと高校生の自転車、小中学生の通学路なのに、歩道と道路の
区別がはっきりされておらず危ない。道路もデコボコで、ハンドルをとられそうな上、道
幅が狭い。

21
冬の旭通りは道幅が狭く、何回も恐い思いをしました。美唄市民のマナーも悪いのです
が。天理教のT字路は朝通学時間けっこう（右折、左折）車の通り・量が多いようです。

22
道路の凹凸が多すぎる。歩道が狭い又はない場所が多い。（旭通りは特に、車道も歩道も
狭く、通学路としては危険）

23 旭通（東小、東中の通学路）

24
旭通りの歩道がせまい歩道の狭さ、凸凹、夜の街灯の暗さ、少なさ、車道の穴、聖華高前
の市道から菜の花通りに出る際のお寺の塀で歩行者が見えにくい。

25
旭通り、とくに吉村歯科から、小中学校へ向かう道はば等、冬は山本商店の前などは車道
に向けななめに除雪されているためか、歩道が水でツルツルになり危ない。

26
旭通りの歩道の狭さ、凸凹、夜の街灯の暗さ、少なさ、車道の穴、聖華高前の市道から菜
の花通りに出る際のお寺の塀で歩行者が見えにくい。

27 冬期間の雪の排雪回数が少ない。旭通など。

28 旭通り、歩道がでこぼこしている、雪が降ると歩道が無くなる、

29 旭通りの駅から小、中学校の道幅があぶない。自転車や歩く人達や車との距離がない

その他東条丁目地区

1

①美唄聖華高校→（南へ）→南美唄への交差点…せまい、特に冬は除雪も悪く、せまくて
　危険！！
②オリスAの前（東5北3）の道路…陥没、さらにせまい
（ちなみに市道としての整備は、やる気があるのか？…疑問に思える）

2
国道から生協方面に渡る所、見通しが悪くて危険、是非改善してほしい。大通東1北4、西1
北5の場所

3 東7条の歩道段差がある
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記　述　内　容

4
東3条北1丁目（東3条通り）～3丁目段差がある、同じく東3条南1丁目（東3条通りの南）2
丁目迄の道路が舗装されていない

5 菜の花通りの速度制限の標識が少ないと思います。

6 生協の１本北側、旧日通から東側の道、歩道が無く子供を歩かせられない

7
子ども達の通学路で和田公園近くの細い道（セブンイレブンの裏通り）個人宅の垣根の樹
木で見通しが悪くかなり危険です

8
市内の東側に住んでいるが道路の舗装の損傷が多いと感じます。また、改良舗装した翌年
に“ヒビ割れ”た状況になるのはなぜ？（東６条南１丁目～南３丁目の間）

9
東3条通り、アンダーパス出て来た所、交差点冬は雪が多い時、左右見えない時もありま
す。信号機はあるのですが。

10 駅周辺の横断歩道

11 末広通り（デコボコ）のため道路に雨水がたまる。駅西側駐車場の出入口等ガタガタ

12 JR線路西側道路の歩道（南1丁目、2丁目）の凹凸

13
雪どけ頃、凹凸や段差に土のうを敷いて貰いましたが、その後、片づけられ段差は補修さ
れずそのままです。病院や買い物散歩など、お年寄りがよく通る道で危険です。
（東4南3-4-14）

14
美唄学園前の三又路、横断歩道にバス停があり、バスが停車中、交差点の見通しがわる
く、非常にきけんである。横断歩道にバスが停車する。

15 東3北1、東6北1等交差点がせまく曲がるのが大変な所が市内に何箇所もある。

16
東2条に沿って設けられている、今は使われていない側溝。ケガ人が出ないうちに蓋をした
ほうがよいと思います。

17
コンピュータガレッジの前で木が歩道迄茂っていてその木に毛虫が付いているので困って
います。冬になると歩道が雪に埋まり通れなくなり不便です。毎年雪の山です

18
コンピュータカレッジの歩道とちゅうでとぎれている（前に自転車で通ったときびっくり
しました）

19 農協のガソリンスタンドの東１条交差点、一時停止の標識がないので危険だと思う

20
菜の花通りの歩道凹凸の差が多いせいか、車道を通行する歩行者、自転車が多く車を運転
してるさい危ない。

21 下水道（Ｕ字溝）の蓋（トラフ）が段差が有るので大変危険（翠明町内）

22 東光団地北８丁目の道路中央付近穴の補修、同じく北８丁目の自宅と道路の段差の補修

23
東雲公園（労災病院の裏）の道路。せまい。交差点、東3南3付近、道路の木で見えにく
い。

24 東５北５付近下水道の工事跡、復元不良、ここだけでなくあちこちにある様だ

25 東2条北1と東3条北1の間の道路（そこだけ狭い）

西条丁目地区

1 西保育園の前の道路凸凹であぶない。

2 高校通学路にもなっていますがダスキン営業所付近車が駐車多く見通し悪い

3 月形・美唄線の歩道凸凹が多い。また、市全体の歩道が凸凹が多い
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記　述　内　容

4 アカシア通り

5 道道美唄月形線。

6 西1条通り　外農道の段差等

7 角屋（カドヤ商店）付近。→（歩道）

8
信号機が有った方がいいと思う所には無く、前理容学校の所に信号があって、100ｍ行った
所に又信号が有ります。そこはあまりにも近く有りすぎると思います。

9 中央公園の横断歩道

10 舗装が痛んでいて、改修されていない。西1条通宝崎歯科付近。

11
月美線南側歩道（保健センター近く）凹凸多い。
・排水溝（？）土砂がたまって「ふき」がはえてる、いざと言う時何の役にもたたない

12 南７丁目の歩道の凹凸段差を無くしてほしい。

13 峰樽月形線道々に一部歩道がない

14
市内から一心へ向かう道路、長渡橋付近の道路は凹凸です（グループホーム　アルメリア
付近も同様）

15 豪雪による排除雪で全般に道路（脇道）の損傷がひどい例えば西４条南６、７丁目等

16 雪どけのあと道路がいたんでいる所がある西保育所の前の通りなど

新川通付近・いなほ地区

1 美唄工業高校付近（道路幅が狭い）

2 新川通り、西1条通り

3
・美工近く、S字道路
・美工うら道路がせまい、見通しが悪い

4 新川通り歩道凹凸が多い

5 美唄市西2条北5丁目美唄工業高校の十字街

南美唄・進徳地区

1 南美唄1、2丁目間（中学校通学道路）各家々の前の道路（雪による凸凹）

2
南美唄は家の前もアスファルトになっていなく凸凹はすごく多いです。交差点の見通しの
悪い所は下13条2丁目で昨年も事故があり、私自身もあぶない目にあいました

3
スーパー山本靖の前が常に日中車を駐車している、又、商店の前に駐車場がないので大
型、中型車が駐車すると保育園に通う車が朝、夕特に多いので駐車場を作ってほしい。

4 南美唄の道路はどこも凸凹や段差が多い

5 南美唄下3条通り、下13条1丁目―5丁目まで。凸凹

6 南美唄の方へ通勤しています。デコボコ道路がせまいと思います。

7 南美唄の道路の悪さ。→（凹凸）

8 道が狭い、特に南美唄は。

9
南美唄下1条1丁目のたて通り車庫がある為見通しが悪い。（過去に事故あり）。凹凸の段
差は、かなり南美唄地区はあちこちに見られる。
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記　述　内　容

10 南美唄町　車道歩道がない

11 南美唄の道

12 南美唄町の道路は段差が多すぎる

13 一時停止しない車がある。栄町南、進徳東の交差点。

14
南美唄から徒歩でコンビニ等へ行きたくても歩道がない。安心して歩ける所がない。特に
冬は南美唄にいて1日1回しか除雪がはいらず、除雪もヘタで毎日が大変

15
町場は少しアスファルトのひびとか穴があるくらいで道路をなおすけど、南美唄はどこも
穴だらけです。

16 南美唄地区の道路の凹凸が多い。老人等多いだけに修繕が必要。

沼の内・西美唄・上美唄・茶志内地区

1 北洋銀行の2段階の信号、夏はいいが、冬はとまれない。

2 <日東町>途中で歩道がとぎれている。　冬場等、特に危ないと思う。

3
上美唄の砂利道は激しく凹凸があり、スピードを落としてもホコリまみれになる。田舎道
であっても十字路には標識をきちんとつけて欲しい。どちらが優先か分らない。（一時停
止などの標識が全くない。その割に交通量が多いので。）

4 茶志内７線から日東にむかって６線すぎ段差あり

5

沼の内西３号線は交通量が多い。１０ｔダンプや稲刈時には、ライスコーボが有る為に４
ｔ車の往来も激しい。出来る事なら歩道が有れば、老人や子供（近くに中学校有り）が歩
くにも安全ではないかと思います。事故が有る前の対策を取ってほしいです。（し尿処理
場の裏には、パークGも有るので自転車等の往来も多いです。

6 沼の内地域の川の一部ガードが無い所があり、危険だと思われます。

峰延・光珠内地区

1 上中ノ沢道路でこぼこ、段差がある。

その他農村地区

1 農道が凸凹で歩きにくい

その他

1
車いすで生活してる方が多い地域であるのに、歩道や道路のバリヤフリーが不十分だと思
う。

2 冬の道路の除雪がわるい

3 カラー歩道がでこぼこ

4 道路のアスファルトが凸凹のままになっている（他11件）

5 歩道がないから不安。

6 歩道が凍上による隆起・地割れ部分の整備の「おざなり（やっつけ）」が目に余る。

7 自転車で車道を走る時、特に夜、段差がこわい、排水口が深すぎる

8 歩道がせまく歩行者が危ない。

9 水道・ガス工事後の舗装道路を元に戻す工事が不安で凸凹が危険だ！

- 29 -



記　述　内　容

10 全般的に道路がせまく、道路と住宅が接している。道路の舗装があまり良くない。

11 カーブの所草とか雪で見にくい

12 水道工事等の跡でアスファルトがガタガタ部分が多いです。特に雪解け後はひどい！！

13 信号の無い所を渡る時。

14
住宅があるのに場外地としてあつかわれて税金はきちんととっていて夜になっても電気税
もつけてくれる者と同じ。道路はじゃり道。どうにかしてほしい

15 歩道が少ない

16 歩道脇の側溝が凸凹の段差があるところがある、学童の通学にきけんがある

17
工事中の道路でガードマンが、自動車ばかり気にして人が通って居る時には注意して居な
くて砂利道で転びました

18 歩道のない所もあるし、歩行できる所が狭い

19 交差点の見通しが悪い（他6件）

20 色々な場所で思うので特記できない

21
近年整備されたところが別として、全体的に歩道が狭く凸凹があり、車イス・ベビーカー
など使用するのに不便を感じることが多い。

22 道路の舗装が今一

23 歩道がせまい外灯が少ない

24 冬歩道の排雪がされていない。

25 花だんがあるため、交差点が見づらい。

26 市内一円

27 どことなく穴のある道路がある

28
歩道がないのにトラックなどの大型車が通り、はじに行くとアスファルトがでこぼこでこ
ろんだり、自転車などタイヤがつまずきケガをしたことがある。

29
冬の、交差点の除雪をもっと、充実してほしい。雪の山で、左右の確認がむずかしい
（車、運転時）

30 何処が悪いとか近くに沢山あるので道路パトロールで巡回してチェックしたらどう？

31
十字路・T字路等交差する所の車が見えにくい（全般角の場所）…予見運転がしずらい（見
通し運転がしずらい（見通し悪い雪角の路地）

32 路に入った交差点

33 道道～市道共に陥没が多く危険である。再点検を。

34
美唄の病院の駐車場など、道がガタガタ　木造橋等、いつおちるかわからない場所が多
い！

35 道路設備が不十分

36 きちっとした歩道が無い。車道と歩道の段差が有ります。

37 道路のアスファルトが悪い。

38 片方しか歩道がないところがあり、車とすれ違う時にひやっとする
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記　述　内　容

39
歩道が一部石だたみになっていますが、以前車イスで通行していた方が、石のちょっとし
た段差で足（車輪）をとられ、真っ直ぐに進むのに非常に苦労している所を見ました。

40 自転車の走り方指導を。

41
交通標識が正常の向きになっていない所がある。道路（車道）の下部の大排水のマンホー
ルと路面の段差がありすぎて危険な所が多い。

42
下水のふた？と、道路との段差があり、子供が自転車でつっかかり、危ない。友の子が足
をきり、市に連絡したが今のところなにもしに来ない！

43 通学路の歩道の幅がせまく、冬など子供たちが歩きにくい。

44 道路標識の字が薄くなっている所がある。道路に凹凸がある

45 冬期、信号機のない交差点から出るのが大変。

46 例、道路の補修をしっかりやるべき。穴はうめられても凹凸がひどすぎる。

47
自宅前の道路の制限速度が何ｋｍなのか。信号機が増え、かえって交通量が増し、（大型
が多くなりました）自動車のスピードが上がったように見えます。

48
具体的な場所をあげればきりがない。市内全域の道路（国道、道道、市道全て）に細かな
段差や見通しの悪い交差点等が存在すると思います。

49
障害者（身体的・視力等々）にはほとんど歩道はつかえません。特に冬の除雪時期は歩道
は歩けません。

50
美唄市役所は？と車の運転をしている方に聞かれましたが、大変でもわかりやすく出来な
いものでしょうか。国道を南方面から来た人に出会いました。其の時はていねいにお答え
しました。

51
枝道に入ると舗装に亀裂が入り膨れあがっている場所が多数ある。一時的に砂袋を置くの
ではなく未来を考えた処理を考えて欲しいです。

52 自宅前の舗装が段差あります

53 アスファルトのひびわれ

54 自転車で歩道を走っている時に交差点になると段差があって走りにくいと思っています。

55 道路全般（市道、道道、国道を含む）

56 市道（旧市街地）の幅員が狭い、冬期には、車が交差出来ない。

57 歩道の整備が行き届いていない。歩道がない場所も多いし、段差もある。各所。

58
今は車なのであまり町の中は歩かないのでわからないけど、違う町では道路はよく整備さ
れていると思います。
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問13　通勤・通学や買い物などに行くとき、近くを通るバス路線がなかったり、使
　　　いたい時間帯の便がないなどで困っていますか。

バスを利用していない、車・自転車を利用

1 バスにはのっていない（買い物等家から近いため）

2 今は、自家用車があるので困りませんが高齢になってからが不安です。

3 使用していないので答ようなし

4 バスを利用することがないので…

5 現在車を所有しているが高齢化で運転できない時点で心配している

6 自家用車を利用する（他6件）

7 バスを利用しない（他10件）

8 バスを使用しないのでわかりません（他4件）

9 自転車とか歩いて行けるので困らない

10 車があるのでかんけいない

11 自家用車両所有につき現在困っていない

12 バスは利用していない、タクシーをつかっている

13 車があるので、別になんとも思わない

14 車を使うので困っていない。でも車がないと不便なのは事実。

15 今は自分の車で出かけられますがそれが出来なくなった時は大変不便だと思います。

16 自家用車使用で生活上の不便はなし

17 車なので困っていない。

18 私は車椅子生活なので自家用車なので解かりません

19 今は車の運転出来るからいいですが年がいったらすごく不便に思います

バスの時間帯

1 バスは、少ないですけど、車があるから大丈夫

2 東明ですが、右まわり、左まわりではわかりずらくバス時間がわかりずらい

3
東栄小が閉校となり、市営バスを使うようにと言われた。学校には日によって下校時間が
異なることがあり、時間があわず乗れないことが多い。中央小はスクールバスがあるの
に、なぜ東小にはそのような予算配分がつかないのか。不便で困っている。

その他

1 街に出ることがない

2 私は困っていないが周りの人で困っている人が多い

3 市内に住んでいるので分らない

問１３　その他

記　述　内　容
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記　述　内　容

4 たまにバスを利用しようと思うが路線がよくわからない

5 東３条４条に店がなく、こまっております

6 今年の9月末からバスを利用するのでまだ分りません

7 いつみても乗っていて1～2人。小型バスなど効率化を望む。又は、白タクの特区を作る。

8 前は桜団地回りのバスがあったが今はない

9
市内一円をくまなく走り、自宅の前から乗車できるコミュニティバスの様なものを導入す
れば良いのではないでしょうか

10 転居の為わからない

11 今は車で通勤だけど、そのあとは①（近くを通るバス路線がなく困っている）です。

問15-2　あなたの生きがいはどのようなものですか。

1 子供と孫の成長

2 子育て、親育て、自分育て

3 子育て（他1件）

1 読書

2 友人との会話等

3 旅行

4 家庭菜園（他1件）

5 メール交換、CD、DVD鑑賞

6 パソコン

7 年齢も高いので自分で野菜を作って楽しんでいます。（88才）

1 自分の好きな仕事をしているので

2 親族とのかかわりあいの中から生まれてくる目標

3 宗教

4
専修大学の図書館施設が農場が大変にもったいなく大きな損失だと思っています。有効に
使わせて頂けないものでしょうか。

5 一年間何事もなく暮らす事が出来るのが今の私の生きがいです。

6 貯筋体操でいつまでも元気で歩けるように

子ども・孫

趣味

その他

問１５-２　その他

記　述　内　容
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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 自宅で自分の手芸

2 カメラで動物・風景を撮る

3 カラオケ（他2件）

4 音楽鑑賞、団体に加入して通年楽しんでいます。

5 パソコン

6 インターネット

1 スポーツ　札幌にて

2 ダンス

1
岩見沢にアルバイトに通っています。わずかでもボランティアではなく収入を得て生きが
い、楽しさを、時間の活用の場を皆で考えたい。

2 自分に合わせてやっております。

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 自転車の利用

2 近くに出かけてる時は出来るだけ自転車を利用

3 「ゼイタク」をしない

4 ハイブリッドカーを使用している

5 必要な品物だけ買う

6 乗用車２台中１台をハイブリッド車に入れ替え

7 極力地球に迷惑にならないよう生きている

8 生野菜は畑にうめています

9 町内廃品回収に協力している

問１９　その他

記　述　内　容

問１６　その他

趣味

スポーツ

その他

記　述　内　容
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問20　災害に備えてどのような準備をしていますか。

1 高い場所に（棚とか家具類）物をおかない様にしています。

2 ヘルメット、保護ゴーグル、ブーツ、予備電池

3 ガスコンロ、ろうそく、ライター、薬などの準備

4 寝室に長靴を置いている。

5
今では住みやすく安易に考えており年齢と共によくよく考えておかなければと思っていま
す。

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 職業の選択

2 女性と男性の給料の面でも男性が高くなっていると思う

3
社会習慣として男性優遇は仕方ないと思いますが、もう少し女性の社会進出（市会議員、
役所の管理職等）を期待しています。女性目線（視線）の“まちづくり”があってもいい
と思う。

4 役職についているのは男性の方が多いので。

5 仕事をするうえで、女性は年齢、子供有ではなかなか仕事が見つからない

6 男の方が仕事がしやすい状態であるから

7 町内会・自治会では男性が主に活動の場にしている。女性議員が少ない。

8
女は男のサポートが役、という考えがあり、仕事も補佐的な業務等の求人が多いように感
じる。

9 職業面で男性の方が選択肢が多いことと職場における女性管理職の数が少ない

10 職場が少ない

11 社会的地位が高い

12 職場では、昇進等で差が出ることが多い。

13 職場環境

14 会社での地位。

15
管理職等登用等は、男性の方が早い（公務員・一般企業含めて）と感じる…　但し、男女
平等に能力チェックと昇任テスト等、平等ではないのでは？

16 職場での扱い方や給料に見合う仕事かどうか疑問である。

17 就業（他2件）

問２０　その他

記　述　内　容

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

18
○○ハラスメント問題に関しては、圧倒的に女性優位で話が進められる。職場で対等に接
するのが無理であれば、会社で女性は雇ってほしくない。

19
議員、公務員、できれば私企業でも管理職の半数は女性に与えられるべきである。給与も
差がありすぎる。

20
何が平等で何が平等でないのか、今の世の中、給料金銭の格差は確かに平等になってきて
いるが、仕事量、内容はまだ平等とはいえない、職種にもよるが

21 給料の差でしょうか。

22 同じ仕事をしていても賃金が安い。

23 雇用面、老人の考え方

24 上司に女性がいない

25 議会議員に女子の進出が必要でないか。もう少し女子の意見があってもと思う。

26
一昔前から比べるとかなり平等になってきたとは思うが、女性社員の方が多い会社が増え
てきたようにあえて3番に○をつけました。

27
近年は大分改善されて来ていると思いますが、まだまだだと思います。（市役所の中でも
もっと女性が主導していけばと思いますが、

28
役所関係でも女性の役員の方も少なく、まだまだ男性の方が優遇されてると思います。し
かし、飲食協会は女性の会長さんが選出され、良い事だと思います。

29 公職は男性が多い

1 お互いに助け合う精神がかけている男だから家の中の事はしない。野菜作りも手伝わない

2
子供がいると仕事がない。休むといやがられる。子供が出来ると遠まわしに退職させるよ
うにする。

3 男性は育児も食事の支度もあまりしなくて良いと思っている

4 育児休暇等のとりやすさ、子育に関しての対応は女性の方が優遇されていると思います。

5

家事の負担は圧倒的に女性にかかっている。若い人女性は、共働き、パートにすると、育
児しつけ家事は負担である。老齢、中年の女性の、家庭の中に入り込まずきちんとした講
習マナーなどを受けて若い人の家庭・子供を守れる、支援をしたい（必ずわずかな報酬を
もって、その家庭の口外しないなどプロの心で支援する）

6
仕事を持った女性は家事や子育てをしながらだととても大変だと思う。夫はもっと協力し
てもらいたいです。

1 独居老人で85才になると人生に接することがない

2
女性の方が家にこもりがちなので種々の活動に参加しない方だし男性の方がその点男性の
方が優遇されていると感ずる

3
後期（高齢者）年配の男性の意識が低い方がみうけられる。女性より上という意識が根強
い。そういう考え方はなかなか変えられないものですね！

4 女性が意見を言えば女のくせにと言う言葉が戻ってくる

5 わからない（他5件）

6 特にどちらも優遇されているとは思わない

家庭・子育て

その他
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記　述　内　容

7 男性の方が力があるので、体力もあると思うのでいざと言う時はたよってしまうので。

8 女性の方が優遇されてる

9 男性のほうが何にたいしても優遇されていると思う。

10 バースデーやレディースセット等、割引が多く、女性専用車両など。

11 町内会、自治会等で、本音で意見をいいにくい

12
まちづくりのアンケートに何が関係あるのか分からない。この様なことをきくことが差別
化しているのでは？

13 難しい

14 全てにおいて。

15 どちらともいえない。

16 なんとなく感じます。

17 旧来からの慣習であり、男性優遇は多く見られる。年々変わりつつある様にも見えるが…

18
どちらとも言えない。母子家庭は父子家庭より制度的に優遇されているように感じるが、
社会的地位、役割においては男性優位がまだ残っているようにも思える。

19 その時々で、男の人・女の人が優遇されていると思います。

20
女だからという理由で相手にされなかったりするので。（受付をしていた時、患者さんか
ら）

21 平等になる事はない　男性、女性すべてにおいて平等はありえない。

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 通院してます。

2 サプリメントを摂取している

3 毎日早朝ウォーキング、1時間　冬は30分

4 適正かどうかわからないが体重の維持

5 全く飲まず

6 自然に親しむ、山菜採り、キノコ採り。

7 軽いストレッチ運動をしている。腰痛・下肢痛を伴うため。

8 毎日１時間少々の散歩をする（朝・夕）

9 畑作り

10 朝ラジオ体操をしている

11 野菜中心になるべくしてる

12 最低限度、病院へいく

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 通院中のため、定期的に色々な検査をしている

2 昨年の９月１日大腸がんの手術、以後検診

3 市立医療機関等

4 出産したので血液検査などはした

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 金銭的に余裕がない。

2 毎月病院へ通院している

3 国民健康保険になってからの健康診断は不明…（手続きがあるかどうかも不明です）

4 病気が見つかっても治療費がないので意味がない

5
受けなければいけないとは思うのですが万が一病気が発見された時、治療費の捻出が難し
いので、それを考えると怖くて受信できない

6 うけてはいないが病院にかかっているので血液検査などでしらべている

問２９-２　その他

記　述　内　容

記　述　内　容

問２９　その他
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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 農作物の商品化（パッケージ等を現代的に）

2 特産品の開発、売り込み

3 農産物の加工等、働く場所を創設

1 農業の振興（他20件）

2 毎月農産品のてんじ販売市場を、定期的に2～3回ひらく

3 基幹産業の育成（他1件）

4 農業の振興及び関連する技術学校（大学）研究関係施設の誘致

5 食農交流（市街地と農村の交流）

6 若い人が生活しやすいよう第一次産業の振興

7 農業に関しては、必要だと思う。

8 高齢者の農家を支援（労働力の確保、提供）できる体制があれば…と思います。

9 今の時代の農家もつらい部分が多大にあるがせめて天の恵みに祈ってやまない。

10 生きていくのには食が一番大事だと思います。農業の振興に力を入れてほしいです。

1 商業誘致

2 商業施設の拡充

3 商業振興、飲食店街の活性化

4 商業の振興（他1件）

5 特定の業種ばかり美唄産を主張しないで全般にし中心街の商業町作りを

6 企業振興

7 地域振興（スーパー等の日用品・食料品の充実）　大手の誘致

8 美唄市内で買物ができる店が欲しい。企業の発展を望む

9 企業をもっとふやして人が来る町にしてほしい

10 地場産業の開発

11 商工業の振興

12 企業誘致（他11件）

13 地場産業の向上

14 空き施設（テナント）の改善、大型スーパーやレジャー施設の誘致

問３０　（自由記述）

農商工連携

農業振興

商工業振興

記　述　内　容
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記　述　内　容

15 産業振興

1 イベント事業

2 地域の特産品をもっと売り込む、美唄市が単なる通過点ではなく、立ち寄れる

3 温泉ゆ～りん館に行道案内が少なすぎる。

4
名物となっているものを伸ばしてほしい。桜、とりめし、やきとり、やきそば、マミー
ちゃん。

5 祭り事に力を入れてもらいたい

6 観光、レジャー

7 観光できる場所を増やす。

8 観光振興（他2件）

9
美唄名物と言われる食べ物も増えてきているので、道内だけではなくもっと全国に向けて
発信していったらいいと思います。

10
他の市町村からも人が多く集まってくるような観光を考えてはどうか？観光・体験農園、
美唄を知ってもらえるような・・・イベントも宣伝（マスコミを使ってでも）が足りない
と思う。宣伝すべし

11 観光PR

1 市の人口がふえるように市の職員がしんけんに考えるべきだ

2 人口増を…

3 人口減に歯止めをかける改革・施策の展開

4 人口増に向けた取り組み（結果あり）

5 定住対策

6 美唄の人口増加…市役所の人達が真剣に考えるべき！

7 人口増える様な何か　工場とか学校とか

8
人口増加の施策を考える。
例1、第3子以上の誕生毎に市より100万円提供
例2、駅東側公園の1割にマンション設置、札幌行の通勤者を呼び込む

9 若い人々が数多く美唄で住める様・子育て支援、仕事等に力を入れてほしい。

10 人口増加

11
若い人達が集まって住んで居られる様な仕事が有れば良い、もっとワクワクする様な物が
有ると良い

1
買い物等交通機関をもっと考えてもらわないと高齢者には大変です。年金も少ないですか
ら

観光・交流

移住定住の推進

公共交通
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記　述　内　容

1
どの分野においても「こんなことしてますよ」の広告的なことが浸透していないので、
もっと市民が「知る」ことが必要かも

1 子育て支援（他40件）

2
子育て支援→保育料の値下げ、よりよい公園作り。子どもたちが公園に来たくなる様に。
冬も遊べる環境作り。

3
出産し、子どもを育てる人に対して何らかの優遇措置をとるべき、このままでは年金をあ
てにした商売しか成り立たない

4 <子育て支援>病後保育をしてほしい。

5
これからは新世代の育成が必要。子育て支援をてあつくしないと、より一層若年代の市外
化が進み、高齢化世代のみの先行き不安な美唄市となるのでは…。

6 小さな子がいる働くお母さんを応援（託児・保育所の充実）

7
子育て支援→保育所の確保家から近い保育園、幼稚園に入れるようにしてほしい。高齢者
が一人で暮らせるような地域づくり

8 奈井江などは中学まで医療費かからない！！美唄も子育てしやすくしてほしいです。

9 子供が住みやすいよう町中だけではなく峰延町に公園などの整備をしてほしい。

10
子育て支援は、女性が安心して働き、夫婦円満のため早急な課題と思えます。きめ細かい
心の行き届いた、中・高年（安易ではない）市民の支援を有効に確立していきたいと一市
民として思っています。

11 小さな子供のいる主婦が働きやすい様に保育園を充実させる。

12 子供の事は、支援をもっとしていくべきと思います。

1 教育（特に高校）の分野　学校と地域との連携

2 特色のある学校教育

3 若者の学業の支援

4 子供の教育

5 教育

1 サイクリングロードの整備、活用

2 家庭菜園教室

3 運動施設の充実

1
生活インフラの整備→特に道路の補修改修。歩道の設置と歩道の拡張（申しわけ程度の歩
道が多すぎる！！）そして、冬季の除雪の徹底！！

2 冬期除排雪や、道路改修などの環境整備

3 道路整備

情報化推進

芸術・文化・生涯学習

都市基盤整備

子育て支援

学校教育

- 41 -



記　述　内　容

4 高齢者地域の主要、砂利道の舗装道路化！（落合町、栄町）

5 市営住宅がほしいと思います。

1 環境整備

2 公園などの緑樹化

1 美唄市には総合病院が無い。総合病院が必要です

2
医療環境をととのえてほしい、岩見沢、砂川に通院している人がたくさんいる。美唄市内
で通院したい、救急車のお世話になったらその後砂川に通院しなくてはならない等

3 医療の充実（他13件）

4
美唄は高齢者が多くなりますので病院を安心に行ける、急な時でも病院の受け入れ状況を
しっかりしてほしいかと、砂川に行くようでは助かる人も助かりません！！

5
是非とも総合病院を作って下さい。美唄で倒れたら死ぬと思います。産婦人科や脳神経外
科を！！実家でお産がしたいので。

6
医りょう（美唄市立病院の医りょう体制、レベルが低い）。きん急性の病気の場合、たす
からない！

7 医療（小児科）

8 病院問題と思います。

9 医療医師の確保

10
地元に安心して出産できる様産婦人科や高齢化してきている市民の為に脳神経外科医の補
充を！！

11 病院一医者のいない町に住めない。

12 市立病院での入院内科がほしいです。

13 病院の充実

14 救急病院を充実させて欲しい…現在不安である。

15 市内で子供を産める様な医療体制づくり

16 産科もない町では若い夫婦も不安であり子供も産めません。

1 社会福祉向上

2 福祉に力を入れたらと思います

3
高齢者福祉に力を入れ、郊外の専門学校、大学と連携をとり「福祉のまち」ということを
知ってもらい、福祉に興味のある若い力を取り入れて町を活性化させる。

4 福祉分野

5 福祉（他1件）

1 障害者（知的も含め）もっと力を入れて欲しい

障がい者福祉

地域医療

景観・緑づくり

福祉のまちづくり
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記　述　内　容

1
市職員の削減、減給、意識改革を行ったうえで、浮いた資金で、高齢者福祉などに力を入
れればいいと思う。

2 高齢者福祉（他40件）

3 介護（他1件）

4 高齢者（温泉無料パス券）等考えてほしいですね

5
高齢者が多い街なので、高齢者が安心して暮らせる街づくりが必要。孤立死を除くための
取り組も必要だと思います。

6 夫婦共、高齢になり少ない年金で暮らすので医療や福祉等の支援をお願いしたい

7

今年になって親が94才で介護老人施設に入れてもらうときすぐに入れず大変苦労しまし
た。離れたって少しでも金額のかからない所に入所出来ればとさがすのは当たり前ですよ
ね。市でやってる施設はいくらたのんでも入れず本当に腹がたちました。年も94才になっ
ているのでほんとは優先的に入れて欲しいです。現在はコミュニティホーム美唄にはいっ
ていますが？すごいふまんです

8 高齢者福祉施設の増設（他1件）

9 恵風園がすいているのに入れてもらえないと良く聞きますがなぜ入れて上げないのですか

10
高齢者の拠点とする会館の無料使用と補助をお願いしたい、補助がないと高齢者には負担
が重い

11 高齢者に生きがいの場を、子育てに加われるよう、話など

12 高齢者の通院、買い物等の支援

13
退職後退職者に何が出来るか？確認し、ボランティア活動に参加してもらえる、活動事業
を立ち上げては？…各支援事業

14 高齢優遇もよいが、もっと自立性を促す方途はないものか？

15 高齢者福祉に力を入れてほしい、私も高齢者に近いので

16
介護保険の上昇に伴い、高齢者の年金がまた下がるのは気の毒である。国民健康保険の月
額はおいくらだとお思いますか。

17 在宅で介護をしている人に対してのサービス（デイ・ショート利用の増）

18 高齢者が一人で暮らせるような地域づくり

19 高齢化（者）対策

20 高齢者福祉について置きざるである

21 高齢者が安心して老後を向かえれる様に施設を充実させる

1 安全、安心の町作り

2 災害治安対策

3 治安

1 若い人の仕事を考えてほしい

高齢者福祉

雇用対策

防災・防犯・交通安全
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記　述　内　容

2 雇用確保。若者の職場の確保

3 若者が安心して居住できる働く場の確保

4 雇用創出

5 若い世代が働ける環境づくり

6 美唄市で生まれた子供達が働く職場を増やすこと。企業支援等。

7 低所得者の支援を考えてほしい

8 若者も中年も働く所が多くたくさんある事、生活が出きるだけの大切だと思います。

9 働く場、若い人の就職先等に力を入れてほしい。子供や、高齢者のことは、その次。

10 企業の誘致を行ない、若い人の働ける様に頑張ってください。

11
若者の雇用促進。又、60才以上の人の生きがい対策として残存能力を活用した雇用の場を
提供

12 企業誘致し雇用の場を確保することが急務と思う。

13 若者が働ける場所が必要

14 若者の就職の支援

15 雇用の数を増やすことなどに、力を入れてほしいと思います。

16 若い人の就職先

17 若い人の雇用確保

18 雇用の確保

19 雇用（他1件）

20
雇用の促進。市内の企業、商店、事業所等に応募があった場合、面接で落とさず、3ヵ月か
ら6ヵ月程度就業させてみてその後、本採用にする事を条例等で定めてみてはどうでしょう

21 働く場所の確保

22 働ける所（若い人もそうでない人も）

1 単身者の孤立死早期発見の声かけ運動

2
私の年齢から言うと、高齢者関係ですが、地域の人間性が共同精神がうすれて、農村地区
でも個人を守る都市並の性格になってきている

3 過疎化対策。

4
1人暮らしの高齢者が増えているので町内会のつながりをもっと強化したら良いと思う。
（声かけ、除雪サポートなど）

1
特徴のあるまちづくり、若い人達が多く残って、生きがいのある町づくりに参加できるよ
うな施策を考えてほしい。

2 ＮＰＯ設立

3 人作り、街作りに努力すべき

4 地域資源（アルテ、宮島沼）を核とした地域づくり

コミュニティ

協働のまちづくり、地域活性化
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記　述　内　容

1 事業仕分け（ムダを徹底的に省く）

1 市長を始め市職員は市民の幸の為に真摯に勤務する事

2
短期的には経済（産業）振興、近隣市町村との連携交流を拡大する。長期的には教育力
（学力）の向上を図る。

3 少子高齢化対策

4 銀行が不便なので生協などにATMを置いてほしい。

5 未納回収（市税、家賃、給食費など）　生活保護みなおし

6
福祉の町と言われて居ますが、生活保護者が優遇されて居ると思います。国民年金者より
良いので考えてほしいです。

7
副都心としての町作りが必要だと思う。札幌までJRで30分なので通勤できるので、副都心
として住み良い町作りと人口増を考えると良いと思う。

8 生活のし安い住環境の整備（徒歩で買い物に行くが出来る、徒歩で病院に行ける）

9
住宅環境（住宅の販売促進。若い人は一軒家がほしいが空き家が多い）。空き家が多い。
倒壊した家が多く見栄えが悪い。

10 分野、区分せずにすべてに全力をしてほしい

11
どれを取りあげてもむずかしい事ばかりですが上記3件（農業の振興、子育て支援、高齢者
福祉）につきましてはそれぞれ大切に思いやりのあるやり方にしてほしいと思います。

12 わかりません。

13 今現在どこに問題があるのかによる。そこを理解していないので何ともいえません。

14
現在、子供が１人いるが、経済的に余裕がない為２人目を作れない。税金などもう少し減
ると良い・・・。

15
農業の振興、子育て支援、高齢者福祉、正にこれからが大切だと思います。あとは教育で
す。（小、中、高の）

16 私はどんどん高齢になるので何か楽しくすごせる所があればうれしいです。

17

１、高齢者を積極的に外へ出し、他の人との交流、体力の増進を図る。
２、女性がこの街に住みたいと思う様な施策
　　[（１）職場の確保 （２）産婦人科、保育所の充実 （３）厚い子育て支援]
上記２項目がよりよいまちづくりの基本であると思います。

18 入院した際、もう少し長く療養できたら良いと思う。交通に不便なので

19
農業も大切だと思うが優遇され過ぎている、税など負担ばかりが増加しているが何も利点
は感じられない、小さなこの支援はもういいから小・中と学校施設等不備が多いのでそこ
をしっかりとして欲しい。

20 元の本署前から桜かい道　陸橋までホタル、トバス美唄はなにもない

21 納税してよかったと思える市に…。

22
お年寄りを大切にし、子どもたちを育て易い環境で、若い人たちが働ける元気なまちづく
りを進めてほしいです。

その他

行財政運営
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問31　市民の皆様が、より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 人口減なのに市役所の職員が多い

2
苦情・要望にはすみやかに適切に対応する→排水溝改修の要望を出して3週間何も回答が
ない、あまりにも不誠実である！

3
現場を見て下さい、市民を集めて聞いても、そこへ行けない人、行かない人が多いので
す。その場所へ行ってそこに住んでいるつもりになって考えて下さい

4 行政と市民との信頼関係を高める努力が大切

5 市職員が接し方が悪いと聞く

6 市役所職員の意識改革　職員が率先して1日家庭を連れて何事も参加する

7
各町内に民生員が居ますが、人数を減らしてほしい。又、生活保護者とつるんで居る人が
いると聞いた事が有ります。

8 市の地域担当職員配置はどうなったのだろう

9 アンケートは単順な件数ではなく、年齢の割合を考慮

10 必要性のないイベントはいらない

11
コンパクトシティ化の対策は決まっていると思うが、市民の声を聞こうとしない職員
（市）に問題がある（急な人口減少はゴミ処理問題、上下水道、病院、学校の充実等）。
市民の不安は大きい。

12
美唄市は市民皆の市です。一部の人達の為のものではないと思います。平等そしてやさし
さと思いやりのあるきびしさも必要と思います。

13
働く場所がないかぎり、まちづくりなんて無理です。まずは大きな企業等が、美唄に来て
くれて、豊かなくらしが出来てから、まちづくりが出来るのではないか

14 美唄は土曜日が休みの職場が少ないので何でも日曜日にやるべき。

15
町内会などの小さな単位からすすめるべき、多くの人は「まちづくり」に関心を持ってい
ないと思う。

16 アンケートをとり、実現するために市職員の努力

17 町内会等に市職員の参加させなさい。

18 各自治体と積極的に交流を深めてもらいたい。

19 何らかの集まりに、その時自然に、まち作り活動動機づけ支援の道に拡げていく。

20 かわったこと（よい街になった）がわかるような実績の紹介、PR

21
種々の制度を善良な市民でありたいならよく考えた上で市役所の課にお願いを全市民が心
がけたいと思います。

22 市職員が町内会やPTAなど日頃の生活から関係を作る、縮めるを意識する

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 満足しています（他1件）

2 インターネットはつないでいるが、操作方法があまりよくわからない

3 利用したいと思うが方法がわからない

4 良くわからない

5 光回線をしたが速度が変わらない。

6 パソコンは高齢化家庭にはないのでホームページと言われても何が何だかわからない

7 自宅ではあまりインターネットは使いません

8
電波回線を使用しているが、天気で、切れたりするのでケイタイ電話並ぐらいにならない
ものか？設備の充実を電波会社へ又は国に要望出来ないのですか？

9 わからない

10
LTE回線や40回線のアンテナを増やしてほしい3GWIFIは、ADSL、以上の早さがでるが不安
定、光は高額なため、利用には、迷いがでる

11 光回線すら通信速度が遅い

12
三井の学校だより回覧させて頂きこれからの子供さんの成長が私共のころと全くちがいま
すのですごくたのしいです。

13 光だけど満足はしてない

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紙で、あなたが知りたい情報は何ですか。

1
市職員の人数が、他の市町村と比べてどれくらい多いのか？なぜ軽自動車税が高いのか？
水道料金も美唄市は高いように思う。歳入、歳出についてもっと詳しく伝えてほしい。

2 各家庭の情報

3 特になし（他2件）

4 ハザードマップ

5 分らない（他1件）

6 エコポイントや助成などの情報

7
災害発生時、緊急事態発生時の市民としての行動マニュアル食、医に関する情報。個人レ
ベルの対応基礎知識。

8 ホームページなんてあるんだ。知らなかった。

9 市民の活動

10

市議会議員の活動について（報酬に見合った活動をしているかどうか…自宅待機の様子が
毎日目につく。詳細な活動内容を個々に毎月載せて下さい。）例えば事案として2回/年、
市民の代表が通知表を作成し、点数に届かなかった者は定数からの削減対象とする→議員
の定数はまだ減らして頂きたい。　※議員の一人一人にこの文章を回覧して下さい！！

11 子供の予防接種の期日など

12 人口の詳細

13 市内の求人内容

14 市内に住む出産やおくやみの情報を知りたい。新聞をとってないので。

15
（選択肢１「市の政策に関する情報」について）市の政策に関する情報等は、難しい文章
ではなく庶民的な文章でわかりやすく書いて欲しい。

16 催しの事前お知らせ

17 子育てに関する情報

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 保育料が高い（他1件）

2 本屋、文具、おもちゃ屋が少ないが、やむをえない面あり

3 不審者が多すぎる

4

※これから保育所に預ける予定！！　しかし、所得に応じてはわかりますが料金を少し下
　げる事はできないものか？　妻と共働きでも働けば働くほど保育料が上がるなら意味が
　ない！！
※これは誰もが思っている事ではないでしょうか…

5
夕方遊びに行って帰宅する際の目安となる知らせ
<例> 5時（夏場）、4時（冬場）→のメロディ等を流して子供の帰宅を促す！！

6 （子ども対象の）社会教育事業など他市町村と比べ少ないと思う。

7 図書館、施設が不十分

8 行きたい幼稚園に入れないのが大変。わざわざ遠いところへ連れて行くのは大変

9

学校に色々な提案を出しても必ずお金がないと答えがかえってきます。小中学校等で必要
なものは予算等もあるかと思いますが、絶対に必要なものでも後まわしにするのはどうか
と思います。今年の雪害で鉄棒など壊れていて体育の授業等で必要なのになぜ後まわしに
なるのでしょうか？早急になおすことをお考え下さい。

10 施設・学校の老朽化・学校関係の予算が少なすぎて。今後子供達の教育に不安

11 信用できる医療機関が少ない、小児科不足

問36　子育てで困ったときに、気軽に相談できる相手は誰ですか。

1 会社の同僚

問36-2　相談する内容は、どのようなことですか。

1 病気、病院の選定

問３６-２　その他

記　述　内　容

問３５－２　その他

記　述　内　容

問３６　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 地域医療がどの様になるのですか。病院を残して欲しいので心配です。

2 専大の後任、大学の跡地に女子大学の誘致。

3
私は元消防職員であらゆる分野を活動し充分なる運動をして来ましたが現在独居老人で自
家で養生しており85才の年で死を待っている状態です。アンケートの事は満足出来ません
が自分の考えで記入したもの。

4 雇用の増大が全てです。企業の誘致に市長は努力して下さい。

5

①美唄のまちづくりのポイントがみえづらいです、計画を何回読んでもポイントがきわめ
　て不明です。
→重点を定めて示すべきです。（各方面の意見・要望を入れなければならないのはわかり
　ますが…どうにも焦点がわかりづらいです）
②食と農に力を入れていることは認めますが、その活性化を図るための施策が、中途半端
　です。
→今年はこれ、来年はこれ、という重点化した施策を示してほしいです。
③学校の施校・設備では老朽化、あるいは遊具の老朽化が多いです。
→改修・改善・修理・新設をお願いしたいです（本気で本格的に）。

6

公園が遠いのでもっと家の近くにほしい。歩道が家の周りにあっても少ないので、全部に
歩道がほしい。美唄市でもスーパーマーケットや自動はんばいきが遠い所ばかりにあるの
でもっと近くに作ってほしい。作ってくれるとありがたい。美唄市中村町にも、とても
でっかい『公園』（みんなで遊べるゆう具）がほしいし、作ってくれると、みんなで仲良
く遊べれる。

7

1、市外からも観光客を呼べるようなイベントやお祭りを開催してほしい。
　（芸能人を呼んでのライブ、トークショー等）
2、産婦人科・小児科を作ってほしい。（週数回の診察ではなく）出産できる
　 病院があれば、安心して子供が産めます。
3、道の駅を作ってほしい。
4、アルテピアッツァでのイベントの機会を増やしてほしい。
5、レンタルビデオショップがあると良い。

観光に力を入れなければ、美唄はすたれていく一方だと思います。市外からも観光客を呼
び込めるような町にしていってほしい。美唄は自然（緑）が豊かなので、富良野のラベン
ダー、滝上の芝桜、上湧別のチューリップのように、名産の花、美唄と言えば○○といっ
たもので、観光名所を作ればいいのになと思います。

8

市長が提案した美唄市の北海道中央労災病院せき損センターと美唄市立病院の統一を協議
が開始され現在まで何回か行われましたが前回の統一は駄目になり、市立病院で急患に対
応出来る脳神経外科の医師が在中していないし、又、労災せき損センター病院も同様で、
必要な人は砂川か、岩見沢に転送される状況でこれらの原因は前回の統合が大きな問題に
なっているのです。現に脳こうそくで倒れ患者さんは美唄市立病院に急患で運ばれ、その
後砂川市立病院に行く途中で死亡している様な状況が何回かあると聞いています。選挙の
時は必要な医師をを確保しますと公約し時期が過ぎても問題は解決されていない状態では
困ります。多くの市町村でも同様なことがあると思います。高橋市長はは美唄の問題が他
に多くあると考えますがどうか特別なアイデアで市民が減少していく中でも安心して暮ら
せる、街づくりにしてもらいたいと特にお願い申し上げます。

記　述　内　容

ご意見等
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記　述　内　容

9

・メロディーで除雪したあとに雪を捨てないようにという写真が毎年同じです。毎年見
　回った時のものを載せて下さい。
・町内会組織は市で推進しているのでしょうか、なぜ市の職員の人が町内会を脱会にいく
　のでしょうか。矛盾しています。
・問23について質問します。町内会は、無くても問題ないのですか。この質問の意味が理
　解できません。必要とは思わないが多数なら、いらないという事になりますか。
　（なるのでしょうか）

10
人口がどんどん減って将来の教育がすごく不安、このままだと小学校入学前には美唄を離
れようと思ってしまう。少ないからこそもっと他とは違う充実した現場を作ってほしいで
す。

11

美唄市は人口減少と少子高齢化が進み、医療に対する不安と不信をはじめ地域振興の進展
がない…農業は美唄市の基幹産業にもかかわらず国営事業に乗った推進だけでJAと一体と
なって特産品を作って販売する……といった行動が見受けられない（例、前宮崎県知事東
国原の行動力のように）商工業についても商業者の自主的な取り組みに対して助成する…
…方針の低さに積極性を欠いている。
教育だって東高、美工が廃校になり美唄の高校へは岩見沢の高校に入れない頭の悪い学校
だけとなってしまった。三笠市の調理学校のように社会に出てすでに役立つ学生を育てて
ほしいものだ。
我がマチは札幌まで30分という短時間で通勤、通学する好条件だ。宅地を低価格で整備販
売して家庭園芸ができる広さの中でゆったり自然に恵まれた地域として札幌市民を誘致で
きないだろうか。又、街全体で「花いっぱい運動」を展開して美しいマチづくりを進めて
ほしい。
中村地区を石狩川、産化美唄川、美唄川に恵まれて中村地区をマガンと合わせて、自然豊
かな田舎として開発できないだろうか。（宮島沼、菱沼、伊藤沼、貞広沼などなど多くの
沼に恵まれている）
◎生活保護世帯はどれほどいるのか分らないが、自動車をもっていたり、パチンコに通う
者もいると聞く。本当に必要な人に適正に支給されているだろうか。市対応の不信がつ
のっている。

12

美唄では本屋、レンタルビデオ店などが無いため地方へ行かなくてはいけなく地方に行っ
た際についでに他の物買ってしまいます。美唄には若い世代が必要とする物を買う所がな
いため美唄で消費する事を少なくなっています。美唄は子育て世代には多いと思うのでも
う少し需要のある店は欲しいです。それと美唄市は水道代がたかすぎです。

13

まちづくりに関係ないかもしれませんが、小児科の専門医院を導入してほしい。理由とし
ては市立病院に小児科があるがとても対応が悪く、子供が夜中に発熱したり、急を要する
症状が出た時、病院へ行けない。行きたくない。
・面倒くさそうな対応。
・「なんでこのぐらいの熱で来たんですか…」と言われた時もある。
　（38度以上ありました）
・電話対応も悪い。（小児科の先生の担当ではないから明日来ればいいんじゃないです
　か？　と言われた事もあり）

14

先月犬と散歩中公園で犬の放しがいを見て注意すると「私の犬はかまないから」との返事
が有り愛犬家としては残念でなりません。グループの中に市職員がいます。注意する立場
の人が“何故”。小さな子供もおりますし、犬の嫌いな大人もおります。場所はドラッグ
ストア「ツルハ」のウラ付近です。

15
市役所職員の方に質問します。美唄市で自慢できるものを1つ上げて下さい。（1分以内）
他市町村の人にわが町が誇れるものをぜひ持ちたいと思います。一方、美唄市民が力を合
わせて、外へのマーケティングを心がけていきたいものです。
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16

昨年コールセンターの研修に参加しました。北海道は標準語に近いため、岩見沢、札幌で
コールセンターがあります。幅広い年齢層の雇用創出が期待できると思います。美唄は働
く場が本当にありません。ハローワークで目につくのはヘルパー募集と看護師募集くらい
です。

17

まずは医療の充実。最近、岩見沢へ受診する人が増えていると思う。
特に、耳鼻科など！（子ども）
出来れば、安心して市内で治療したい。小学生から負担が3割というのもどうかと思う。せ
めて低学年のうちは、せめて2割くらいにしてもいいと思う。（まだまだ病院にかかる機会
が多い為）
学生も減っていく中、もう少し美唄のいい所を（食べ物だけではなく）アピールしない
と、人口も減ってしまうので、まずは、本当に住んで、良かったと思える様に住人に、結
果を出してほしい。期待しています！！
人との関わりも少ないこの時代なので、人気のない公園は、なくして、皆が楽しく遊べる
“安全”な公園が1つでもほしい。（遊具が安全なのは当然だけど、周りの環境なども！！
変質者がでない様に！！）

18

1）若者の働く場所⇒これが1番だと思います。
1）夫婦が安心して暮らす場所、住宅・交通に医療制度の確立
1）小中学の無料化　イ　生活費　ロ　医療費
上記の件より市が力を入れて取り組と美唄市ではプラスになると思います。

19

美唄市中心街にも沢山の崩壊寸前の空き家が目立ちます、まちのイメージを損していま
す。何とかしてほしいものです。市ではくわしく街を巡回してこの状況をしっかりと確認
しているのか、疑問に思われます。（安全上の問題もあります。）それから道営、市営住
宅の入居が倍率が高く困っています。このままだと美唄市から離れて住宅事情の良い町に
住もうと思っています。住宅状況の改善を早急にお願い致します。

20

・陸上競技場の整備
・その他地域からの通勤不許可
・自動販売機（主要）にハザードマップ表示
・市職員ボランティアによる、市役所なので（図書館etc）夏休み、冬休み、又は土日によ
　る（学習）補習教育で学力を向上させる
・保健センター前の北側の下水溝の整備
・栄幼稚園を全国にもっともっとPRすべき。それに続いて小学校の学力向上。それなら自
　然災害のほとんどないほとんどないこの美唄で子供を育てたいと思う。

21

若い人の働く場所や大手会社を美唄市に呼ぶ事。福祉に手をつけるなら消費税をあげても
年をとっても負担にならない様にしてほしい。テレビなどを見ているとまじめな人ほどそ
んをすると言っているけど、そのとおりだと思う。年金より生活保護の方が高い事に、ほ
んとうにこまっている人達にあげるならなっとくするが夫と別れたと言ってかくれて夫が
いたりギャンブルや飲んだりしているところを見ると働いていて税金をはらっている人達
は頭にきている。ちゃんと調べて、見きわめる事ができていない市の指導する職員に自か
くをもって働いてほしい。

22 生活館の見直しをしてほしい。

23
美唄の国道沿いは車で通っても何のおもしろみもない街並みでよそから来た人が寄ってみ
たいと思う所ではなのでもう少し国道沿いのお店とか空きスペースを有効にしてきれいな
街並みにしてもらいたいです。

24

私が住んで居るのは東明地区ですが、野良猫やカラスにえさをやりこまっている人が多数
居ます。メロディーに載っていますが、ききめが有りません。担当課で巡回して注意して
下さい。福祉課も生活保護者に接してください。優雅な生活人も居ます。生活保護者がア
ルバイトして居る人は中止して居るのですか？市会議員もそれなりに人員をへらしたらと
思います。美唄市は財政が苦しいので…。
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25

美唄市は生活保護を受けている方が多すぎでは？　30代、40代で少しぐらい体が弱いから
と言って簡単に受けられて、週に2～3日ほどの仕事で生活保護を受けて毎日喫茶店に行き
コーヒーを飲む、パチンコをする！！　普通に働いている方より悠々目適！！　60代70代
の生活保護を受けている方も上段に書いた通り。こういう方がいるのを多々耳にする状況
でもう少ししっかり確認してはいかがですか？　美唄市民の税金で支払っている事でしょ
うから。議員さんの言葉一つとも耳にしますが、今日は議員さんの名前は記入しません
が！！　若い方がしっかり働ける町づくり。病院も、安心して行ける病院を！！　よろし
くお願い致します。

26
ここ数十年の市勢を分析するにおいて、美唄市は町が村へと衰退していくのみである。近
隣市町村との合併・共存のための自治体の在り方について真に熟慮しなければ、市民のみ
ならず、自然・自治機能は限りなく劣化していくばかりである。時間は戻ることはない。

27

生活保護者で夜な夜なタクシーで飲み屋通いしている人、しっかり管理するべし。給食費
払ってない人、しっかり管理してください。赤字美唄をしっかりたて直して下さい。生活
保護者、パチンコ通いの人あり。こんな事で美唄市良くならない。真面目な人だけ何十年
も税金を払って少しの年金で苦労してます。税金をムダにしないで下さい。子供や孫に夢
をもって、生活出来る美唄を。赤字美唄に夢はない。市の仕事は美唄の人優先とするべ
き、市民の税金をムダにしないで、夢をもてる美唄に、今の美唄に夢はない。

28

今の美唄駅は死んでいます。駅の１階にトイレを作り１階に道の駅の様な美唄の野菜や食
べ物など売れるブースなど作って観光バスなどがトイレタイムで止まれる様にすれば良い
と思います。岩見沢の駅など見る価値があると思います。駅はその町の顔だと思います
が、今の美唄駅には、顔がありません、のっぺりとした建物にしか見えません。

29

・医療機関の整備
・高齢者が生き生きとくらせる活動の拡充
・町内会活動やあまり外に出てこない高齢者の発見。（民生委員による地域把握、課題の
　整理）
・若いのに生活保護を受けている人が多い気がする。（若い人がしっかり働ける体制や事
　業主の理解拡充）出産後、仕事をしたいが職場の理解が乏しく母親の負担が大きい。

30
・安全な野菜を提供する市であってほしい。
・桜、ツツジなど広いスペースで植えて春、夏、秋に観光地となれるよう。そのためには
　整備も大切かと思います。

31
お年寄りが多く、若い人が少ないので町に活力が無くなってきている感じがします。
もっと若い人が働けたり、住居環境や教育支援が整えばより良くなっていくのではと思い
ます。

32

美唄は通過するだけの町という印象がある。道の駅のような立ち寄り場所を作り名物品か
野菜など売り込めるとよいのではないのではないか。アルテピアッツァはあまり子供向け
公園ではなく、アスレチックやキャンプ場を充実して欲しい。（砂川子供の国へ足を運ぶ
事多い）美唄に立ち寄ってお金を使って貰う工夫が必要なのではないか。

33
1、道路整備、未舗道が多く除排雪も無い
1、市立病院の医師の対応
1、市議の定数削減、給与等大幅の見直し財政再生

34

市民がまちづくりに参加するための場をもうけること。市民の意見を聞いて、それを市の
職員が実行するのではなく、意見を言った市民本人がその『まちづくりの計画』に参加し
て、市の職員と一緒にやってもらうのがいいと思う。ただ、その市民を選ぶときに重要な
のは会社経営者や、団体の代表など自分の利害関係に話をうつしやすい人は除外した方が
いいと思う。純粋に美唄の為に何かしたいと思っている人、市政に参加して、美唄のまち
を良くすることに生きがいを感じる人を選定したほうがよいと思う。
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35

・美唄で産まれ、美唄で育ち、美唄で動く、その為にどうするべきかよく考えるべきであ
　る。
・魅力ある町づくりにより人口の増加を目標とする。美唄ダム（多目的）を水力発電に利
　用できないか？

36

老人福祉ももっともですが、これからの世代が子育てしやすいような環境を作ってほし
い。例えば生活を維持していくための雇用環境を良くしていただき、失業率なども低くな
るように努めてほしい。あとは子供を産みやすい環境を作るため３人目以降は保険・医療
費をタダにするなど子供を安心して沢山産みたいと思える街を作っていただきたいです。

37
老人のアンケートとしては、設問多すぎる。めんどうくさいが先にたつ。アンケートも工
夫しなければ毎年毎年同じ様な形態、もっと知恵をつかって下さい。アリバイづくりのア
ンケートでは意味がありません！！

38
除雪の技術が下手すぎる！！技能をチェックして適切な人に委託して欲しい。下手すぎ
る！！

39
安心して長く働ける仕事や、若い人も地元に残って働ける希望がもてるような就職先がた
くさんある、美唄に成るといいです。

40 アスファルトの穴ボコが多い。

41 市内の区画整理は行われましたが、茶志内、光珠内、上美唄地域などが未整理です。

42

市内病院も診療所にして、人員を合理化する。入院出来ない病院は不要。美しい唄の町に
ゴミが多すぎる。市の職員は市役所周辺の草を刈ることを自分でやる。どこの会社でも自
分達でやっている。茶志内工業団地に北海道中央パーク施設の建設、トイレ、北海道観光
案内所、自動二輪、乗用車の宿泊場所、道内旅行の基点となる様なものを造る。
東明駅→スキー場のサイクリングロードを整備し、四季の花などで楽しく、家族、仲間で
もう一度行きたくなるように考えて下さい。
・市議会議員を減らす
・市職員を減らす
・市長、議員、職員の給料を下げる

43
美唄市の自立は無理なので、岩見沢市と合併して下さい。住みづらい街なので、将来的に
は美唄を出ようと考えています。

44
安心して暮らせるようにしっかりとした総合病院を作って下さい。このままだと人口がど
んどん減少すると思います。

45
昨冬は多用であったので歩道の除排雪が悪かった様であるが止むを得ない！
短期大学が撤退したが、市内には人材が多く滞在していると思います。この活用等を考え
て見ては？また、専門家の招待による特別授業等を考えて見ては？

46

美唄は道の駅がない為地元以外の皆様に沢山来て頂きたいので、国道沿いに美唄の名物が
全て揃う形を作って頂くとよいと思います。例えば、最近国道沿いにパンすぎうらがOPEN
しましたが、あの近くに焼きとり、鳥めし、etc…国道の通りにあると車もわかりやすく止
めやすいし、今のままでは、場所がその1つ1つが離れてあるし中心街の道路はとにかくせ
まい！　北洋銀行前の国道が、中央分離帯などなくてもよいものを作った為せまくて私は
キライです。
※薬局が（ツルハ、サツドラ、セイムス）人口の割合に多すぎます。美唄に、CDレンタ
ル、ボウリング場、映画館がないので不便を感じます。
※独身の方も多いので今、滝川等まちコン等して新聞にものりましたが美唄も多いにまち
コンやってほしいとおもいますが…。

47 いりょう体制の充実。　商店が少ないため充実。
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48 アンケートの設問に問題あり。

49 企業と農業がよくしてほしい人口を増やす事が市としてよくなると思います。

50
冬の除排雪の時、家の入口に雪をおいて行くのが１番こまります。入口に雪をなるべくお
かないようにして下さい。冬は、どうしても道路がせまくなりますので、道路の雪も排雪
しなければなりません。70才過ぎますと、たいへんです。

51 企業誘致して若い人が働けるように頑張って下さい。

52

お仕事、お疲れ様です。峰延道路12号線の4車線の一刻も早い実現を望んでいます。墓参時
期の渋滞や、特に冬期間の高速道路が吹雪などにより止まった時の12号線光珠内、峰延地
区は道路としての機能は全く果たせなくなります。緊急時に対する対応も機能しませんの
で、日常的に不安を抱えています。昨年夏には渋滞による交通マヒにより救急車搬送が出
来なくヘリコプターを要請しました。拡幅が実現すると渋滞もかなり緩和されるのではな
いかと期待します。アイデアというより要望になるのかもしれませんが、どうか前向きに
検討して頂けましたら幸いです。

53

子供の予防接種など必ず受けなければいけない時、他の市では保健センターなどから通知
が来ますが美唄の場合は予算がないのか、全くわからない。広報に書いてありますと言わ
れますが広報が来てない場合は、コンビニやおいてある場所に取りに行かなくてはいけな
いのですか？　忘れてしまって、後日になると料金がかかります…とはおかしくないです
か？（忘れる私達も悪いですが…）ちょっとした配慮が欲しいです。
冬場子供の通学路が両脇、雪でおおわれて万が一くずれた場合非常に危険です。せめて通
学路の歩道は、子供達が歩きやすいように削ってください。

54 人口の現状をくいとめる、農商工業の進展、環境の整備。以上。

55

過去に次の様な事を見ましたが、教育関係の部署と、特に親の問題と思われますが、小学
校迄は、道徳の指導も必要と思います。
（1）ジュース等の入れ物（空缶、空ビン等）を、ポイ捨てし道路を平気で歩いていた小学
　　 生がいた。
（2）みねのぶ小か、保育所か不明ですが、2車線（片側）の道路に、小枝を置き車がつぶ
 　　すのを手をたたきあそんでいた。
（3）言葉遣いが乱暴な、保育園児がいた。
以上、（1）（2）（3）は教育委員会等を通じて指導してはと思っています。

56

・共通一次試験を受けられる高校レベルにぜひともしてほしい。
・ふるさと納税の件　実際にしてくれる人から市へ要望を出してほしいと言われてる事で
　す。
　①こと細かに振り分けて使用するのではなく、これからの事に大きな事業を立ちあげる
　　事に使ってほしい。
　②ふるさと納税をしてくれた人達へ美唄の名産を送ってはどうですか？　その物が口伝
　　え又は味見をすることで全国津々浦々広がって結局は美唄のアピールになると思いま
　　す。美唄の発展を祈っています。　以上

57
・市民が就業できる企業等誘致→仕事がなければ住み良い街にならないのではないか？
・学校における部活動の充実→野球だけとかはやめてほしい。
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58

「福祉のまち」は分るが、生活保護の対象があまいと思う。みんな、パチンコ、車、ペッ
ト等、自分らより良い生活をしている。適正な査定をして、無駄な支出を減らすべきだと
思う。本当に困っている人を助けて下さい。偽装離婚もすごく多い。
東明や我路は、景色がいいところがたくさんあるが最近、整備がされておらず、さびれて
いる。もったいないと思う。サイクリングロードなどできたときは、楽しかった…。早く
富良野にもつながってほしい。
登山ブームであるから、美唄山の登山道もきれいにすれば集客できるかもしれない。登山
後には温泉もあるし、おいしい名物もある。高速道路からのアクセスもいいのにもったい
ないと思った。
市立病院は残念だけど、あきらめてメディカルモールをつくった方がいいかもしれない。
婦人科や小児科の充実を望みます。

59

常々思っている事として市が中心、後援してのイベントが他市町村と比較して少ない。特
に市の文化施設（アルテピアッツァ）が遠い為参加しづらい。市の中央公園の積極活用が
望ましい。市内の農産物が高過ぎる。（農業中心の市としては）
市職員の皆様毎日大変ご苦労様です。頑張って下さい。

60
商店街の方々、そして各事業所が行政に対し各種事業に協力参加の精神が欲しいもので
す。街おこしには行政単独でなかなか困難だと思います。

61

私はこの美唄に住んでこれといって災害に見まわれたことがありません。それは、この美
唄の土壌にあると思います。我が家の周りの土を掘って見ると20ｃｍほどして栄養のある
土その後50ｃｍほどは粘土と球砂利、そしてゆるやかな傾斜により、水はけもよく地震に
強いのではと思います。そんなことで築50年ほどになるぼろ家でも保っています。この豊
かな地を、宣伝に使えないものかと思います。

62

医療…市外へ行かなくても美唄で安心して医療を受けたい。
買物…新鮮で安い、何でもそろう店があればいい。（イオンとか市外へ行く人が多い）
観光…美唄ならではのレジャー施設が欲しい。
　　　（内地からお客さんが来た時連れて行きたい）
環境…ゴミのない町に（呼びかけが必要）。
除雪…プロならていねいにきちっとやって欲しい。
道路…南美唄地区枝道かなりでこぼこが多い為定期的に整備願いたい。

63 美唄の町は遊ぶ所もないし見る所もない。どこも、行けない。

64

今後少子高齢化が更に進むと思われる。これは我が街美唄だけの問題ではないが、老人施
設の絶対数が足りず、入所待ちの人が入所者の数倍も居ると聞く、今後切望されることは
老人施設の増設と質の向上である。老人施設は建物が出来、設備が整えば十分というもの
ではない。入所者のニーズにこまやかな気遣いがあってこそ成り立つものである。究極に
は人と人との温かい気持ちのやり取り、心遣いこそが必要となるだろう。その為には介護
職員の質の向上を図らねばならない。それには彼らの待遇を改善し、人材を確保する必要
がある。それには当然市からの補助も現状制度からは考えなければならないだろう。また
人口減に関しては学卒者の流出が顕著である。せっかく育て上げた優秀な人材が美唄にと
どまらず、他に流れて行ってしまうのである。それは美唄に彼達を受け入れる企業が少な
いからである。なんともったいなく、おしい事である。今かなうならば彼達若者を受け入
れる企業誘致をし、あるいは起業をすれば良い。どのような分野でそれは成功するか英知
を傾けるべきである。これらのことが実現化したあかつきには人口年齢のバランスのとれ
た活気ある魅力的な街になるだろうし、他地域からの人口流入と考えられ、更に街の発展
が期待できる。そこに行政の手腕が最も期待されるところである。そんな街作りをぜひと
も実現して欲しいものである。

65
若者が働ける企業（店、工場、農業）が必要と思う。学校、保育所等の環境重視。年寄り
より若者を大切にと思う…。
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66
専修大学の再利用として、福祉看護大学と、老健・特養を作る。どちらも、今後必要だ
し、実習を老健、特養で行えるし、市立病院を廃止して花田病院と提携して、経費をおさ
える。

67
大雪などで倒壊の恐れのある建物について、所有者が改善の意思を示さない場合、強制的
に撤去出来る様に条例を制定してほしい。

68
今は夫婦2人ですが、どちらか病気になり、たとえば夫が先に病気になり、私は女性です
が、耳が少しきこえが悪く、補聴器の世話になっています。其の時はどうすればいいで
しょうか、今は二人共年金暮らしです。

69

美唄は若い人が少ない。それは、医療施設が少なく、食事、買い物、娯楽が少ないからと
いう事も、一理あると思います。そして、地方へと、はなれていきます。高齢者が多く
なってきてるので、施設が増やせないのは十分、回りもわかっていますが、若い人が増え
ない事には、人も増えないし、減る方向に進むと思います。若い人がふえるという事はた
しかに治安の悪化につながると思いますが、警察の方々や警備をふやすなど、手はあると
思います。ただ資金が、かかるのもわかりますので、高望みはしません。常識の枠をはず
れてる人も多くなる一方で警察という大きな抑制力が多くなる事を期待します。いきがっ
てる若い人を抑える事のできない抑制力では、治安も悪くなり、設備をそろえるという事
もむずかしいと思います。

70
お祭りなどのイベントの規模が年々小さくなってきてる気がします。金銭的なことなど
色々あるのかと思いますが、もう少し盛大にやってほしいです。特に歌舞裸祭りを少し大
きくしてほしいです。

71
農業をはじめ商工業においても、後継者問題が近い将来表面化してくると思われます。そ
の対策を何か考えられたらと最近思ってます。

72 冬でもバスにのれるようにしてほしいです。ビデオのレンタル店をつくってほしいです。

73

病後保育について、女性の自立の上でも、家庭で女性が外で働くのがあたりまえとなった
今、一番困るのは病後保育です。これがないために働くのをあきらめたり、子供をあきら
めたりする女性が、かなり沢山いるはずです。病後保育に力を入れ、大きな物にして、外
の市町村よりうらやましがられるようにしてほしい。そうすれば、若い夫婦等は美唄市に
転入すると思います。もし、他市町村の子供を受け入れるのであれば金額に大差をつけて
他の市町村の子供が入りづらくする必要もあると思います。あくまで美唄市のためですか
ら。今すぐにでも考えていただきたいです。最近、美唄市では子育て支援に力を入れてい
ただいていると感謝しています。その最後の大きな仕事が病後保育であると考えます。他
の市町村が作ってからではおそいです。他の市から人（家族）を呼ぶのです。今ある子供
世帯を守るのです。友達に「美唄は子育てしやすい町だから転入しておいでよ」と言える
ような町にして下さい。
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74

子供を連れて美唄市へ転入。保育園の老朽化に驚きました。次世代を担う子供達にももっ
と目を向け投資すべき。美唄はお年寄り世代が多いですね。福祉、介護にと話が向いてし
ますのでしょうが、市のトップの方達は、子供達の教育環境を視察しているのでしょう
か。これからは夫婦共働きはあたり前の時代となり、片親での子育ても増えていく事で
しょう。その時のサポート体制が市として支援できないのなら、どんどん若い世代は市外
へと移り、町は過疎化していきます。小学校の防犯面でも、岩見沢は子供一人一人の登校
した時の時間と写真を保護者の携帯電話へメール通知するサービスも行っています。今
は、どんな事が起こるかわからない時代だからこそ、安心できる物サービスにアンテナを
はり、よい物を提供できるよう市も頑張ってもらいたいものです。子育て支援を手あつく
した市町村の子育て世代が増えていると新聞で読みました。医療費、児童への手当金とは
言いませんがせめて、子供達が学習できる環境をよくしてほしいものです。ただ素晴らし
い面もあり、市立病院の小児科医が土日祝祭日にも診察時間を設け、診療してくれます。
いざという時に、小児科医の先生がいて下さる事は心強く、本当に安心できます。先生方
も休みなく大変な事と思いますが、こういうサポートが美唄でもうけられる事に本当に感
謝しています。

75
除雪後に除雪車が来て、玄関前、出入口前に山のように置いて行って、非常にこまる。特
に出入口前等は出きるかぎり、取っていってほしい。

76 美唄富良野線の開通。

77

今の美唄市は正直な所活気がないと思います。人口が毎月減っているのを見るとそう思い
ます。これからの事を考えるともう少し若者の雇用を地元で増やすことや、ショッピング
モールなどの誘致をして、市民生活を活気づかせる必要があると思います。この現在のよ
うな町のままでは、人口が減るのに歯止めがきかなくなり、町の自立に影響をおよぼすこ
とになると思います

78

○冬になり、雪が積もるようになると、隣接している家の屋根の雪が雪崩のように落ちて
　来ます。毎年毎年のことで頭が痛いです。いくら話し合いをしても一向に聞き入れても
　らえず本当に困って居ります。その様な個所には市の方から呼びかけてもらえないで
　しょうか。
○美唄の街にはもっと若者の働く場があっても良いと思います。地元に働く場がないた
　め、働く場を求めてほかへ流出してしまい、活気もなく、シャッター通りもその１つで
　す。活気を取り戻す知恵と工夫が必要と思います。市の農産物、その他いろいろと試み
　はしているのでしょうが。
○空き家もあちらこちらで見当たりますが空き家の囲いか壁が崩れていたり窓枠がはずれ
　ていたりして、雑然としております。万が一空き家が火元となり火災でも起きたら大事
　に至ると思います。
○最近、新聞、ＴＶ、等で地震に関する事等が報じられておりますが、今後いつ起こるか
　わからない強大地震に備えて市のハザードマップ等が必要なのではないでしょうか。

79

＊早く美唄から富良野へ抜けられる道路の完成を促進ねがいたい。美唄活性化の為又通り
　道となるアルテピアッツァの素晴らしさ、存在の知名度も今以上知れわたり、立ち寄っ
　てもらえる。付随し変わった意味での設備も増え、環境をいかせると思える。
＊市の防災について、市内各町内会において夏期何月から何月頃まで一週間の何曜日と何
　曜日を安全防災パトロールの日とし、町内一周を、美唄市一斉に、遠くで聞こえる拍子
　木の音が、取り組みへの素晴らしさと安全防災への認識を高めると思います。
＊地球環境に悪さのない生ゴミ堆肥の有機肥料としての美唄独自のコンポストの発想。
　（例、美唄市のマーク又名前入りの製品を一般品より少し単価を下げた美唄市の環境取
　　り組み品とした美唄コンポスト。）
＊美唄市全各町内近郊１０ポイント位に分け、中年高齢向け、勝敗にあまりこだわらない
　楽しい運動会的ふれあいかけっこ会を一回実施したい。町内会共通の話題と、応援で絆
　を深める事と思います。第一に怪我、事故が怖いですが！

80
私は美唄で生まれて美唄で暮らして７８年、美唄はとても良いところです高橋市長様にと
ても期待をしています。よろしくお願い致します。
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82 このアンケートは具体的内容がない。本当に役に立つのか疑問。

83

1、人口増の対策として。
塩漬状態の空知工業団地の利用変更が出来ないものですか？もし可能であれば、例え
ば！！　高齢者の介護施設の建築物等を作って人口増はいかがでしょうか。年次計画で5ヶ
年間とか。星型の建物配置で中心部が本部的、その他つばさ部分を固定的部屋。思いつき
で書きましたが検討を宜しく。
2、楽しく暮らせるまちつくり、人つくり。
高齢者社会の拡大に伴って美唄市全域を6分割位に分けて高齢者夫婦、1人暮らしの世帯の
訪問援助隊的支援は出来ないものですか。例えば、訪問としてお話合いをする、聞く、買
物等のおつかい等々（次回訪問時に）。健康管理（血圧測定）等範囲は色々あると思うが
最初から手広くでなくていいのではないか。（バス連行中止とか外出困るとか）

84 85才の老人なので自分の事でいっぱいでまちの事考えられません。

85

・若い人が集まる場所、例えばスポーツ廃校の体育館を日が暮れる時開放する←（電気代
　をかけない為）
・働く場所を増やしてほしい。
・ビデオショップがほしい。例えば、図書館にビデオショップを設けて、事前にビデオを
　予約して、どこかから借りて借す。お金は、岩見沢５０円、８０円→１００円位で。お
　年寄りが見られる様な、借りやすい様なシステムを。（私は岩見沢に借りに行けるが、
　運転できない母にも借りやすい環境を）
・歩道の整備？自転車、歩行者が歩きやすい傾斜にしてほしい。→歩道を通行していない
　歩行者、自転車が多い。
・若い人が働く場所の設置→廃校になっている学校が沢山ある、これを利用して、小売り
　流通業とか、コンビニの流通センターとか何か働く場所に利用できないだろうか？
・最近、警察の取りしまりが多いため、普通に運転していても、パトカーを見たら驚いて
　ブレーキを踏み事故を起こしそうになった、等声を聞きました。取り締まりは大事なこ
　とですが、危険もあるようです。
・娯楽施設がほしい。休みに遊べる場所がなく、結局他の街でお金を使ってしまうので宜
　しくお願い致します。
・１８、１９時以降で月１で良いので、習えるサークルがほしい。サークル習い事の種類
　の充実。←今の現状の種類だと、種類も少なく、時間が早く始まるので習えない。

86 団地内の除雪（特に間口）のさい、雪を排除してもらいたい。

87

寂れていく一方のような気がする。子供の教育の上でも、小学校のレベルの低さ、教師、
教育委員会の対応・・・etc。もっと外（秋田県など）に行って勉強すべきだと思います。
明るい、子供たちの美唄に住んでの未来が見えない。今の４０代５０代、これから老後に
突入していく人の３０年後を考える時、美唄に住み続けるのは医療面でも交通手段面でも
不安がある。色々な面で人口が減少しているのだと思う。何か一つでもすみ続けて安心で
きるものが必要。そうでないと人口がどんどん減っていく。
※東小学校は狭い。中央小が生徒数が少ないのであれば、学圧の範囲検討すべきだと思い
　ます。小さい町なのですから・・・。
※アンケート１２００人では不足だと思います。

88
マンションやアパートなど近辺のゴミステーションが汚く、ゴミが常に入っている状態を
よく見る。だらしなく見えるのでどうにか対策をしたら良いと思う。
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89

・市内外から多くの人々に美唄を知ってもらい、来美してもらえる様に環境づくり又イベ
　ントや観光施設、体験農場を増やしてはどうか？　地元に住んでいても今どの様なイベ
　ントをしているのか等分からない事が多いので広報の仕方にも問題が有ると思う。イベ
　ントが近くになってから再度マスコミ等も利用して全市民が参加出来る、したくなる様
　に・・・。さくら祭りやら、かぶら祭りにしても観光物産協会やら商工会議所等の関係
　者の人が忙しくしているのを拝見しているが、美唄市役所の職員の顔（出席）が少な
　い。町おこしと云うなら全職員オール参加ぐらいの気持ちで手伝いやら参加が必要では
　ないか！！　（その職員の家族も）
・市立病院について、特に市立病院勤務している人の患者に対する心づかいや態度が非常
　に悪い。よほどでなければ市立病院へは行きたくない！！　市立病院は廃院しても良い
　と思う。市立がなければ嫌でも個人病院、労災病院へ行くと思う。市立病院を存続させ
　るには立て替えも必要だろうし赤字の解消には程遠いのではないか。それよりは救急車
　を増やし、となりの市町村の病院へ搬送できる体制を取った方が賢明ではないでしょう
　か。医師の確保も（優秀な）難しい！！
・自立に関しては市民も自分で出来る事は自分でする。除排雪、今年は例年になく大雪で
　したが、何でもかんでも役所頼みではいけない。道路に玄関先の雪を出してみたり、排
　雪した所に引きならしたりとても見ていられない。市も又古い団地等は廃してでも道路
　を広げ美唄へ住みたくなるような環境作りをし（札幌通勤１時間もかからない立地条件
　を生かし）緑豊かで冬も住みやすい美唄市を売りにして人口の増加を考えてもらいた
　い。

90

地域が自立していくためには急激な人口減に歯止めをかけることですが、一般論を美唄市
に関連づけて記載します。　人口流出を止めるため若い人の職場を創出する。畑作農業
（富良野・美瑛）・畜産業（美唄、アスパラ羊）・果樹栽培（美唄、ハスカップ）（江部
乙、りんご）（浦臼、陣内ファーム、ぶどう）・花卉栽培（月形）・薬草栽培（当別）・
農産物加工（月形）等々。人手のかかる通年就業の職種を重視するのがいい。農産物のビ
ン詰め・缶詰・乾燥処理、何でも良いが、対象農産物は米、麦、そば、豆、トウキビ、
芋、玉ねぎ、トマト、アスパラ、ハスカップ等々多くの農産物がある。要は、農産物をそ
のまま販売するのではなくひと手間もふた手間もかけて付加価値をつけて販売することだ
と考えます。たとえば、新潟の駅前は米を加工した「かきの種」でいっぱいです。大掛か
りな取り組みがあってもよい。食糧備蓄基地、雪氷冷データーバンク、太陽光発電、炭層
ガス化等、他の地域に比較して多くのハンディはあるが可能性を求めて行けば不可能では
ない。他から定住者を迎える。市の遊林宅地があり、他地域から美唄に住みたい人がいる
場合、定住するための投資と定住後の消費を考えると美唄市の初期投資はおのずから計算
できます。市の所有宅地を破格の安値で分譲（由仁町、東川、月形等）することです。問
題はただ一つ。美唄市として実施する意欲や器量があるかどうかです。美唄名産の「塩コ
ショウ焼きとり」は戦後の貧困と食糧難から偶発的に生まれ、長い時間をかけて現在に至
りました。しかし、今はちがいます。（すぎうら米粉パン）地域活性化のアイデアや情報
はいくらでもあります。それらを意図的に組織的に調査・研究し、絞込み最適なものを見
つけ出すことも、行政の主題にすることも、実現するために動き出すことも可能です。こ
れにも、問題はただ一つ。行政として力を出し、市民を巻き込んで取り組む意欲や器量が
あるかどうかです。ゴールドラッシュのまちがゴーストタウンとなり、ミシン場がさびれ
た町になりました。原子力村20～30年後に廃村になるかもしれません。これらは全て、な
るべくしてなることです。美唄市の場合、屯田入植から炭鉱の町として繁栄し、閉山後4分
の1近くに縮小しておりますが、農業と国道12号線沿いの街として、今は、頑張っている方
だと思います。しかし、これ以上地域の空洞化と少子高齢化が進むと手の施しようがなく
なります。

91

必要のない事業（道路整備等）を国から引き受けて半分等とは言え多額の費用を負担する
よりは、同じ額でもっと生活道路などをきちんと整備して欲しい。市役所も時差勤務等を
利用して夜間も利用できるなどもっと工夫して、市長との対話も平日や夜間だけではなく
休日も開催して欲しい。小さな事からこつこつと始めて行かないと市民の意識も変わらず
自立は難しくなっていく。高校を卒業して市内に勤務できる企業・会社がないとどうして
も市外へ出ざるを得ないので残念である。必要とは思えない神社近くの住宅を建てるより
はもっとすべき事あるはず。若者から老人まですべての人に必要と思われる事を考えて欲
しい。会館も老朽化している。
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92

年輩者、定年退職後の人達が寄附やボランティアではなく、お金を使おう、出資しようと
思える、企業、農家があると生きがい生まれる事と思います。何もなすことなく、たくさ
んの年金を預金のままにしている年寄りが美唄には大勢となってきています。積極的に
サークルや、催しものに参加できない年輩者は小さな越えられないプライドがあります。
“誘われて仕方なく頼まれて”という形をとらないと出て行けない中高年！　60代から80
代くらい迄の20年間を、お金をもって、くずぶっています。小さなプライドを先ずとりは
ずす、仕向けは、大変面倒なことです。そこまでして行政が働きかえる問題ではないかも
知れません。行政は何をするにも法や原則に基づいたことから起案しなければなりませ
ん。しかし埋もれた、まだまだ働ける人達の能力やお金を有効に使えるように、引き出す
ことが、高齢化の美唄市には大切なことに思えます。やりがいがあって楽しい仕事：1日８
時間も働くのではなく週に3、4日の3、4時間「朝出かけて行く」ところがある。中高年の
力を引き出して、欲しいと希っています。

93

秋に札幌で開催するきものコンテストのプログラムで美唄を宣伝したいと考え、ご協賛を
お願いしています。お陰様で皆様のご協力ご理解を承り、B51/2大の来て見て「美しき唄の
まち」とした広告を載せることができそうです。この活動の中で、美唄には、美唄を愛し
活性化を願う方がたくさんいらっしゃる事を知りました。私もその思いで、コンテストに
お集まりの全道各地、札幌市の皆様に美唄をPRしたい一心です。しかし、1人では何もでき
ず、皆様（同じ思いの）とつながる事が大切と思いしらされました。同じ思いの個人・グ
ループ、団体が、融合し発信し「また来たい」と他市町村の方々に思って頂けることがで
きるように…また若い世代の流出は惜しい限りです。子育て支援、就業支援の充実（働く
場所、スキルアップ…）が必要と思います。いずれにしても現在存在しているもの、人、
全て大きな財産であり、力であると考えて（それをどう有効に使い、活性化につなげる
か）をまちづくりにいかしてはと思います。新しいものを作ること（建物など）ばかりで
はなく…。

94 いつもご苦労様です。よいまちづくりにつながるよう期待しております。

95
まず人口を増やす方法、そして市の職員の方々が美唄を自立させようと真剣に考えている
のでしょうか。あまりやる気をかんじられないのですが。

96
年齢の都合でこんな事など云えるものでは有りませんが、料理自慢の方々の力で美唄市で
店頭に並ぶ様な事が（市販）出来ないものでしょうか。誠に都合のよい事申してすみませ
ん。

97

東明公園のテニスコートは利用している人をみかけた事があまりないのですが気軽に行け
る様な住宅地の近くに作れないものかと思っています。他にイベントがあっても遠くて、
車でなければ行けません。それから空き店舗が目立ちますが寂しい雰囲気ですのでなんと
かならないでしょうか。難しい問題だと思いますが。

98

「道の駅」実現を考えて欲しいと思います。その道の駅を拠点に情報発信出来る所を設
け、特産物をPRすべきだと思います。人気のある道の駅の経済効果や知名度は凄いので。
近年、若い世代の方々で結婚しない人が増えているので、市として、人口減をくい止める
為に、婚活支援など、人口を減らさない対策に取り組んでもらいたいと思います。

99

・就農を目差す若者達に農業の実践の場（いずれ後継者に）
・閉校した校舎の活用（道の駅はいらない）宿泊施設、集合所的な所（合宿、会議、等、
　グラウンドもあるし）
・炭鉱遺産など美唄の歴史等（６月30日に行ったツアー）
・イベントを市外にも発信しては？　（ラジオ、新聞などを利用）ホームページは全ての
　人が見られる訳ではない。若者達の働ける場所がたくさんあると良いですね。

100 市の議会議員減らすこと、まちづくりとは何か内容が広すぎる。
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101

赤字の市立病院はどうしますか。旧労災との統合を考えても良いのじゃないですか。市立
で病院を維持する必要性がないと思います。個人病院も市内に入院設備を備えたところが
あるし、築40年以上経過した古い建物の建て替えだって、そう遠くない時期にやる必要が
ありますよね。もう一点知人からある会合で、聖華高校生の実習が市立三笠病院で行われ
ているとの事です。地元の高校実習が、地元病院で、行えないなら、高校の存在すら必要
ないと考えているのか。不思議ですね。全道から優秀な生徒を集めているのですから、美
唄で面倒みましょうよ。

102 除雪で無人の道路（住宅のない場所）

103
市役所の窓口は、中堅職員の配置で迅速な対応を。住宅地空地を、雪捨場、借り上げ。プ
ラ・ゴミ（汚れたもの）ももえるゴミ分別、資源ゴミがきれいになると思われる。高齢に
なると困難になります。

104

ひとつお願いです。「三井美唄幼稚園」が来年3月で閉園が決まりとても残念です。閉園し
た後、ミニ森とか広場はどうなるのですか。できれば、その後に「三井美唄保育所」を
持ってきて欲しいです。市議さんにお話を聞いたところ、「幼稚園は建物が古く、保育所
のほうが新しいので、そのまま保育所の建物を使用」するとのことでした。東明の栄幼稚
園は古い建物をそのままリフォームして大事に使っているので、三井幼稚園もそのような
形でリフォームして「三井美唄保育所」として再出発させて欲しいです。空き地にしてお
くと住宅地の中で管理が行き届かなくて、溜まり場になったり変質者が出たりそのような
事が起こるのではないかと、とても不安になります。「三井美唄」という名前を絶やさな
いで末永く三井美唄幼稚園の後地で三井美唄保育所が栄えてくれる事を願っています。
市立病院のことも、小さくても新しい建物にして、待合は真中に1つで、その待合を取り囲
むように診療科を配置した建物も省エネスペースの建物にしたり、お日様が入る明るい風
通しのよい自然を取り入れた省エネ冷暖房ができる建物を考えて見たらどうでしょう。未
来的にお金のかからない工夫をする事が大事ではないでしょうか。文章が下手で思う事の
半分も伝わらないかもしれませんが、私は美唄が大好きです。お年よりはもちろん、若い
世代の人達が働く場所が有って、子供たちがのびのび育っていく環境が作れるのであれ
ば、微力ながら協力していきたいと思います。又、尚栄高校の事では、美唄市民自体が馬
鹿にしているような高校です。通っている子供たちがかわいそうです。どうぞ、美唄市・
美唄市民・尚栄高校の先生方みんなで良い学校にする努力をして欲しいです。

105

子供を安心して産める町にして下さい。産科も無い市では、若い人達も好んで住んでくれ
ません。若い夫婦達には、支援をしたり他市町村からの移住の方にも支援したりした方が
いいと（住居など）思います。日本一が2つもある市なのに（直線道路や、マガン最北の
地）全然活用されていません。もっと美唄をアピールするべきだと考えます。茶志内の工
業団地もただの空き地であり、あけておいて経費をかけるのであればタダで企業に貸すと
か地域の人達に使用してもらうなどもったいないです。タダの空き地は！！町に寄っても
らうため子供達のイベントを増やすと親や年寄りも孫も連れて来たりするので、子供向け
のイベントを増やした方がいいです。役所の方も頭いいんだからもっとやわらかく固定さ
れた考え方やなんかは捨てて美唄を少しでももっと良い住みやすい活性のある市と良くし
て成長することを望みます。未来のために！！

106
アルテピアッツァや東明公園など、それなりに知名度がある公園や施設を有効に活用すべ
き。ライブイベントなど。冬は、雪まつりなど。

107 高齢になると歩けないので循環バスをもっとこまかに停・降車できないものでしょうか。
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108

市の職員に対して、事務で手間取ってしまい疲労が続いた。どうしても、子供の自立に対
して、学校側のやり方と違うのか・・・高等学校を子供が卒業してから、就職のために開
発校に入学させて、寮に入ってから、学校側に協力をしなかったのか、子供の進路（卒業
後）に対して、先生と２人で相談したのか、私に対して、一言も、クリーニングの仕事に
対して、手紙しか来なかった。直に学校に訪問しなかったので、先生と意見が、いまだに
くいちがっている。ケンカになりそうなので、電話はしていない。子供の住所も、何の連
絡もない。卒業後、先生に電話をしたら、おかあさんに教えるのが嫌なのではと、子供じ
みたことを言っている。少し様子をみてはいるが・・・。先生は、訪問しているらしい。
グループホームに次の実習生の人を就職させたいのか、理由があれば伝えとくといっては
いました。住所変更はしていると思います。女性で科長の肩書きはいるのでしょうか？一
回だけ入学前にお会い（面談）したことありますが、目をあわせない方です。（その先生
は・・・。）

109

店がなにもない　回転寿司、マクドナルド、モスバーガー等美唄は高齢化が激しいと思い
ますので、買い物難民対策をお願いいします。働く場所も少ない。美唄モールを作った方
がいい。元コープからコアビバイまでのスペースをホテルスエヒロも寿楽もその中に入れ
てやればいい。人口少ないため企業を誘う努力をしないとダメ。つぶれた店は壊した方が
いい外観が悪い。壊したら駐車場の考えが悪い。そのスペースに企業に来てもらった方が
いい。茶志内に1つコンビニが欲しい。茶志内地区の下水道の整備を早くして欲しい。
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