
件　数

67

11

4

16

52

52

31

7

240

【 目　次 】

　　まちづくり全般　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　　１　ページ

　　市民参画・コミュニティ・行政運営 　・・・・・・・・・・・　　５　ページ

　　教育・文化・スポーツ  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  　６　ページ

　　生活環境・防災　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　　７　ページ

　　医療・保健・福祉　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　　８　ページ

　　産業振興　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　　11　ページ

　　都市基盤　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　　14　ページ

　　その他　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　　15　ページ

まちづくり全般

分　　　　　　　　　　　　野

市民 … 別 冊 ①

　　【問18】　今後１０年間のまちづくりの目標として、「砂川市は、こんなまちをめざしてほしい」
　　　　　　　というものがあれば、あなたのお考えとその理由もお書きください。

　この問いは、市民の方の砂川市への思いや、まちづくりに対する考えをお聞きしました。

239名から240件のご意見がありましたが、傾向としては「医療・保健・福祉」が最も多く、次いで
「産業振興」「生活環境・防災」の分野が続いて多くなっています。「医療・保健・福祉」については、
医療など高齢者に対する支援だけでなく、子育て支援の充実などの意見が多くみられたほか、「産
業振興」については雇用の増加などを望む声が多くみられました。

意見の分野別件数

市民参画・コミュニティ・行政運営

都市基盤

計

教育・文化・スポーツ

生活環境・防災

医療・保健・福祉

産業振興

その他



◎ まちづくり全般

めざす まち 理　　　　　　　　　　由

1

安心して暮らせるまち 緑豊かな自然環境と医療・福祉などが充実した良好な生活環境の中で、
子どもからお年寄りまで、市民一人ひとりがやさしさに包まれて、安全で
安心して暮らせるまちを望むから

2

安心して暮らせるまち 緑豊かな自然環境と医療・福祉などが充実した良好な生活環境の中で、
子どもからお年寄りまで、市民一人ひとりがやさしさに包まれて、安全で
安心して暮らせるまちを望むから

3
安心して歩ける町 散歩することにより、健康になり砂川市内になにがあるか確認できる町

4 安心して暮らせるまち

5

安心して暮らせるまち 今後、人口増加は難しいので、なるべく人口減としない様な安住出来る、
街造りが大切。マクロ行政ではなく安心して暮せる様な個々のサービスの
充実が必要です。

6

誰もが（赤ちゃんから年配者）住みやす
い街　誇りに思える砂川、生活するのに
知恵袋が豊富な街

お金を、かけず知恵で乗りきれ精神、台風、地震、何が起きるか今の時
代、市も蓄えが必要　イザという時、使う時は、使う、おしまずに

7 若年層が安心してくらせる町 高齢ですので自分の事より若者の事が心配です。

8

安心して暮らせるまち 緑豊かな自然環境と医療・福祉などが充実した良好な生活環境の中で、
子どもからお年寄りまで、市民一人ひとりがやさしさに包まれて、安全で
安心して暮らせるまちを望む　・警察署が移転になり刑事などがいなくな
るのが心配です。・どろ棒が多くなると思います。・滝川から来て、まにあ
いますか！・人員、確保を…

9
・子供や若い子達がすごしやすく未来が
もてる町。

・何にもないので子供や若い子がかわいそうです。

10 全ての面で人にやさしい町になってほしい

11 安心安全なまち そうでないと生活できないから

12
みんなが住み良いまち どの年代の人でも安心して生活できる医療・福祉・買い物など施設がとと

のったまちを望む

13
安全、安心な暮らしができる街。医療・福
祉・環境・道路　雪対策

子どもからお年寄りまで、市民一人一人が生活をしていける環境を、つく
ることが大きな安全、安心となりうるから

14
市民の皆んなが、市外、道外に、出ない
様な、町づくり。

市民の人口が減っては、何もできない。

15 若者が輝けるまち どんな場所でも、若者に活気があれば全体が底上げされると思うから。

16 安心して暮らせるまち

17 安心して暮らせるまち

18
将来が魅力あるまちづくり 将来に希望のもてないまちには、住む気がしない。従って、少なくとも市と

しての最少限必要な政策を希望いたします。

19
安心して生活できるまち 緑豊かな自然環境と医療・福祉などが充実した良好な生活環境の中で、

子どもからお年寄りまで、市民一人ひとりがやさしさに包まれてるから。

20
高齢者や、子供のいる世帯が安心して生
活できる町

21

安心して暮らせるまち、シャッター街を作
らないまち

シャッター街が増えると治安も悪くなるイメージがある。農協で買い物して
バスを待つ住民だけでなく近くに開放的な休憩所　飲み物（温泉に置いて
あるお茶、水）とか、高齢者がおしゃべりできそうな場所　将棋、オセロを
おいたり。家にずっと居ない環境、農協や買い物する所のまわりにミニ図
書館があったらいい。頭がしっかりしている高齢者等は本をよく読むとテ
レビで言っていたから。病院の奥の図書館は買い物する所とでは少し遠
いと思う。
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めざす まち 理　　　　　　　　　　由

22

安心して暮らせるまち 緑豊かな自然環境と医療・福祉などが充実した良好な生活環境の中で、
子どもからお年寄りまで、市民一人ひとりがやさしさに包まれて、安全で
安心して暮らせるまちを望むから

23
若者が集まるまち 出産、子育て、学校、人材確保が充実すれば、それなりに良いまちにな

る。

24

安心して暮らせるまち 自然環境と医療、福祉などが充実した、良好な生活環境の中で、子ども
から、お年寄りまで、市民一人ひとりがやさしさに包まれて、安全で安心し
て暮らせるまちを求めます。

25

安心と活気が両立しているまち 生活しやすく住民が安心して暮らせるまちに住みたい。しかし、それだけ
では、少子高齢化が進んでしまうので、他市町村と協力しながら、人が集
まるまち、皆がいきいきと暮らせるまちになると良い。

26 日本一子育てしやすい町 人口増加、まちの活気が増える、と思うから

27
安心して暮らせるまち。 ・医療、福祉の充実。・交通災害、自然災害など充実した対策で安心、安

全な、まちである様に！

28

あらゆる世代の人々が住みやすい街。 中空知の中心を担う病院、こどもの国、スイートロード、たくさんの特色を
持つ街なので、それらを生かして、高齢者も子供も住みやすい街になると
良いと思う。今はそれができていないと思うので。

29 住良いまち

30
安心して暮らせるまちにして下さいお願
いします。

31 不安なく暮らせるまち 老後も安心して暮らせるまち

32 砂川市に住んでよかったと思う町 皆んなが幸福にくらせるように。子供から大人まで

33 コンパクトシティー化 人口は密度が高まると求心力が高くなるから集約は重要と思います。

34 安心して暮らせるまち

35

「ずっと砂川にいたいなぁ」と思えるまち。
「住むなら砂川かなぁ」と思えるまち。

社会人になるときに砂川から離れたくないと思えるような、環境や人のつ
ながり、生活のしやすさ。たとえ１度砂川を出たとしても、戻ってきたいと
思えるまち。子そだてがしやすい、老後が安心してすごせる適度な活気が
ある。

36 安心して暮らせるまち

37

安心して暮らせるまち 緑豊かな自然環境と医療・福祉などが充実した良好な生活環境の中で、
子どもからお年寄りまで、市民一人ひとりがやさしさに包まれて、安全で
安心して暮らせるまちを望むから

38 近隣からあこがれる町作り 人口が多くなるから

39 不安のない生活ができる 健康・治安・買物が充実した町づくり

40

これ以上人口減はしたくない。人口増に
は奈井江町の様な大胆な動きが要る。子
育て、高齢者福祉問題を重点に…　ハコ
モノは、よりコンパクトに…　税率の低い
印象を他に与えて人集めにつくす。

41 子どもから年よりまで暮らしやすいまち

42 滝川市を中心とした中核都市の形成 人口減少は全国のため単独自治体では無理

43

安心して暮らせるまち 緑豊かな自然環境と医療・福祉などが充実した良好な生活環境の中で、
子どもからお年寄りまで、市民一人ひとりがやさしさに包まれて、安全で
安心して暮らせるまちを望むから

44

安心して暮らせるまち 緑豊かな自然環境と医療・福祉などが充実した良好な生活環境の中で、
子どもからお年寄りまで、市民一人ひとりがやさしさに包まれて、安全で
安心して暮らせるまちを望むから
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めざす まち 理　　　　　　　　　　由

45
コンパクトでも安心してくらせる、活気あ
るまち

人口減少はやむをえない面があるが、住む人が高齢者主体でも、少なく
とも衣食住がきちんとまかなえるまちであってほしい。

46 安心して暮らせるまち

47

安心して暮らせるまち 緑豊かな自然環境と医療・福祉などが充実した良好な生活環境の中で、
子どもからお年寄りまで、市民一人ひとりがやさしさに包まれて、安全で
安心して暮らせるまちを望むから

48 安心して暮らせるまち

49

住み慣れた地域や家庭で安心して暮らし
続けられるまち

高齢化社会において、税金による福祉の充実を求めても、無理があると
思います。住民ひとりひとりが、豊かな生活を送るために努力をし、近隣
の方々と助け合う精神が大事になってきます。自助、共助、公助のしくみ
づくりを、することで安心した暮らしにつなげられるのはではないでしょう
か。

50 安心して暮らせるまち

51

安心して暮らせるまち 緑豊かな自然環境と医療・福祉などが充実した良好な生活環境の中で、
子どもからお年寄りまで、市民一人ひとりがやさしさに包まれて、安全で
安心して暮らせるまちを望むから

52
人口減少がもたらす問題に立ち向かえる
まち

今後、人口減少によって公共交通機関の撤退や縮少、就労先の減少など
生活の利便性や地域の魅力の低下に漠然とした不安がある。

53

人口減少を抑える町づくり。 若い世代が定住する為に企業誘地。地域が婚活を支援する、安心して子
供が産めるよう、保健士が積極的に家庭訪問、ＴＥＬなどで支援する。高
校まで教科書、授業料、交通費の無償化。

54
市民一人ひとりが砂川に住んでいて幸せ
だと思える町。

近隣の市町に住んでいる人が、可能であれば砂川に住んでみたいと思う
町をめざしてほしい。

55

若者が移住、定住したくなるまち。 砂川市は過去に日本一住みやすい「まち」としてとりあげられました。若者
が安い家賃で高度の文化生活が営める、そして子供を育てやすい「まち」
にしてほしい。

56

安心して暮らせるまち 緑豊かな自然環境と医療・福祉などが充実した良好な生活環境の中で、
子どもからお年寄りまで、市民一人ひとりがやさしさに包まれて、安全で
安心して暮らせるまちを望むから

57

安心して暮らせるまち 緑豊かな自然環境と医療・福祉などが充実した良好な生活環境の中で、
子どもからお年寄りまで、市民一人ひとりがやさしさに包まれて、安全で
安心して暮らせるまちを望むから

58
安心して暮らせるまち

59

安心して暮らせるまち 緑豊かな自然環境と医療・福祉などが充実した良好な生活環境の中で、
子どもからお年寄りまで、市民一人ひとりがやさしさに包まれて、安全で
安心して暮らせるまちを望むから

60

安心して暮らせるまち 緑豊かな自然環境と医療・福祉などが充実した良好な生活環境の中で、
子どもからお年寄りまで、市民一人ひとりがやさしさに包まれて、安全で
安心して暮らせるまちを望むから

61

安心して暮らせるまち 緑豊かな自然環境と医療・福祉などが充実した良好な生活環境の中で、
子どもからお年寄りまで、市民一人ひとりがやさしさに包まれて、安全で
安心して暮らせるまちを望むから

62
安心して暮らせるまち 市民全員が笑顔で挨拶し、話をし、多くの意味の支え合い、助け合い、他

人の喜びを祝福できる、人のまちを希望します。

63 活動的な街 エネルギッシュで生々と生活できる街にしたい

64

安心して暮らせるまち 緑豊かな自然環境と医療・福祉などが充実した良好な生活環境の中で、
子どもからお年寄りまで、市民一人ひとりがやさしさに包まれて、安全で
安心して暮らせるまちを望むから
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めざす まち 理　　　　　　　　　　由

65

安心して暮らせるまち 緑豊かな自然環境と医療・福祉などが充実した良好な生活環境の中で、
子どもからお年寄りまで、市民一人ひとりがやさしさに包まれて、安全で
安心して暮らせるまちを望むから

66

安心して暮らせるまち 緑豊かな自然環境と医療・福祉などが充実した良好な生活環境の中で、
子どもからお年寄りまで、市民一人ひとりがやさしさに包まれて、安全で
安心して暮らせるまちを望むから

67
安心して暮らせるまち 子ども、お年寄りが住みやすい街。医療費中学生まで無料や福祉にも力

を入れ、スポーツにも補助等や設備等もっと力を入れてください。
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◎ 市民参画・コミュニティ・行政運営

めざす まち 理　　　　　　　　　　由

1

砂川市に魅力を発信し、住在していただ
く努力、をおしまない事。市の職員初め、
議員さん先頭に立ち、商店の人達に奮起
をうながす。一から実行して下さい。魅力
発信。子供のいる家庭に家賃無料、と
か、若い人達に魅力を与えて、在住して
もらうとか。子供の国に沢山の人達が来
てくれていますが市内に来てもらう方法
を考えて、地道にひとつつづ実行してみ
ては。他の市、町に協力を希ってやって
見ては？

2

・心や生活に安心・安全なまち ・心が豊かで潤いのある生活は、良い人間関係や生きがいを産むと思わ
れるし、安全面でも期待できそう。市議会議員数を減らし（１０～１２人）、
活動的な議会や日常的な議員活動や演説会等のアピールの機会が多い
ことが街に活気が生まれ、市民も関心を持つと思われる

3
高齢者が元気なまち 高齢者が元気であれば、基本的に若者と会話をつうじて情報の共有や各

種行事に参加、まちの活性化に寄与できる。

4 地域で助け合うまち 老後も自宅で暮らしたいと思っているので

5
医療や福祉が充実していて、安心して暮
らせる町。

隣近所、声を掛け合い、お互い見守りながら、穏やかに暮らして行ける事
を、望みます。

6

近隣・地域で見守り　安全で安心して暮
らせるまち

近隣・地域で、顔見知りになったりで、いつもの生活がわかるので、早期
に、いつもと違うことに気付くことができると思う。町内会や近隣・地域の
活動によって、安全・安心して暮らしていける、まちになると思う。

7

買い物～病院～これからもイベントの見
物・参加をしたいからさそい会いが出来
る町。

いつもでも参加したいで～す。

8
出産・教育・老後一生暮らせるまち。 結婚・出産を安心してでき、子供を大学に入学できるように支援し、高校

のレベルアップ

9

市と市民の風通しが良いまち。 市は、どこまで何ができるのか？市民は何を望んでいるのか？時代に
合ったニーズを満たせるよう、市と市民が手を取り合える風通しの良いま
ちを望むから。

10
活気のあるまち 砂川の人は明るいね！市民の事よく考えてくれてるよね、と言われる街に

してほしい。

11

もっと市民の言葉に耳をかたむけて欲し
い。（それはダメではなく、理由をいって、
わかるようにダメという風に）

市民の意見を聞いても、行政は、自分の意見は決まっているので、考え
直してくれない。もっと、柔軟性をもって、市民の意見を聞いて欲しいの
で。
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◎ 教育・文化・スポーツ

めざす まち 理　　　　　　　　　　由

1

教育レベルの高いまち 砂川高校に入学させたくない。滝川高校でもものたりない、というのがま
わりの多くの家族の意見です。高卒の子を雇い入れる企業としても、砂高
の子はレベルが低くもう求人を出していません。大学進学という面でも、
もっともっとレベルの高い高校がないと子供たちの意識は下がるばかりで
す。砂川市立の高校設立はとても興味深いです。そのためには、中学・小
学校のレベルアップも必須です。それは学力だけではありません。千代田
区麹町中、大阪市立大空小など、全国の公立校の取り組みにも目を向け
る現場の教員、もしくは教育委員会の職員が必要だと思います。そこに一
般から採用するのもいいのかもしれません。もしくは長沼にできる私学の
学校のように廃校を利用した新設校もいいのか？とにかく医療が安心で
きる砂川はすばらしいです！次は絶対に教育です。

2

子供を育てている世代が満足できる街
に。

習い事の充実。塾の充実（しかも低価格）　さみしい子供を作らないよう
に、自信を持った子供が多くなるように、砂川に残りたいと言う子供が多く
なるように。

3
市民が、安心して生き生きと暮らせるま
ち。

スポーツなどを楽しめる　健康で、元気で、前向きに暮らしてほしいので。

4
子どもが元気なまち 砂川の未来をつくる子どもたちが、たくさん街の中で見られることによって

大人たちも活気にあふれ元気になると思います。
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◎ 生活環境・防災

めざす まち 理　　　　　　　　　　由

1
交通事故発生の少ない安心してくらせる
まち

警察の夜の見巡りを徹底してほしいから　夜暗いのは怖いので、街路防
犯灯をふやしてほしい

2 犯罪の少ない安全な町 安心して暮らせる。医療、福祉などが充実した生活環境が必要

3

景観のきれいな町 町がきれいだと犯罪率が下がるときいたことがある。今はインスタ等のＳ
ＮＳの普及がさかんだから特色のもった町にすることで人があつまると思
う

4

ゴミの落ちてない道路、河川（美しい街） ポイ捨てなのか道路、側溝などに缶、ペットボトル、菓子袋などのゴミの散
乱が見られ不愉快です。いくら木、花で街中を美しくしても、ゴミが捨てら
れるのを見ると悲しくなります。本当に美しい街はゴミの無い街だと思いま
す

5
安心して暮らせるまち 医療と福祉などが充実し、犯罪と事故が少ない、良好な生活環境の中

で、子どもからお年寄りまで、安全で安心して暮らせるまちを望むから。

6
安心して暮らせるまち 「飲酒運転のまち砂川」ともう呼ばれることがないような誰もが協力して市

民全体で暮らしやすい街を目指し、砂川市の発展して欲しい。

7

安全が確保され、安心して暮らせるまち 飲酒運転による大事故が起こって４年、その間にも飲酒運転をしている人
間は存在するのを知っている。市として飲酒運転撲滅するための啓発運
動がまだまだ足りないと思う。全国のモデルとなる程の取り組みをして行
くべき。高齢者や病気をもっていて運転してはいけないようなくらい弱って
いる人まで運転を続けているのを知っている。運転免許を返納しても交通
の便が悪くなりにくくなるような政策を行なっていただき、子どもをはじめと
する市民が交通事故から守られ、安全に暮らしていけるまちになってほし
い。

8 治安の良いまち すぐにけんかが始まるので安心してくらせないから

9 交通事故のない平和な町でありたいです １２号線は車が多い　乗る人、歩く方みんな注意を

10 安心して暮らせるまち 犯罪や交通事故のない健全な街を望む。

11 安全、安心の環境維持 平和に暮らせることがとても大切なことだと思うので

12
治安がよく、安心してくらせるまち 子供、高齢者が住みやすいまち　高齢者が増えるので運転、事故など多

発しないように呼びかけることが今後大切だと感じる。

13

安心して暮らせるまち 砂川に引っ越してきて信号無視する車の多さに驚きました。国道以外は
無法地帯だという印象を持ちました。若年・中年・高齢者全ての年代に交
通安全の意識の低さを感じます。

14
綺麗なまち やはり綺麗なまちじゃないと、地元の人間じゃない限り砂川を好きになれ

ないから。

15

子どもと高齢者が安心してくらせるまち 子どもが普通の学校生活をおくり、普通の大人になれるように教育、福祉
のサポートをしてほしい。高齢者の健康状態に対応したサポートをしてほ
しい　それが安心につながる

16

安心して暮らせるまち 医療・福祉の充実に加え社会的な問題の詐欺事件、交通安全などの啓
発及び取り締り機関の強化が重要となり、このことが市民への安心感に
つながる。
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◎ 医療・保健・福祉

めざす まち 理　　　　　　　　　　由

1
税金が安い。医療福祉での優遇措置が
充実。

そうすると、人口も増えるのでは？と、思った。

2
仕事をしながら子育ての出来るまち。 病児保育の活用、学童児の通学の見守り、学童保育を活用し、安心して

仕事ができる。

3
私のよう人老いたものは、自然環境と医
療福祉が良ければ言うこと有りません。

安心して住んで行ける良い街に若い人は結婚して子供さんを沢山つくっ
て、出産して支援を頂いて子育てをし、楽しく過せるように。

4 安心して暮らせる町 老後も安全で安心して暮らせる事

5
安全で暮せる、まち 高齢になってくると、特に医療、が充実し、福祉が充実した行政が求めら

れる。そのことによって楽な生活が送れ安心して暮らせる。

6
高齢者が安心して暮らせるまち 少子、高齢化が進む社会で、高齢者がひとりになっても安心、安全に暮ら

せるよう、介護、医療、福祉制度が充実したまちを目指してほしいから。

7

高齢者増、子供減少のなか、労働者力も
少なくなると思われる。共に育つ街

子供がいても保育士がいない。老人介助が必要でも介護人がいない。家
族が離れなければならないことをさけるため託児＋託老のように子供園と
老人通所をつなげられないだろうか？

8 福祉の充実 高齢のため

9 子育てしやすいまち 近隣、市町村のように医療費等、充実してほしい。

10
活気にあふれ安心して暮らせるまち。 終のすみかだから医療・福祉が充実して安心して生活でき、死ねるまちを

望む。

11

正に以下同文です。砂川市は、他市町村から市立病院への集まりが多い
ので、その方達が砂川で住めたり、時間をかけて利用できる場があれば
と思う。遊戯場含めて。

12
高齢者が安心して暮らせるまち。（介護
に携わる人が増員できるように…）

高齢になってから、住みなれた街から離れなくても生活できる事を望むの
ではないか？と思うため。

13
車イスに乗って、自由に出かけられるま
ち

道路がきちんと整備されていない

14 市立病院の充実 近隣市町村からの患者さんが多く見られる　先生の確保

15
高齢者が元気で健康なまち 年間通して運動できる施設「プール」「テニス場」を屋根付けにし運動不足

解除やリハビリ効果が期待できる。

16
・医療　福祉が充実した町 ・病院にかかる時、民間医が少なく市立にかかる事になるが待ち時間が

多く１日がかりで大変。・高齢者が増えるので

17 育児に注力する 少子化問題対策をするべき。

18
女性や子育て家族に優しいまち ・妊婦や子育てしている家庭への支援が少ないので、出産や育児を行う

のが大変である。・不妊に対する助成をもっと増やしてほしい。

19
子育て、福祉の充実したまち。 保育園、介護施設の待期が多く、そういったサービスの充実をはかってほ

しい。住みやすくしてほしい。

20
子供も年寄りも安心してくらせるまち 子供にも年寄りにもお金がかかりすぎるので子育てのお金の支援、年寄

りへの生活の支援を望む。

21
医療に力を入れた、医療をめざした砂川にしてほしい。責任を持った医療
に取り組む町にしてほしい　砂川の町で暮らせる安心な町になってほしい

22

子供から老人まで安心して明るく楽しく暮
らせるまち。

健康づくりの為に気軽に参加出来る開放された場所があり、お年寄りも子
供もいつでも参加出来て指導とまではいかなくてもアドバイスが受けられ
るような人が在中する、良好な生活環境の中で暮らせるまちを望む

23
安心して暮らせるまち 労働者への賃金を上げ、子供を産み育てられる様な収入が欲しい。賃金

が少なすぎて子供をもつどころか結婚も出来ない事を分かって欲しい。
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めざす まち 理　　　　　　　　　　由

24

高齢者が増加している中で暮しやすい街
づくりが必要でありそれに必要な事業を
進める事

25
安心して暮らせるまち ・高齢者が１人でも暮らせる住まいがあれば良いと思います（見守り、低

家賃、下宿など。）住み借えが選べる。

26

安心して暮らしやすいまち 医療など充実するなどもちろんだが病気に対する知識など学べる場所づ
くり、おせっかいすぎない福祉などで安心して暮らせ、冬季間でも道路、歩
道の確保で生活しやすいまちづくりで市民ひとりひとりが自立して生活で
きる安心で暮らしやすいまちを望むからです。

27
子育て世代が砂川市に住みたいと思うよ
うな街

最近、近隣の町へ住宅を購入してまでも移住したいと言う子育て世代が
増えているから

28 安心して子供を育てていける街 子育て助成が近隣市町からみると少ないので

29
老人も安心して暮らせるまち 独居の人や車のない高齢者にも買い物や病院等行けるよう支援してほし

い

30

保健サポートが充実し、健康で、高齢に
なっても、やりたいことややりたい仕事が
でき、小さいコミュニティーででも支え合
える環境のあるまち。

高齢者がどんどん増えると思われるので、健康で自立した生活が長く送
れるようなサポートが充実するといい。要支援のついた人からのサポート
ではなく、もっと健康なうちに、いろんな世代の人が、運動や健康にとりく
めるサポートをしてほしい。

31
子育て世代から高齢者世代までが安心
して暮らせるまちになってほしい。

自分も年齢を重ねていくにつれて、健康面や生活面など不安に思う事が
沢山出て来ると思います。その様な事に、優しく対応してほしいです。

32

医療と福祉のまち 高齢となってもくらし続けるとしたら、医療の充実はかかせない。交通手段
の確保も社会生活を充実させるため大事。○○難民と呼ばれる状態が今
後いろいろな分野で発生する可能性があるように思います

33
医療、福祉などの充実したまちづくりに力
を入れてほしいです

高齢者の増加で施設の増加を望みます　高齢者が安心して暮らせるまち
に

34
子育てしやすいまち 他のまちとちがって、子どもの支援が少なすぎると思うので、もう少し安心

して子育てできたらいいと思います。

35
支援体制、環境が充実したまち。 保育所や高齢者施設（特老など）が少ないと感じる。子育てしやすく、高齢

者が安心して暮らせる環境を望むから。

36
健康で安心して暮らしていけるまち 充実した医療の中で人々が健康を保ち、いきいきと活力のある市民がい

つまでも暮らしていきたいと思えるまちを望むから。

37

高齢者、子供が安心して暮らせるまち
子育てしやすいまち

・グループホーム？老人ホーム？をもっと低料金に入所出来るようにして
（高額すぎて入所出来ない人がいると聞いたので…）高齢者が安心して
老後すごせたらいいなぁと思うからです。・子育てがしやすいよう例、小学
生を中学生まで医療費を無償化にするようにしたり、小中学生の児童手
当は出さず、給食費（支払い出来てない家庭があると聞いたので）や、学
校でかかるすべての費用を負担するとか・・・子育てしやすいまち。高齢者
や子供が安心して暮らせるまちを望むから

38
安心して暮らせる街。 子供が少ないのに医療費が他の市町村のように助成されていない。がま

んしているうちに悪くなる人もいるので。

39

子供と高齢者が共に暮らしやすいまち 子供が少なく、高齢者が増えている。若い世代が、妊娠、出産が困難に
なっており、子育てが難しいと思うようになり、また年齢を重ねても交通便
が不便で、いつまでも車に頼る世の中である。どちらの世代（どの世代）に
も過しやすいまちになってほしいから。

40

安心して病院にかかれるまちであってほ
しい。

入院しても病状が安定しないのに次々と他病院にまわされたり、外来に
行っても１日がかりの待ち時間、体力のある（？）人でなければかかれな
いなんて変！！

41
人工減少対策を行いにぎわいのある街。 医療に特化した街づくり｛市立病院を砂川まちづくりの資源として考え、医

療を売り物としたまちづくり。

42 高齢者に優しいまち 今後％的に増えていく事でしょうし、皆、行く道なので。
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めざす まち 理　　　　　　　　　　由

43

・市立病院も核として、緑豊かで心易らぐ
街。・産業（企業の誘致）働く場があり、若
い人、働く人が住む街

企業や病院、その他で働く若い人々が砂川に定住しやすい様住環境も含
め福祉を充実させ、子供を生み育てようと思ってくれるような街にして、活
力ある、明るい街になってほしい。

44 公共型高齢者の為の施設が充実 私達夫婦も高齢となり施設のお世話になると思います。

45

あたたかいまち 高齢化が進む一方で少子化も進み、核家族や孤独死も増える中、子供と
お年寄りがふれあえる機会も昔より減っている。助け合いながら暮らせた
らあたたかいまちだなぁと感じる。顔見知りの関係が子供のうちから築け
たら、子供にとって「福祉」が身近なものになり、お年寄りに手を差し伸ば
すことが当たり前になると思う。お年寄りも子供からパワーをもらえること
で活き活きするのではと思う。

46 子供や高齢者に優しい町。 医療費や手当などの充実。

47

高齢者に優しいまち。 砂川市は特に高齢化が進んでいるので、医療・福祉をもっと充実し、バス
の中でも気軽に席を譲ってあげれば高齢者自身も良い気持ちを保つこと
ができるから。

48 福祉が充実しているまち 高齢化が加速しているため

49

子供が生々と成長できるまち　子育てが
楽しくできるまち

通勤、通学で砂川に通っていても、砂川に移住する友人が少ないです。そ
のため、将来のことまで考え、子育てや移住した時のサービスが充実して
いれば、少しは砂川で暮らしたい！と思える人が増えると思うから。その
ため、砂川を訪れたことがない人にも砂川の良さを知ってもらうために
色々なイベントを行うと良いと思う！

50
安心して暮らせる町→子供達を育てる環
境

他市町村→新十津川では中学校まで医療費がかからないとか、子供を
育てやすい環境にあると思うので、そんな地域をめざして欲しい

51

高齢者にとって便利で安心して暮らせる
まち

医療も交通・買物などは高齢者にとって、とても大事な問題です。誰もが
高齢になるので、ずっと砂川にいたいと思えるようなまちづくりをしてほし
いです。

52
一生安心して暮らせるまち 子供や子育て世代をお年寄りがサポートしたり、お年寄りを子供がサポー

トしたりと、世代間交流が活発で、住民の居場所があるまちを望むから。
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◎ 産業振興

めざす まち 理　　　　　　　　　　由

1

人が多く訪れるにぎやかなまち。 すなかわのスイーツを核として、商業、工業が発達し、全道、全国から砂
川市へ訪れるまちを望みます。人口が減ることは仕方ないので、交流人
口を増加させる取り組みが必要です。

2

多くの若者が砂川で働き、住みたいと思
える町。

高齢化が進み、今いる私たちはこの先不安になる事がたくさんあります。
また、労働力が確保できずに経営がむずかしくなる企業もあるでしょう。安
心して働くことができる町になってほしいです。

3
若者が活躍できるまち 高校、大学を卒業後、どれだけの人が地元に残ってくれるか、少子高齢

社会を生き抜くうえで考えなければいけないと思うから

4

若い人達。（老人も）も仕事が有り、住み
よい町づくりをして、市民を増やし、住み
やすい砂川。

・砂川で働きたい町づくり。（企業を誘致してほしい）

5
活気あるまち 目玉となる祭等が砂川にはない！！子供から年配まで楽しめるイベント

を

6
ブランド力を高めた誇れるまち 北菓楼やソメスサドルなど全国、世界に名が知れた企業や事業を増や

し、地域の発展が望めるまちになって欲しいから。

7
心豊かに暮らせるまち 高齢者でも家にとじこもることなく、働ける場所があったり、趣味に興じる

仲間や場所があったり、目的を持ち生活が必要だと思う

8

活気のある商店街 中心街はスーパーしかないようなイメージで、中高年しかいない感じがす
る。もっと若者や子供が集まれるような、大型スーパー（ワンフロワー）
フードコートがあるような、ランチができるスペースがほしい

9 労働力・生産性の高いまち 人口減を止め、街に活気を得たい

10

日本だけじゃなく世界中の人が遊びに来
るまち

春と秋は白鳥などの渡り鳥が飛来し、夏は緑豊かな自然環境の公園、冬
は、わかさぎつりなどがあり、一年中おいしいスイーツやグルメが食べら
れる環境や宿泊施設を整備。交通アクセスは、ＪＲ、高速、国道があり、札
幌と旭川の中間というメリットを活かせる。

11
高齢者に便利、優しい街 高齢者住宅（すずらん団地等）から買物などしやすい（近い）商業施設の

誘地

12

若い世代への繋いでいくまち 砂川市はスイートロードや子どもの国など、長年かけて築き上げた財産が
あります。これを今後は更に時代に合わせて進歩させていくことが大切だ
と思います。大型のショッピングセンターがなくても、おいしい食べ物や美
しいスポットには、年齢関係なく心惹かれると思います。

13 シャッター通りの解消

14 何とも言えないが、大変と思う 主産業がない。子供の頃三井東圧（東洋高圧）があった

15
国際社会に対応出来るまち 外国人労働力を取り入れて、他のまちとの差別化を図りニセコ町の次に

なる町をめざすべき

16

オアシスパーク沿いを観光化　ハーブ
ガーデン、ｃａｆｅ、などイギリスの湖水地
方のようにし観光化する。

オアシスパークの景観がすでにヨーロッパ風であるから（オアシスパーク
を）避暑地にし、ハーブをたくさん植え、レンガでハーブパンやハーブチキ
ンなどを提供する　しかも若者向けではなく、金持ちの中高年をターゲット
にしたもの　病院とタイアップ。

17

活気があり、職種を増し、新しいことに
チャレンジするまち。

古民家風カフェはいっぱいあるけど、どのお店もどこにあるかわかりずら
い。もっと大々的にしたほうが若い観光客が来てＳＮＳにアップされて砂川
に来る人が増えると思うから　職種がもっとあればいろんな人が砂川で働
くようになって移住してくれると思うから

18
大人も子供も安心して暮らせて、魅力あ
るまち

地元企業の発展に伴い、雇用の安定と若年層の定住化を図り、店舗を充
実させ、治安の良いまちには人が集まる。

19
住み良い地域で安心して長く働ける街 以前まで砂川で働いてましたが、長く働いていても、賃金のアップが望め

なかった。また出世も望めなかった。

20 活気のあるまち。 シャッターの下りた処が多く残念です

11



めざす まち 理　　　　　　　　　　由

21
新しい企業、産業が進出したい都市。 人・産業の流動化による、新たな発想や活性化が見込める、市が成長す

る可能性が大きい

22 ◎活きの有る町に 子供さんのいる若い世代の人達が働く場所の確保と環境を

23

産業、工業など労働者が定住するまち、
子育て世代が定住するまち。｝市の税収
も増え、おのずと福祉等も充実させられ
ると思う。

高齢者や、低所得世代が多く感じる。若い世代を定住させるには、働くた
めの産業や工業がないといけない。人口が増えなくては何もできない。

24 工場誘致 人をふやす

25

滝川に比べてチェーン店がなく３０年以
上営業している飲食店や菓子店などがた
くさんある。「食」と「公園」の日帰りの街

洋服や電化製品、車などは我慢しても食べ物には自分へのごほうびも含
めてまだ財布のひもが緩い！スイートロードの人気店、ラーメン店、口福
厨房の「えびみそあんかけ焼そば」エビス「ポークチャップ」などにＳｈｉｒｏも
ある。１９７万人の札幌から日帰りドライブで来てもらいお金を使ってもら
う。札幌からは交通の便も良い！札幌がいかに「食」でＰＲするかが大切
であると思う。

26
産業や商店街に活気あるまち 若者が少ないので活気がない　中心街に出掛けたくなる施策作り　交通

の便も良く、住みやすい街だから

27
国内及海外から人のくる街（通る街） 道外からバイクや自転車でおとずれる人が多いのに砂川にはあまり寄ら

ないので

28
元気なまち。 人口が減っても元気な人、元気な店、元気な企業が元気に活動するまち

を望む

29
砂川市で働ける雇用の場があるまち 正規雇用の出来る会社があり、世帯数が増え人口減少ではなく増加する

様願いたい。

30

活気溢れるまち 砂川市独自の産業、商業を充実させ、コンパクトな町作り、市立病院を中
隔とした、医療体制、個人病院も集約させて、高齢者や、子供が時間の無
駄や移動の不便がないようにする。

31
若者が多く人口減少の少ないまち 若者の雇用が確保され、少子化にも対応でき超高齢社会に対応できるま

ちを望むため。

32
若い人達がこの町に住みたいと思えるま
ち

自然があり、良い所だと思いますが働く所が少ないし、若い人が楽しむ所
がない。

33
飲食店や商業施設などがあるまち チェーン店などでもいいので、飲食店や商業施設があった方が利便性が

高く、若者の移住定住につながるのではと思うため。

34 商店街がもう少し活気のあるように 経済がよくなってほしい

35
人を集めやすいまち 人口増は見込めない為、週末に中心街に市外から人を呼べ、お金を落し

やすい施設、イベントの開催　飲食店に人が流れやすいシステムの構築

36

大型店の設置～１２号線沿いに大型店を
配置することで、人が来やすい。小型店
だと砂川は通り道になってしまう。イオン
とか、ラウンドワンとか大型店を設置。居
酒屋を増やす。チェーン店をもっとほし
い。

37
安心して暮らせるまち。 私の姉妹が砂川駅前にコンビニがすぐあれば良いと言ってました。駅前

が、閉まって廃墟みたいで残念。明るくしてほしい。

38
行きたくなるようなまち。 砂川市に行ったらあれもあるこれもあるといった滝川にはないものが砂川

にあればいいと思う。

39
ふるさと納税等で、財源の確保 共同店舗を市が建設し貸出し、西１条南１丁目に　高齢者福祉施設を建

設し貸出し（自分で歩行出来る人）これを南５丁目付近の髙台に

40

砂川カラーがあって、安心して暮らせると
ともに、誇りのもてるまち。

経済をつくる一定の、しかも砂川ならではの産業をうみ出し、その上で、豊
かな生活（精神的に）を営めるまち。経済的には、一定限の確保、その持
続、そして、医療、福祉、文化の充実した、を望む。

41 人口増加 購買力のアップ

12



めざす まち 理　　　　　　　　　　由

42

まち中の賑わいと、活性化について 以前何方かに砂川のまちは、札幌、旭川方面へ通り過ぎるだけのまちだ
ね、といわれた事を思い出しました。なるほどまちには温泉施設もなく道
の駅もありません。加えて美術館資料館なども無く、寄り道をする魅力を
感じられない事でしょうか。空知の観光客の入りが一番というハイウェイオ
アシスの観光客をまち中へ誘導できる方法を考えられないかと思ったりし
ますがなんとかまち中ににぎわいと活性化が感じられるよう知恵を出し
合って行くことを望んでいます。

43

若者が地元で、働きたいと思えるまち。 企業誘致を積極的に行い、若者が地元に定着し、盛り上げていきたくなる
まちにしてほしい。外国人労働者に頼らず、他方面に早い段階から、色々
な職種に体験、理解を深められるような、教育現場のシステムも必要。

44 人が集まる便利なまち 仕事、住居、買い物、すべてにおいて便利なまちをめざして欲しい

45
若い世代の安定したまち。 若者たちがもっと充実した暮らしやすい町が良いと思う。そのためには企

業の拡充や、イベントなどあると良いなと思います。

46 長く勤める事ができる、職場の確保。 働く場所がないと若年層はこない。人口も増えない。

47

夢と希望とチャンスのある町 国道１２号線があって交通の便がいいのだから、せっかく観光客が来ても
街の中心地に有望なお店が無ければあきられてしまう。２０代、３０代の
若い人達に今のうちに経験をつんでもらいたい。

48 働く場所、があるまち 仕事としての企業がない。

49
多国籍都市 周辺のまちは海外に姉妹都市があるが、砂川市には無いので、国際交流

の観点からも締結しても良いと思う。

50
安全安心なまち　お年寄りが杖をつきな
がらでも、買物や用事が足せる

商店街などがあれば、買物客や歩行者に異変が起きても、見守ってもら
える

51

毎日楽しく生きていけるまち。 砂川市内の企業などの雇用が多くあり各家庭の収入が安定していて子供
達が不安なく育ち大学に進学して多くの知識など習得して砂川に戻り更
に市内の企業や農業など活性化して次の世代につなげていきたいから。

52
活気があるまち 若年層の雇用場確保し、労働力の確保。子どもから年寄りまでアクティブ

に楽しめるまち。
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◎ 都市基盤

めざす まち 理　　　　　　　　　　由

1 雪の除排雪 冬季の道路雪対策

2
安心して暮らせるまち。 家の近くの歩道が舗装してすぐにでこぼこでもう何十年もなり夜歩くのもこ

わい状態でずうっと思っていました。

3
公園が多いので１ヶ所桜の名所に（１５０
０本～）

他市町村から人が来賑わう

4 交通機関の整備 乗る時刻で、ちょうどよいものがない

5
住宅と商店がある住居地域 年を取ると、バス等乗り物を使っての買い物は疲れる、し、バスの待ち時

間も長く、ハイヤー代も馬鹿にならない

6

若年層からお年寄りまで、幅広い世代の
皆が日常生活を楽に暮らせるまち

バスの便が年々悪くなっており、若い人は自家用車で動くので関係ない
がお年寄りや自家用車のない人にとっては買い物や病院へ行くにも時間
が合わないこともあるようです。お年寄り中心で考えるわけにもいかない
と思いますが、それぞれの立場で考える必要があると思いました。

7

のんびり暮せるまち。 １０年後、私は７０歳、高齢ドライバーが、むりに運転しないですむように、
市内中細やかに公共交通機関（乗り合いタクシーなど）を充実させ、のん
びり歩いて生活できるまちになってほしい。

8

若者が働く場所のあるまち 子育てに最適な「子どもの国」があり、高速道路のサービスエリアもあり、
旅行に便利。四季折々の季節も素敵。地域の拠点病院もあり、安心して
働けるから。

9
安心して移動出来る町。 高齢化にともない車移動が自分で出来なくなると…タクシーやバスでの移

動になるので…移動手段が充実してほしい。

10
バスの本数が多く、夜までゆっくり遊べ
る。

１８時頃までしかバスないため、なかなかゆっくりできない。１８時以降に
仕事終わる場合困る。

11
国道、道路の草などをなくす　清潔な町 草がはえた道路、作るけれど後は―　町まで行くのに足が悪く時々座る所

がほしいなあ～

12 緑豊かなまち 緑（花木）は心を豊かにしてくれる。

13

自動車の運転が出来なくなる人が増加する事を考えた市内の交通網を
考えてほしい。現時点でバスの本数が少ないので使いづらい。その中間
で市内を巡るバスがあれば良い。タクシーは使いづらい。

14
永続的に快適な暮らしができる町 時代の変化を見据えて、一歩先のインフラ整備投資をして欲しい。若者の

Ｕターンも重要。

15 自然と親しみ健康で暮らせるまち。 豊かな自然の中で安心して健康で暮らせるまち。

16

人口が減少しても、それなりに小さな町
になっても、まち並みが美しい、暮らせる
町に、なってほしいです。

公務員が多くて、人口に合った数にして、財政を考えて、不必要な施設は
いらないです　天下りの町にしては、いけないです

17
緑豊かで平和で安心して暮せるまち 砂川市の自然が豊かで、犯罪などがなく、医療の充実をきちんとして、納

得できるようにしたいから。

18

安心して暮らせるまち。全ての住民に対
し、こまかな、補助のあるまち。補助によ
り、魅力を感じる市となる。

交通アクセスが全て（高齢者、車のない人等）買い物、病院、旅行、交通
が不便であれば、人ははなれていく。車のある人は、駐車場も、車に乗る
うえで、ないとこまる。

19 さびれた感じのない町！ シャッター空屋ｅｔｃ景観も悪く防犯もよくない為

20

他街からくらべると、老人にも、とても行
き届いて居ると思いますが、乗り合い、タ
クシーとか？、もう少し市民に行き届けて
欲しい

21
高齢者が住みやすいまち 免許返納が進む中、交通機関の不便さが目立つので市内バスなどが増

えるともっと住みやすくなると思うから

14



めざす まち 理　　　　　　　　　　由

22

安心して暮らせるまち ・冬季の除雪があまりなっていないため、車を運転しづらいから。・交通事
故が多い（子どもの国の交差点のところがわかりにくい）・砂川にもう少し
バリアフリーを考慮した店や施設を増やしてほしい。・グループホームや
小規模多機能型居宅施設などをもっとふやしてほしい。・旧砂化のところ
にスーパーやコンビニをたててほしい。

23 花や木が美しい街並。 特色のあるまちになってほしいので。

24
安心、安全、介護施設の充実　保体施設
の充実

空地・空家の再利用　人口減少をくい止める

25

市役所、病院を中心とした半円形のコン
パクトな街。

社会インフラの最短化と効率の向上、さらに維持費の節減。これは、究極
の理想、しかしながら、目前に迫る、課題。私が常々思うこと。→メーカー
の撤底した効率追求を参考にすべき。今は撤底さが重要と考えます。

26

１０年後も子供たちと安心して暮らせる
町。

今ある緑豊かな環境や医療を守りつつ、１０年後も下の子供はまだ中学
生なので砂川でも教育も含め良かったと思える町であってほしい。建物や
商業施設が増えていかないのは人口も減っていく中で仕方ないことだと
思います。砂川市のマンパワーや、砂川のイメージを活用できるようなイ
ベントなどで子供たちから大人まで元気でいられる町であってほしい。

27

交通の便の良さ！！ 自分の住んでいる地域に今までは、満足していましたが、高齢になり車を
手放すと、とっても不便な所になります。高齢者の運転事故を防ぐ為にも
予約なしで乗車できる巡回バスみたいな物があると安心して暮らせます。
「足」は大切だと考えます。

28
「安心して暮らせるまち」で良いです。 人口の減少と住民の高齢化が進み、移動に対して、不安が無い様に、す

でに、予約型乗合タクシーがありますが、より便利になる様、望みます。

29 夏期間だけは現状で充分満足です 冬期間の除排雪の大問題をかかえてます。

30 高齢者が安心できるまち バスの便の整備。冬場の玄関前の除雪。

31 安心して暮らせるまち 商店街も少ないけれど、静かな自然環境が暮らしやすいと思います。

◎ その他

めざす まち 理　　　　　　　　　　由

1
貴方は砂川で良いまちだと思っています
友達もうらやましいと言ってくれました

2 特にありません。 老後は砂川市で生活するつもりはありません

3 全国ニュースにならないまち。 他市区町村がマネしたくなる良い意味でニュースになったら良い

4 小中学生の

5 ７０より ◎大変良いです

6
現状にけっこう満足しているので、今の
状態が悪くならないように

砂川には病院があり、安心して暮らせているから

7 毎日気持ち良く暮らせる町 自分勝手な方が多くなりつつある
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分　　　　　　　　　　　　野

市民 … 別 冊 ②

　　【問 21】　最後に、今後のまちづくりに対する提案やアイデア、ご意見などがありましたら、
　　　　　　　　ご記入ください。

　この問いは、市民の方の砂川市への思いや、まちづくりに対する考えをお聞きしました。

161名から191件のご意見がありましたが、傾向としては「都市基盤」が最も多く、次いで「産業振
興」「市民参画・コミュニティ・行政運営」の分野が続いて多くなっています。「都市基盤」について
は、交通の便の充実や除雪の充実、自然などの景観への意見が多くみられたほか、「産業振興」
については商業（施設）の充実を望む声が多くみられました。また、「市民参画・コミュニティ・行政
運営」については公聴会への参加などを望む声がみられました。

意見の分野別件数

その他

計

まちづくり全般

市民参画・コミュニティ・行政運営

都市基盤

教育・文化・スポーツ

生活環境・防災

医療・保健・福祉

産業振興



◎ まちづくり全般（20）

1
限りある財源の中で、医療や福祉、経済活動等、ケースバイケースで、その時の優先順位の選
択が大切だと思います。近隣の自治体に迎合する事なくオリジナリティ（砂川市として、ゆるぎな
い価値感）を築きあげていく事が大切と思います。

2

砂川は、地理的に、細長い。人の生活エリアもライフライン少ない人数で管理する。将来難しくな
るのでは。人の生活エリア集合４ヶ所、商店に近い、緑や公園、病院に近い。トレーニング好きな
場所で生活させ、少ない人手経費、故障おきても稼動しやすいライフライン管理できる農産物も
集合。家畜も集合。継ぎ手いなくても企業としてやれば、やりたい者も、でてくる。余剰の土地を
企業に使い方、市で管理。年輩者だけの世の中でも喜ばしいと思う　ベビー世代過ぎれば、街の
中、人が見かけない程、寂しいものは、ない。

3

砂川市で生まれ育ち、人口が減少していることを残念に思います。ですが高齢化に伴う人口減
少は仕方がない、とも思っています。人口を少しでも増やす、減少を抑えるには市内での雇用を
増やさなければ若年層は都会へ出ていくばかりだと思います。子育て世代への支援に力を入れ
ている点は良い。ただ、その子育て世帯を流出させない、定住させるためには雇用が重要です。
隣接する市町には工場があり、雇用があります。ぜひ工業団地や空いている土地を活用し、企
業誘致をしていただきたいと思います。砂川には中空知の医療を支えている砂川市立病院があ
りますが、そこに勤める職員さんも市外へ流出していると聞きます。市職員の市外への流出も止
められるよう尽力していただきたいと思います。まちづくりに関わることとして、旧パーラーグラン
ドの建物の対応もしていただきたいと思います。砂川駅を降りて正面に廃墟があるまちというの
はどうなのかな？と思うところがあります。市外から来た人がきれいな町だと感じてもらえるよう
対策してほしいです。三砂から国道１２号へぬけるガードも危険な道であると思うので道路の整
備もお願いします。歩道はせまく、人と人とがすれ違うのも難しい、車も交互通行、いつ事故がお
きてもおかしくないと思います。人も道路を横断しているところをよく見かけますので、例えば信
号を設置するか一方通行にしてしまうか、工事して二車線にできないのであれば、安全対策とし
て何かすべきと思います。市民も隣接する町から来た人も、みんなが安全に、安心してすごせる
まちづくりに期待します。

4
町づくりも大切ですが、人が減るのが心配。子供を増やす。砂川市以外に、移転させない方法を
考えた方がいいと思います。

5
「まちづくり」は大切と思いますが、そのためにも人口増加が必要不可欠です。難しいのは理解し
ていますが、何か対策を考え続けてゆくべきと思います。

6

問１３の①を節に希望します。空き家など解体したい場合の市の対応情報が知りたいです。市立
病院の先生方の中には、パソコンばかりを見て、患者の顔を見ないと云う話しを聞きます。もっと
親身に接して欲しいです。砂川の人口が減っているので市会議員の方ももっと少なくていいので
はないかと思います。すながわプレミアム商品券ですが、いつも午前中ですが、買いたくても買
えない人の為に時間をずらして欲しいです　砂川の事を広報誌でしか知る事が出来ません。これ
からもよろしくお願いしますとお伝え下さい。

7

砂川はスポーツがさかんでうれしいです。これも市で助けてくれているからだと思う。しかし、道路
など草がいっぱいゴミなども木もはえております。作ったら、作りぱなしきれいなうちは良いが
色々とがんばっているのは目に見えてきていますが、店もシャッターが閉っているのが目に見
え、がんばっている店もあるが、しかし、おもちゃ屋、くつ屋、洋服など滝川へ、行って買って来ま
す。砂川に安い衣料品、くつ屋さんがあればいいなあー　公園に筋力のつく遊具があってうれし
い　とっても良い案だと思う。ありがとう。

8

子供や子育て世帯にやさしい街づくりでないと、若い世帯は定住しようと思わないと思います。高
校まで医療費、教育費無料の方を選びますよ。公報を見ていると赤ちゃんが一人も生まれてい
ない号もあり将来が不安です。若と世帯、世代を大事にして、賃上げして、安心して子供を産め
る環境にしないと未来はないのかなと思って不安になります。豊かな街づくりって大変ですね。考
えても簡単にアイデア出ません。いつも砂川の為にありがとうございます。※子と散歩したり自転
車で移動していると歩道が進みにくい所がいくつもあります。冬道は特に歩道がまったく歩けな
い所もあり、歩行者には辛いです。信号の無い横断歩道で待っていても一台も車が停まらない、
なんてこともよくあります。子を一人で歩かせるのが怖いです。

1



9

医療が心配なく、特急もとまり、高速もあり、規模もコンパクトで、本当にとてもいい町だと思いま
す。おいしいものも、誇れる企業もあります。広大な自然ではない分、道北、富良野、などでペン
ションやｃａｆｅを営むような移住者への魅力はないと思います。でも、その利便性を活かして、“北
海道でくらしたい”人が移住しやすい町にはできると思います。これからはさらにパソコンさえあ
れば、どこでも仕事できる人も増えます。そんなお父さん、市内の大企業でお母さんはパートもで
きる、そして子供は教育も安心が重要です。そんな家族を夢みて住みはじめられる若い世代に
も。そのためには、住みたい家も。普通のアパートではせっかく北海道に住むのにはもったいな
い。空き家を、若手で挑戦したい設計士にまかせて、リノベーションする。それを市で貸し出す。
団地でもいいです。設計士は自分のキャリアになるように賞をねらってもいいし、好きなように設
計できる。そんなオシャレな特徴ある家にすみたい人は多いはず。設計も、借り主も全国から募
集したらいいと思います。“北海道で、猫と住む家”“北海道で家庭菜園（指導付き）がある家“北
海道で露天風呂のある家”“北海道でｃａｆｅできる家”“北海道で庭にすべり台がある家”“北海道
で大きいワインセラーのある家”“北海道で住むコーポラティブハウス”“北海道でアトリエのある
家”など。市立の高校で寮も作って寮母さん一家も募集したら、そんな夢も持つご夫婦なんかも
いるんじゃないでしょうか？北海道で、夢をかなえられる町、砂川。

10 移住促進

11 人口が増える町作りをお願いします

12 子供の数がへっているので、なにか考えなければ

13
・年寄りが思うに、やはり若い人が住よい街で有ってほしいです。・砂川出身で地元で企業を起こ
して下さる人がいるといいですね。・願わくば砂川市の人口が多くなる事を願っています。

14
・砂川に生れ育って‥それぞれの事情で故郷を出て行った人達がこの時だけは砂川に戻って砂
川の風に当りたいと思うような砂川独自のイベントがあってほしい‥…昔ながらの‥！！・現状
認識できない個所には記入できない項目もありました…

15

「砂川にもっと人を呼ぶためには。」（現状）～高齢者が多い　病院や施設は充実している。砂川
市民のほとんどが医療職→家賃が高い。　高齢者に十分目がいってるので、次は若者に目を向
けよう。（今後の課題）～家賃を安くし、もっと住みやすく　砂川専門学校を大学に変更。→大学
生集まる→若者向けの娯楽の向上→若者にも高齢者にも優しい砂川。

16
砂川市の人口増加の施策を進め、住み良い街、子育てのしやすい街、充実した教育の街等を目
指してほしい。

17

１）最近、テレビ・マスコミで取りあげられている高齢者の自動車免許証の自主返納問題に、すば
やく対応してもらいたいと思います。２）私の提案として自主返納者が便利に暮らせるように市街
地に自主返納者が優先的に入居出来る市営住宅を建設してほしいと思います。３）ほかの市、
町に先がけ１番に取り組んでモデル事業とすれば、国からの補助も見込まれて、市の負担も少
なくなると思われます。４）高齢者が買物に便利な街づくりをすれば市街地に、にぎわいを創出す
ることが可能と思われます。５）これからの人口減少、人口減少に伴う買物の変化→インターネッ
ト・スマホ・テレビショッピング・カタログ販売が多くなり市内での買物は、食料品のウェイトが多く
なり、衣料品などは余り買わなくなり市内の人出はますます少なく、なるかと思います。６）市は、
市街地に、にぎわいを、とり戻す、複合施設を建設する予定のようですが、これからの少子高齢
化・人口減少・人口減少に伴う税収減を考えると、近隣の市、町の人を呼び込むような魅力的な
ものでなければ成功は難しいと思われます。７）今回のアンケートのように、高齢者が安心して自
主返納しても良い条件について、アンケートを取って希望に寄りそうように検討することが望まし
いと思われます。８）最後にＪＲ砂川駅のエレベーター問題ですが、美唄・滝川・深川は解決ずみ
です。早急に取り組んでいただきたいと思います。

18

防犯カメラ増設　保護猫カフェ　市立病院周辺に看護士用のアパート　案内板を増やす（お店の）
若者・よそ者・バカ者の意見を聞いてみる　透明性の高い市政運営。老朽化した店舗を早急に解
体（景観重視）　商店の敷居が高く入りづらさがある　本屋・動物病院・自転車屋は、経営者が
変ってもいいから残す　砂川駅のキオスクあった場所、さみしい、もったいない　何かないのか
な？　「中央市場」を「砂川マルシェ」に改名　廃業している商店の看板を撤去・取り壊し。今朝の
イチモニ良かったよ　「米」と「肉」と「菓子」と「ウォーキング」の街　あの事故現場にお地蔵さん置
いたら？
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19

高齢化社会の中で理想的なまちづくりは大変な事ですが少しでも理想にちかづける為にはやら
なければいけない。口動力のある人は多くさんいるが行動力のある人はより以上多く必要です。
最近の若者は結婚したがらない、したくない？本当にそうでしょうか？結婚して、子供を産み育て
一人前にするだけの安定した仕事が地元にいくつあるでしょうか。それが結婚できない若者の本
心のようです。地元に働く場がほしい　これが少子化にブレーキがかかると思う。人口も増えるで
しょう。人材づくりをして、まちづくりに繋げたい。私は冒頭年齢欄でもわかるように口動力しかな
いがこの企画には、微力ながら協力は致します。加齢なる砂川から華麗なる砂川へ。

20

砂川市に多くの方が移住して欲しいと考えていますが、その為には、どうしたら良いか、わかりま
せんが、何かしなければとは思っています。移住してきた人が、家をたてるには、今より金額をあ
げる（助成金）　アパート、住居費が、砂川は高いと聞いているので下げる。保育園の休み時に
子供を預ってくれる場所があるなど、子供を育てやすい環境づくりをお願いします。お仕事お疲
れ様です。乱筆で申し訳ないです。

3



◎ 市民参画・コミュニティ・行政運営（25）

〇市民参画について（８）

1
市民にアイデア等の意見を聞いているが、市自体のアイデア、考えはあるのか不明。（もっと市
民に見える、聞こえる様にしてほしい。）もっと広報を活用、内容の充実した方が良い。

2
人口は減少していますが、まだまだ力のある街だと思います。若い人の意見が取り入れられるよ
うになると、どんどん活気づいてくると思います。応援しています。

3
町づくりについて。砂川高校に協力をお願いして、１０グループ位を作り無作為に市議会を傍聴
し異った視点から、無駄（設備、部署）、不要、必要、などの市政をきちんとみてもらい、意見を聴
いてみてはどうでしょう。その勇気有りますか（市議の年金定数含）

4
町内会単位（あるいは複数も）で市主催の意見聴講会を企画して町内会に参加者の呼掛けを依
頼する。

5
各、単位町内会でも、環境、条件が様々です。市と、年に１～２回程度、意見、要望等が出来る
機会が設定されたらと考えます。

6 ・定期的に市民の意見を聞く機会を増す。

7
市民の意見を聞く機会を町内毎に、年１～２回設けてほしい。市民おどりの歌詞も変えて、現在
の状況を入れ、市民の千人おどりの復活を願ってます。

8
５０年以上生活して特に変った事はない感じだ　滝川で店舗をもって生活をして来た。当方の足
を引っ張る様な事を平気でされた！！砂川市には特別希望をもっても無駄。意見の交換場があ
るのであれば、何時でも対応します。無駄に近いと思うが？

〇行政運営について（11）

1

まちづくりは市長自らが、こんなまちづくりを目指したいとの提案が必要と思います。まちづくりは
会社で言うと、こんな会社を目指していますと経営者が社員に伝えて協力を求めるものと考えま
す。特に今の様に激しい動きの時には強いリーダーシップが必要かと思います。市長の強いリー
ダーシップが必要かと思います。市長の仕事はまちの将来像を示す事と、それを進めるのに必
要な人を成長させる事と思います。期待しています。

2

市長がトップダウンで方針をしめすべき。ボトムアップをするなら市長はいらない。砂川市が今後
１０年後どうなりたいのか、市民になにを望むのか、選ばれた市長なら、その主張をはっきりすべ
きと考える。このような、アンケートは（意見を伺うような）いりません。誰が指示したのか、１５００
人の郵便代、市民税から？言いたい人は、交流会を開けば良い　言わない人は流されれば良い
そう思いませんか？

3

まちづくりについては、基本的には市民の意見が反映されなければなりませんが、一番まち全体
を把握しているのは市の職員であります。市の職員が最終的に一人一人計画に携わるのはもち
ろんですがこの計画を実行に移す努力と、事業展開する時は市民等にまかせるのではなく、必
ず職員が参加することが必要であります。例えば、緑と花の祭典・ラブリバー等、協議会や実行
委員会体制をとっていますが、職員家族の参加が少ないのが最近特に感じます。これだけ高齢
化少子化の中で、またまちの人口減少の中で、職員参加は非常に大切であり、昔はもっと協力
体制があったものと思っています。市の職員が何かにかかわらなれば、事業展開が難しい時代
になってきていることだけは確かであります。※まちづくりの指針となる総合計画の策定ご苦労
様です。

4 報道機関を利用した情報発信（新聞等で砂川市の情報が少ない）

5 税金を極力さがること願う

6 人口減少の中、高額な、市役所建設を、コンパクトで建設費用を、減らして下さい！
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7

市民の身心の健康維持増進のため、関係する諸団体、行政等すべてひっくるめた市の一大組
織を構築し、各専門家、活動家等の意見を聴取し、市民総ぐるみ運動を展開していくこと。町内
会も含めて、今こそ、一人々が意識変革をしていかないと、ますます先の見えない、夢とはちが
う、暗い社会になっていくのではないかと危倶する者です。

8

現在、少なからず一般社会に離れた生活（年金）から行政の諸課題と対策等には正直なところ
解らないというのが実情です。例えば調査項目にもありました移住・定住問題についても、移住さ
れた方々へのその後の対応、満足度についても解りません。選挙期間中ある市議会議員が訴
えていた小学生の医療費無償化についても（制度として良いと思う）。国のメニューにはないと思
いますがそれを実施した場合、他の施策への影響等について解らず、従って、解らないとかが多
く、特に意見・要望はありませんが、砂川市の今後については、今年度の統一地方選挙で善岡
市長が掲げていた公約事項の達成と、議会議員の方々が街づくりについて訴えられた事項等所
行・行政機関と議決機関の方々に訴したいと思います。

9
より良いまちづくりの為には、財政状況の改善が必須であると考えます。市の取組みにより、財
政状況が好転した今、これからのまちづくりに期待しております。

10
まちの再開発は必要かもしれないが、今後の人口規模に見合った内容なのか、税金のムダ遣い
にならないのか、その点はよく考えて計画して欲しい。

11

理想をめざしたまちづくり計画をされている事と思います。一個人でできる事は少ないかも知れ
ません。先づ町内単位という昔からの仕組みには大変良い事と思っております。ただ、小さな私
などの思う事で気づいた事は、町内活動も夫々事情のある事ではあります。が、少くとも町内の
住民であるならば、少しでも役員さんのご苦労に、理解を示し、総会等に出席し、現実をみて頂
きたい。残念な話を耳にするのは、共同住宅の住民の方々が関心が薄いように思われるので
す。先ず町内会に加入しない人が結構多いように思うのです。管理会社、個人がオーナーとか
様々のようですが各町内で問題になっている様です。町内会も大体が高齢者が役員を引き受け
る事も多く、何らかの形で若い人達にも、アイディア、意見など、これも支え合いではないでしょう
か。

〇地域コミュニティ活動について（６）

1
ボランティア活動の組織を作らなければ、市民にまかせても協力してくれる人が今後、少なくなっ
てくると思われるので力を入れる必要があると思われます。小さい町は、市役所職員が先頭に
立って指導していかなければ決してよい町にはならないと考えます。

2

一年を通していろいろな砂川の行事があると思いますが、正直、参加する人もいつも同じようなメ
ンバー（仕方ないかもしれませんが）青年会議所とか商工会議所とか観光協会とか、市民の人
の参加、がなかなか少ない様に感じます。イベントに出るのがはずかしいとかいろいろな考えが
あると思いますが、私は、砂川の市民おどりが好みです。誰でも出れるのかも知れませんがハー
ドルが高いです。何年か前に千人踊りみたいなのがあったように思いますが、復活するのも大変
なんでしょうね！？砂川の秋祭りに町中を砂川音頭が流れているのは何ともいいと思います。冬
のイベントもなくなったのか？むずかしいですね。駅前に回転寿しの“スシロー”か“魚ベイ”なん
かあったらいいですね。砂川パークホテル、外観が古くなってきて、きたない！営業用の軽自動
車も古くてサビて見栄えが悪い！パークホテルの名前が入って走ってるのにはずかしい気がし
ます。他の町の人が見てます。市の、お金で、補助してあげられないのでしょうか？せっかくある
たった１つのホテルなので、大事にしたいと思います。

3

ボランティア活動者についての支援は、最低限の交通費、飲み物代ぐらいは出せる組織にして
ゆく必要がある。年金等の生活では、なかなか他人の為に生活費を削って支援にまわることが
できなくなる時代ではないか。議員を減らし、その歳費を一部あてたり、強力な行政力で後押しし
てもらいたい。

4

地域交流センターでは様々な企画や活動が行なわれており、まちの活性化に一役かっていると
思います。しかしそこで働く人達の負担（休日の確保できないのでは？など）が心配です。継続し
たまちの活性化のためにも、それに関わる人材の確保、保障、なにより充実が得られるような支
援をしてみてはいかがでしょうか。
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5

ここは農村地区であって８０歳代のものばかりで体力、精神的にも劣えて来て活動も鈍くなって
来た。今後不安に達して来た。限界に達してきました。いずれは行政で見守って戴きたく思いま
す。若いものは都会へ離れ過疎化されて高齢の仲間が亡くなって心淋しく思います。でも生ある
限り市政の総会研修会いろいろ参加して見聞を広め情勢を広めたいと思います。活動を続けて
いきたいと思います。

6

４月から子供を連れて主人と砂川へ引っ越してきました。買い物へ行ったり、散歩へ出ると、必ず
地域の方々が子供に話掛けてくれ、あたたかさを感じています。私自身、出産前に１０年程介護
の仕事をしていたので今回、福祉のことを多く書かせていただきました。まだ子供が小さいので
働くことが難しいとわかっていても社会から離れたことに不安があるのも事実です。子供のパ
ワーがお年寄りにすごく元気を与えるのを見てきたのでそういったお手伝いができればぜひ参加
したいなと思います。いつもありがとうございます。
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◎ 教育・文化・スポーツ（18）

〇教育の充実について（８）

1

保育園が３ヶ所あり、良いと思いますが、どこか１ヶ所でもこども園にはならないでしょうか？本当
は幼稚園に通園させたいですが共働きで、市内にお手伝いしてもらえる家族もいなく、仕方ない
ので保育園に通っています。せめて４歳以上になったら少しずつ教育をしてもらいたいのでこども
園ができたら良いなととても思っています。

2 不登校児に対する対応がうすすぎる　子供の教育に力を入れてほしい

3
・中学校の部活動の改善。各学校ごとではなく、全校で統一して、人数をそろえ、部の種類を増
やして欲しい。・小さい子だけでなく、中学生以上があそべる、公園等（スケボーパーク等）、全天
候型施設の整備も使って欲しい。

4

・小学生の教育について、以前のアンケートでも記載しましたが、放課後学習サポートはとても良
い取り組みだと思います。でも共働きなので送迎できません。行かせたくても行かせられません。
限られた人しか行けないと思います。送迎があったり、学校の近くで行ってくれたら良いと思いま
した。あと、ここは田舎なので都会のように交通や娯楽、教育が充実していないので、習い事や
塾に行かせたいと思っても、種類や場所が限られています。すでに取り組んでいる地域もあると
思いますが、英語やスポーツなど習える教育的な面を兼ねた（プログラミング習える教室とか）学
童があるといいと思います。別料金払っても通わせたいです。小５になると学童には行きたがら
ず、１人で留守番で親としては心配です。なので親が帰宅するまでの時間稼ぎ目的で（なるべく１
人にしない）高い月謝を払って塾に行かせてます。もう小６なのでアイデアが採用されても関係な
いですが…。・町について。せっかく全国的に有名なシロや北菓楼、子供の国など企業や特産品
はあると思います。砂川市だけでなく「中空知」として協力してニセコのようなブランド化が図れる
のではないかと思います。資源を活かせてなくてもったいない！！スキー場（上砂川・かもい）の
再建、温泉施設との連携など、拠点となる大きな病院もあるし、何か全国初のとり組みできない
ですか？ＴＶ「カンブリア宮殿」とか「ガイヤの夜明け」とかに出てくるような、再建のプロみたいな
人に依頼してみるとか。今いるアイデアのない人達で考えてても良くならないと思います。特にこ
の地域の人は馴れあいというか、変化を嫌うというか、コネというか、身内経営みたいなとこが強
い印象があります。与えられた仕事だけをこなす役人にならず、市民の暮らしが豊かになる行政
政策を望みます。頑張って下さい！！

5
コンパクトシティを目ざしてほしい。少子化で子どもの数が少ないのに学校の数が多いと思いま
す。特に小学校　統合して維持費を少なくしてもいいのではないのでしょうか　通学バスを出す、
民営のバス代に補助するなどの対応が必要でしょうが砂川で５つの小学校は多いと思います。

6 学校教育の重実

7 小学校の統合。

8
・子どもの教育に力を入れて頂きたい。・駅前を美しくして頂きたい。（ＪＲから降りて、駅を出てか
ら見る風景は大切）

7



〇文化振興について（１）

1

２～３ヶ月に１度でもいいので「ゆう」で映画を上映してほしい。準新作とか、学校が休みの時は
子供向けなど。定期的だと今度は何かな？と楽しみ。砂川から映画を見るとなると、１時間以上
の移動が、つらい。もし可能であれば、となり町などにもチラシを置かせてもらったりすると、帰り
に砂川で買物して帰ろーかな？と思う人もいるかもしれない。

〇スポーツ振興について（９）

1
歌志内のカモイ岳スキー場の件ですが、近隣の市町村で存続に向け協力できないのか。あくま
で希望です。小学校のスキー授業の問題もあります。（滝川、赤平、歌志内、砂川、上砂川）な
ど、規模は小さいが、魅力のあるスキー場です。

2

スポーツ施設について　近隣の市町村等で公益化して中空知全体で競技ができる様にしたらど
うか。（例．野球場は、新十津川町、バレーは芦別市、陸上は滝川市等）　参考「砂川は、テニス
場で屋根を付ければ年間通して他の市町村から利用客が来て経済的効果もあると考える。」屋
根は太陽光発電等では、どうか。

3
・少子化で、残念ですが、今あるスポーツ少年団への加入をすすめるため、広報などで募集をか
けても良いと思います。特に小学生時代にスポーツを始めるきっかけがあれば、中学・高校の部
活動にもつながっていくと思います。

4
・本格的な体力測定が低価格でできるような設備があるといい。他にも病院に行かなくても、健
康の何らかの数値がわかるような設備があると、測定も楽しくなる。食事や運動をがんばった結
果が、かんたんに測ることができると健康増進につながると思う。

5
・現役世代が気軽にスポーツが出来る環境を作る。平日の仕事帰りにワンコイン程度で施設を
利用でき、男女問わず簡単なスポーツ（ダンス等）

6
高齢者の健康促進も大切ですが若者が使用できるスポーツ・ジムがあったらと思います。滝川
のスポーツ・ジムには若い人が多いです。私や周りの人もスポーツ・ジムを望んでいます。

7
・遊水池を利用したウォータースポーツを誘致して、町外の観光客を増す。・スポーツ施設の整
備、特にパークゴルフ場などは、町外の施設がとてもよい印象があります。砂川市は、ただ作っ
てあるというだけのように思われます。

8
・砂川市には、総合体育館、野球場、陸上競技場、テニスコート、サッカー場と‥‥維持管理に
たいへんだろうと思いますが‥‥利活用もいまいちの感があります。市民の活用を促すと共に、
これらの競技場を使っての大きな大会なども呼び込む事があってもよいのでは…！！

9

・北グラウンドの降り口に階段を作ってほしい。
・スポーツをするのに、使用していない体育館（小学校等）、グラウンドを使用させてほしい。
・学童のスポーツの全道、全国の遠征費援助。
・グラウンドに道具を置く小屋を作ってほしい。子どもたちだけでは、スポーツ道具を持って、自転
車に乗って運べないため。共働きで持ってこれない家庭もいます。それぞれチームの小屋があ
れば、子どもたちも練習で使用する道具を置いておけるので、とても楽です。荷物を持っての自
転車運転はとても危ないです。

8



◎ 生活環境・防災（８）

〇交通安全について（２）

1

本気で飲酒運転を取締まるのであれば、週末の夜に飲屋街で一斉取締りを何度も何度も繰り返
して実施しないと意味がない。現状の取締り方法は単なるアリバイ作りにしか見えない。本気で
取組んで全国放送に乗るくらいのインパクトある取締りを希望する。頭のネジがぶっ飛んだくらい
の取締り・取組みを希望する。そのためなら少々税金が上のせされても許容する。

2

高齢ドライバーの免許返戻について　市と警察が連携をとって優遇措置をとるようにしてほしい。
（以前、警察署に免許返還に来られた高齢の方が市のタクシー券のことを窓口で聞くと、婦人警
官の方が両手を腰に置いて「いやーうち市役所じゃないんで。市役所行ってもらえます？」と高圧
的な態度で対応しているのを見かけました。免許返還しようという方をもっと優遇すべきと思いま
すが窓口の対応がこれではいかがなものでしょうか…。そうでなくても近隣の市町村に対して免
許返戻に際するサービスが手薄なのにと思いました。市街地の花植えは季節を感じられとても
良いと思いますが、市役所の裏の歩道の街路花は枯れています。意識の低さが象徴されます。
市役所から図書館へ行く車道に、横断歩道をつくってほしい。車が止まってくれません。

〇環境保全について（２）

1
平和で静かに暮したい。（個人宅前で）改造車や、バイクのアイドリングがひどい。個人的な問題
としないで行政的に対応してほしい。個人宅の前に緑ナンバーのトラック（トレーラー）もとまって
いる。こんな所に住みたくない、つくづく、引っ越したい。お金返してくれるなら引っ越す。

2
砂川神社の周辺にある木にカラスの巣があり朝方や夕方に電線に何十匹もいて、カラスのフン
が落ちていて、汚いイメージがある。襲われる恐怖もあるし、朝方は、家の屋根を歩いていて、う
るさい　カラスの巣の撤去を早急に対応してほしい

〇防災対策の充実について（２）

1 防災時の状況がわからないのでどこでどうなっているかわかればよい。

2

札幌市防災アプリ“そなえ”のようなスマホで見ることのできるアプリがあると良いと思う。改め
て、知らないことが多いことに気付かされました。アンケートを送って下さりありがとうございまし
た。今後は更に色々なことに興味を持って、よく考えるようにしたいと思っています。地域に住ん
でいて、地域包括支援センターの情報が届かないので情報発信があると良いと思う。

〇防犯対策の充実について（２）

1
穏やかな日々が過ごせるためには、他人への配慮を忘れず、交流をし、事件、事故を増やさな
い様に、治安に充分、気遣える砂川市であって欲しいです。

2 各町内で防犯カメラを付けてほしいです。

9



◎ 医療・保健・福祉（22）

〇福祉全般について（６）

1

高齢者の事ばかり考えるのではなく、これからの若い者達に対しての支援、を行うべきだと思う。
３０～５０代の働き世代に対して、もっと行政的にも支援、補助、するべき。子供のいない家庭に
対して、何も砂川市は考えていない。子供のいない家庭であっても、市民であるので、別の形と
して支援するべき。新しく砂川市へ移住するにしても、子供ありきの部分があり、移住したいと思
わない時期もあった。もう少し市としても孝えてほしい。

2

定年まであと数年ですので、それまでは地域の活動等に参加し協力はして行くつもりです。医療
面では個人の病院のクリニック化と市立病院においてもスムーズに受診出来ないこの現状はお
かしいと感じています。医療設備や受診しやすい他の地方への移住を考えております。市民の
ための地域づくりが行われることを念じでおります。

3
病院で退院した後の施設　高齢者が病院から出たが身体不自由な為炊事、洗たくも出来ない寝
たきりになる。リハビリもできない。

4
・少子高齢化に向けて、お墓の問題が気になります。子供がいない夫婦や、独身者の人が利用
できる「共同墓地」を市で作って欲しいと思います。

5

人口もどこの町も減少傾向にある中で、新しく商業施設や建物がつくられていくことはもう期待は
していません。コストもかかることなので…今ある、緑豊かな環境と割りと恵まれている医療施設
は守ってほしいと思います。住んでいて１０年たちますが、中心部に活気がある様子はあまり感
じることがありません。観光客も北菓桜やナカヤさんには寄るけれど…中心部は通りすぎていく
イメージです。中心部は駐車場もないので、観光案内になっているＳＵＢＡＣＯも気付かれていな
い気もします。砂川を代表とするようなイベントを、砂川はローレルや北菓桜など大きな企業もあ
るので連携して活気づくイベントがあれば、人を呼びこめる気がします。子供の国も活用できる資
源だと思います。子育てもする親からすると、砂川市の保育園は、子供をみて頂けてとても助か
るのですが、あまり魅力は感じません。若い親からすると、選択肢も多く魅力のある幼児保育を
している町や、小中の教育も、学校行事運動会などこれだけカットされるような授業カリキャラム
に変わってきている中で、もう少しインパクトのある教育を行ってもらえたら、他の町へ移りたいと
思わない気もします。職員は不足しているでしょうから、もっと力量のあるマンパワーをうまく活用
して、民間も含めて保育園から中学までもう少し力を入れてほしいかなーと感じます。高齢化は
進んでしまうのは予測できる中で、「元気高齢者」を増やしていけるまちづくり、まちでなければ、
活気のあるまちづくりはむずかしいのではないでしょうか？うちの子供たちが、先日、ご当地キャ
ラが砂川にはない！と言っています。余談ですが‥‥「スウィートローラー君」どうだろう？と言っ
てます。

6

○私は２ケ月に１度砂川市立病院へ通院をしています。午前１０時～午後２時頃まで待合室の
長椅子に座って知人がいないか見渡している。長椅子に座っている私の前をお腹の大きい若夫
婦が最近多くいるのを見かけます。しかし、市広報の戸籍欄を見ると、高齢者の死亡欄の多く
（私も近々その類に入るのでは）、反面出生率はやはり少くなくまた、市外ヘの転出及び高卒者
の市外への就職等人口減に歯止めがかからないのは無理のないところです。私は、砂川市は
緑が多く、住みやすいところと思っており、人口減が続いてはいるが、コンパクトで生きがいのも
てる市であれば充分満ぞくであります。
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〇高齢者福祉の充実について（５）

1

私は年がいって、いるので半分は、わかりません　でも私の友達は砂川は、いい所だと言ってく
れました。高齢者にサービスが、あると言っておりました　春に成るとゴミ袋とタクシー券バス券
も、いただくと友達は砂川サービスに、うらやましいと言っていました　よけいな事を書きました申
し訳有りませんでした

2
公共浴場の設置　宮川地区などは高齢者や一人暮しの老人が多く自分一人では浴そうに入れ
ず、温泉もなく困っている。送迎バスで週１回位近くの温泉位では、汗くさくてもがまんしている。

3

現在私は高齢者の介護施設で世話になって居ります関係で現況を眺めて今後増加する中で施
設の充実と入所し易い形の進め方が必要であると思います　現在の形で充分ではありますが人
も多く大変ですし医療の充実を伴った介護施設が必要であると思います。宜しくお願い申し上げ
ます

4

今、子供食堂とか、耳にするのですが、高齢者食堂とかもあればいいかと。ボランティアも募っ
て、地産の物を使って、高齢者に優しいまちいいのでは。ボランティアはは、高齢者も使う、少し
の賃金をあげる。そこで催し物をしたり軽い運動をさせたり、地産の物も売ったりする。家庭菜園
の物も出していい。

5 市が助成し老人ホーム等を増やしてほしい。

〇子育て支援の充実について（３）

1

現在、砂川市では、少子化であり人口が減少している。滝川の婦人科が減り、砂川市立病院の
婦人科を受診する人が増えている。病院が充実していても砂川に住む人がいなければ、人口が
減る一方である。そのため、妊婦や出産に対する支援、子育て家族への支援をより充実させて
欲しい。また、近年不妊で悩む女性が増えている。不妊治療は保険適応でない場合が多く、治
療を受けるには多額の費用がかかる。金銭面で治療をあきらめている人も少なくないと考える。
そのため、不妊治療への助成を充実させていただきたい。

2 生活保護の見極めをもう少しきびしくし、その分子供たちに使用してほしい。

3
・児童手当て高校生まで。
・医療費高校生まで無料。せめて喘息患者さん等。

〇障がい者支援の充実について（１）

1
砂川は、身体障害者には、住みにくく、融通がきかない。介護のため、家から出ることがなく、自
分の生活でいっぱい。
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〇医療体制について（５）

1
・砂川に市立病院以外整形外科がないのに初診時選定療養費を請求するのはいかがなもの
か。わざわざ市外の病院に行けということなのか。

2 市立病院の充実と、その施策のアピール

3

市立病院の経営の安定、持続可能な医療のまちをめざしてほしい。医師、看護師（充実ですか
ね？）、医療技術者等に対する奨学金制度の創設（介護職も含め）。このアンケート事体とても難
しく長い、多い？大変でエネルギーが入ります。回収率が懸念されます。外国人労働者の流入
が多くなった時のサポート体制の構築。

4 市立病院を街づくりに活用して下さい。

5

・市立病院の料金体系が理解できないです。職場でケガをした時、労災を適用しない場合は１．
５倍の受診料を支払うことになっているという説明をされました。保険証を持参しているのに保険
適用外（１０割負担）のうえ更に１．５倍の受診料を支払わなくてはなりませんでした。どういうシ
ステムなのかわかりやすく説明してほしいです。（労災にしなかったのは会社の都合です）

〇健康づくりについて（２）

1

・１００歳体操等良い活動をしているが、例えば私の母はなかなか行きたがらない。臆病なのと、
知人が居ない、これから新しい知人を作るのも臆劫だ、というのが主な原因だと思われる。そう
いう人達が参加しやすくする（あるいは１度２度強制でも）仕組があれば、しいては健康寿命の問
題解決につながるのではないか？

2

スイーツでホッとするまち砂川なのに、私事ですが中性脂肪や高血圧の数値が高くなり楽しむこ
とに躊躇することが多くなりました。健康に良いスイーツや中性脂肪を下げるスイーツを考えても
らいたいと思います。美味しくて、食べても太らないスイーツを是非作って欲しいです。スポーツと
スイーツ、医療とスイーツ、給食とスイーツ等、スイーツを色々なものにコラボさせてみて下さい。
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◎ 産業振興（32）

〇産業振興全般について（４）

1
砂川駅に特急が停車するのに駅前や駅周辺を活用できてないような気がしてもったいないと思
う。

2

砂川（一の沢）の一部か、中国資本によって山の一部が買われているようですが、今北海道のあ
ちらこちらで、土地が買われているようです。土地の売買（外国資本）には、充分慎重に対応して
欲しい。もちろん法律の問題などで、一言では言えないのですが。（法律の改正が必要）なんとし
ても、我砂川の土地を外国のものとならぬ様充分な対応を期待します。危機感をもって欲しい。

3

札幌の兄弟に聞いた所、砂川のイメージは“子供の国”“ソメスサドル”“スイートロード”（北菓楼）
でした。私は、温泉、レストラン、大型ショッピングモール、道の駅がない！高速もＥＴＣが無いと
乗り降りが不便。産業がないので若者は、外に出てしまう。昔は、東洋高圧があって、近隣の炭
鉱の景気が良い時に町が成り立っていた。今は、市立病院で成り立っている気がします。子供の
国のハイウェイオアシス館、駅のゆうは、とても良いと思います。娯楽施設（パチンコ店）が多く、
（４件）依存症、借金、自己破産など、私は、好ましくないと思います。（税金は、落ちるでしょうが）

4

砂川に住み６０年になりました。緑化も大切かと思いますが企業誘致、若者が就職働く場所がで
きます事を切に願っております。福寿園、慈恵会病院のような施設がもっとほしいです。どこの市
町村でも言える事なのですが、大型店スーパーの他の商店は厳しい中でも努力しておりますが
市内で使用する品は（公共私設関係）利用してあげてはと願っております。※北電関係、ナカヤ
菓子店、奥山工業、○一運ゆ、北菓楼、いわた商店、中央市場、奥山農園、吉川食品、応援して
います。市会議員は１０名位いで良いのではないかと…。厳しいでしょうか？私共の町内を知っ
ていますか？冬は遊水池でのわかさぎ釣、夏はパークゴルフ場の無料化には感謝申し上げま
す。観光にはあまり予算をかけない方がいいと思います。ＳｕＢＡｃｏは立寄ったことがない方が
多く、年を重ねた方々が気兼ねなく憩える場所がほしいです。バス停の近くなど。商店は個性、
特色。農業は将来の子供達のため出会いけいのサークルでお嫁さんをさがしてあげてほしい
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〇産業（農商工業・サービス）振興について（15）

1

花の栽培をするのであれば何か販売・店等ルート作ってみるのはどうでしょうか　空知太地区は
砂川から忘れられているような気がする　さびれる一方です。このままだと買い物は滝川だし地
域への愛着が感じられない　家を建てたので住んでいるが、未来に明るさがない　車がなくては
どこへも行く気がしない。散歩ルートが楽しくない。

2 駅前複合施設　１２号線沿い通行車輌が多く寄ってもらうため大型車も泊まれる駐車場に

3 カフェをもっと増やしてほしい（得に空知太にはないので）

4

・１２号沿いや駅前の通りの景観をもう少し工夫するとよいと思う。例えば、お菓子の街で、ア
ピールするなら、なにかの小物（庭の塀とか、花壇の囲い、ゴミ入れなど）をお菓子っぽい雰囲気
にするなど、個性のある街並みにできると思う。・緑だけでなく、上記のような、特徴ある景観にす
ることで、インパクトのある街になると思う。・私は、公園は散歩の利用が主であるが、緑化も、健
康やリラックス目的にするなど、しっかりしたコンセプトがあると色々な場所で様々な形で展開し
ていけると思う。

5
・砂川市の特徴でもあるスイーツを子供の国の近くでアンテナショップという形で出店する。そこ
で砂川の観光ロードマップや、スマートホンを利用した案内を充実させる。

6

・大型施設を建てる、例、スーパーやアウトレットモール等旧砂北の空地に建ててほしい。雇用の
確保、地域の活性化につながると思います。砂川スマートインターからも近く、もっと、利用する
人も増えるのでは？！・駅前がさみしすぎるので、何とかしてほしい　空店舗の活用や空家等安
く貸して住みたい環境をつくる。特に子育て世帯に安く貸すとか…‥・砂川はお菓子のお店はた
くさんありますが、洋品店が少なく、滝川や旭川、札幌で買い物する事が多いので洋品店を増や
してほしい。そうすれば他の市へ行かなくても、砂川市でお買い物が出きるし良いと思います。・
砂川市は交通の面でとっても便利ですが、（道内でも、まんなかにあり、札幌や旭川にも近い）食
品、雑貨以外のお店が本当に少ないので、特に若者の着る服や、くつ、小物等のお店を増やし
てほしいです。

7

①旧砂北のところにスーパーやコンビニをたてることで、周辺に住んでいる人たちにとって助かり
ます。近くに何もないので、買い物行くにも不便です。建てることで、地域の活性化にもつなげら
れると思います。②子どもの国からソメスサドルにかけてある道に花などの自然（季節にあったも
の）を増やすことで、砂川の印象を高められると思います。③もう少し砂川市内のイベントを増や
したらいいと思います。例えば、スイーツを利用したイベントがあったら、近隣の町の人の参加も
あると思います。④時代にあったお店（タピオカ、パフェ、チーズハットグなど）を増やすことで若
年層の人も近隣のまちから訪れると思います。⇒地域の活性化にもつながるのでは？⑤砂川は
他の町に住んでいる人に良いイメージをもたれていないみたいです。イメージ向上を目指した取
り組みも必要だと思います。

8

現在の砂川は空家が多い　駅前などさびれた感じがする　「道の駅」もないし、現在「ＳＵＢＡＣＯ」
は、どれほどの利用があるのか疑問　他の町ではひまわり畑、なの花畑など観光の目だまはあ
るが、砂川は公園があるのに、これといったものがない。たとえば、すずらん畑（砂川の市花）な
ど砂川はこれが有名というものつくるとかスイートロードも距離がありすぎる。　駅前のパチンコ
店を複合施設にするらしいがその中に道の駅、ＳＵＢＡＣＯとりいれる　他は、カラオケ店、マクド
ナルド、スーパー銭湯　予算に限りはあると思うが、利用者気がるに使用でき、何回も行きたくな
るものを望む　国道沿で場所はいいのだから。

9 駅前でコンビニがないのが残念。

10

私達、高齢者には街の中心地に大型店舗があると良いのではと思います　自家用車のある人達
は近郊に買物に出かけているので砂川にも大きな店舗があると街も人出で賑わうのでは、思い
ます（道外からのお友達も北海道へ来て砂川のスイーツはどこのお店の物もお美味しく、珍しい
と言って沢山買って行ってくれるのでもう少し砂川の街もきれいだと自慢できるのですが…）

11
若い人達が希望の持てる町に、砂川には現在工業の企業、会社はない　年々人口減が続いて
いる実態に、老先短い私達も不安になります。
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12

・ご当地カフェの開発…地元の友人は砂川市＝スイートロードという認識があることが多いので、
国道沿いに入りやすくて車もとめやすいご当地カフェのようなものがあると、けっこう人も来るの
では？と思いました。ご当地カフェといえば、札幌市の宮越屋珈琲や京都のイノダコーヒーが浮
かびます。イノダコーヒーは京都への旅行をしたときに必ず利用しますが、メニューにオリジナリ
ティがあったり、セルフカフェと違ってのんびり過ごせたりできるのがいいなぁと思っています。市
内にもカフェが点在していてうれしいのですが、初めて来店するには中が見えないところも多く、
少し入りにくい印象もあります…

13

スイートロード　他町から砂川の町に入った時あっと見張るような店の作り　お菓子屋さんはかわ
いいお美味そうなハタを立てたり、店の入口ドアを楽しい色彩にしてみる。こどもの国へ行く道路
を花いっぱい並木道にするとどうでしょう‥市が空家を利用してシニアハウスなどに利用して欲
しい。

14

〈現状〉現在の商店が廃業等で閉店を余儀なくされている環境が好しくない。何十年も、事業税、
固定資産税をタめて事業継承もできない状態である。それもこれも、何十年前よりの課題である
人口問題が進まず、これといった有効な対策もとれずにいる。周辺の大型店やナショナルチェー
ンばかりが増え個性をもった個人営業店（物販・飲食）が減っていくばかり。増々個性がなくなる
様である。〈対応〉①経済背景が良好な人達の移住計画　駅前ゾーンでの分譲マンション。（別荘
含）②固定資産税等税の軽減検討③医療、住、食の３本柱の充実④街中開発、整備。

15

まちなか集客施設ＳｕＢＡＣｏの活躍がすばらしいと思います。すながわスイートスタンプラリー２
０１９も取組み中で、近隣の町には無いと思います。テレビ取材を受け放送された映像も見まし
た。また、砂川市の取組みで、砂川への移住を促進する一定期間のお試し住居の提供など、良
い事と思っています。市内に大型店を誘地すると人が集まると思いますが、地元個人経営の店
が潤う施策が必要と思います。問１６－１で、１３．共同店舗の整備に○印を付けましたが、具体
的なアイデアは、すぐには、出て来ません。

〇企業誘致について（３）

1
この先少子高齢化は目にみえて進んで行くので、早期に外国人労働者の受け入れ、砂川から発
信できる企業誘致。もしくはテーマパーク（子供の国などと合わせる）の発展など多方面に向け
て、先行したまちになってもらいたい。

2

砂川の町は年配者ばかりで、若い人があまりいません。それは、仕事がない為です。この砂川
の中に大学を作るとか企業を呼ぶとか、医療には責任のある医療が出来る、病院にする、とか
かがありますが、この手に付いては、むずかしいのですか？　今の若い人達は、仕事がなく、地
方へ出なければなりません。砂川で働く所があれば、住み良い町にするには、まず若い人の働
き場所を作る事。結婚して、子供の出来る給料を手にする為には、企業を砂川に来る事ではな
いだろうか？

3

砂川にもイオンがあったらなあー…‥　でもせめて市内南北のスーパー２階を充実してくれたら
市内の衣料品店、本屋等が入りよそのまちまで行かなくても…‥　老人のたまり場化なあー（笑）
女は何才になっても買物好き　外出し店の中を見て歩くだけでも―　運動にもなるし家から出て
他人と話しをするだけでもボケ防止になる体育舘で指導されなくてもいいかも（笑）
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〇雇用の確保について（５）

1
２０代の子供が２人いますが、２人共札幌に進学、就職しました。仕事が選べる数も少ないし　若
者が、いたいと思える町ではないということです。私、個人としては、住むには静かでよい町だと
思います。

2 ・企業誘致をどんどん進め、高齢者の雇用の場の確保をしてほしいです。

3
定年後の再就職の機会が少な過ぎるのではないか。年金が出るまでの５年間だけでなく、それ
以後も働ける場が必要ではないか。滝川市は公的機関で沢山の機会があるように思う。少しで
も働かせて消費しやすくすることも必要ではないか。

4

就職氷河期時代（世代）を含めて、非正規雇用を市も進めていると思われるが、雇用の機会を増
やすことと、生活の安定を目指すことを同時に支える必要がある。消費は生活の安定から生ま
れる。市独自に、年金生活者以外はきちんとした雇用を柱にして、住みよい、働きやすい、働き
がいのある砂川市を目指していただきたい。（辛口で申し訳ない）

5

北海道の働く人の賃金は、おそらく、本州（都市）の良くて、８０％　平均では７０％台であろう。し
たがって、共働きを前提とした配慮が必要と考えます。１．保育→乳児２．学童保育３．奨学金制
度の内容を親御さんへ周知させる。４．本州企業勤務経験のある、Ｕターン者への再雇用強化
（異なる経験を持つ者は、貴重）回答欄で記した内容と重なりますが、コンパクトな街作りは、数１
０年を要するでしょうがそれが、全ての効率（行政）を高め、維持管理費の健全化を生み、目標が
見え無くなり、目的の整合性が理解されやすい。教育（生きていく上での原則が身に付いていな
い）とあるＴＶ番組で、若い女性が曰く「子供を生む生まないは個人の自由」と、耳を疑いました。
経済的自立なくして自由はなく、その経済の基本は労働人口であり、結婚が労働の再生産を生
む事実を理解していない。国が弱体化すると、どの様な事態になるかも理解していない。物事の
原則が身に付いていない。

〇商店街活性化について（２）

1

・中心市街地のこの度の再開発をとても期待している。ただ、市内商店街を軸に話を進めると、
結局小さな枠でおさまってしまいかねない。コンサルタントの人脈も利用して、市外の力を活用し
たダイナミックな事業にして欲しい。保身しか考えていない事業主は、時には切捨てることも必要
だ。

2

○先日、新聞紙上に空知管中の観光客数が掲載されていたが、当市は前年度比１４．９％増の
１６２万人と第１位であり驚きでした。しかし反面、スマートインター及びハイウエイーオアシス舘
等によるものが大きいとも書れていました。１６２万人の観光客が当市に足を運んでくれるのは
大変うれしいことであるが、当市駅前商店街での買物は１６２万人の何％あったのか？近隣市町
村からの集客数増を求めるには、早急の駅前商店街開発を望みます。

〇観光振興について（３）

1

自然災害の多い日本列島ですが、幸い砂川は、石狩川増水に備え、貯水用のオアシスパークも
出来、市内の２本の川も犯濫が無くなり、安心して暮らせる町になりました。スマホの時代になっ
て来たので、オアシスパーク、北光公園、北海道子どもの国や高速道路Ｓ．Ａ．の利点など、砂
川市の良さを、どんどん本州の人たちに届くように発信して下さい。

2 お祭りや他の市の人も来るようなイベントを充実させ砂川市活性したら‥‥
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3

夏の富良野、美瑛には敵わないので砂川は雪の多い冬が美しい！市内中心部に絶景かつワカ
サギ釣りが出来るところは他にない。冬の約１ヶ月半くらいではあるが、ほぼ砂川市外の方にわ
かさぎ釣りを楽しんでもらっている事をもっとＰＲしてオアシスパークと北海道子どもの国を繋ぐス
イートロードで冬にお客様が呼べないかを検討する。オアシスパーク横の雪捨て場を別のところ
に移動しワカサギ釣りやオアシスパークからの絶景を楽しんでもらうために管理棟でのキッチン
カーを集結させたりやはり「食」をからめたイベントを行うのはどうか？吹雪やホワイトアウト、ＪＲ
が止まってしまうといったハプニングもあるが、冬にこれだけ雪が降る場所はなかなかない。九
州など本州からやタイなどインバウンドのお客様たちは雪にとてもあこがれがあると思うので「雪
は大変だ！寒い」といったマイナスイメージを払拭して冬の砂川をＰＲしてみても良いのではない
かと思う。

17



◎ 都市基盤（55）

〇快適空間について（10）

1

今年で１０年目になります。砂川に来て、大きな池があり、花火、やイベントもやって、夏は楽しい
様子がわかります。私は、病院も大きく、じゅうじつして、市役所の方もやさしく、話し聞いてくれま
す。札幌に行くにもバスで行けて、交通の便も良いし、福祉の立て物が少なすぎると思います。
ほかの市町村より少ないです。老人の多い市なので考えて下さい。これだけスピード老人が増え
ていては、大変です。　宮川中央団地に行く、１２号線から、の道夜暗くて、砂川に来てまもないこ
ろ、あぶない目にあいました。外灯、増やして下さい。お願いします。団地もふるく立て替えは、な
い様ですか？・町中に“ＳＵＢＡＫＯ”という案内所がありますが、活用されているのでしょうか？
・私は、人口減少しながらもそれにたい様できる市、（コンパクト）が参せいです。小さいながらも
スイーツロードあり‥こどもの国もあり、自然あり、良いと思います。

2
砂川市内に温泉施設（スーパー銭湯）等を建設してほしいです。（市民は近隣の温泉に行ってい
るのが残念です。）滝川有、新十津川有、赤平有、上砂川有、歌志内有、芦別有、奈井江有、妹
背内・深川有、美唄有　唯一砂川無

3

・クリーンプラザくるくる、時々利用しなければならないので行きますが、受付以外の所が、非常
にわかりにくい。働いている方も、こんなことも分からないのかという態度の方もいます。こちらと
しては、説明・誘導してもらわないと、ゴミをどこに持っていけばいいのかわかりません。年１回で
もいいので、くるくるを利用する時の心得というか、こういう風に分別してるので、こういう手順で
スタッフに声をかけて下さいとか、教えてくれるような冊子がほしい。

4 ・砂川に道の駅を作ってほしい。・すばこは何をしてるか、良くわからない。

5

僕は空知太に住んでいて、滝川に勤めに行っているので、どうしても滝川に行くことが多いです。
砂川市の中心地に滝川にはないものがあればそちらに行くと思います。北光公園も緑が豊かだ
けど、魅力にかけていると思います。とくに公園には行きませんが、ドッグランももっとおしゃれな
囲いでもっと宣伝した方がいいしおしゃれなカフェだったり飲食できるところや、デートしたくなるよ
うな遊歩道やガーデニングをすれば人が今まで以上に来ると思います。あとは公園内で誰でもイ
ベントできるようにしたらどうでしょうか。休日にいろいろイベントをしてれば確実に人はやってくる
と思います。あとは子供の遊び場ですが、子供の国がありますが、冬場の遊び場を充実させたら
良いと思います。旭川のカムイの杜のような室内の遊び場があれば子育て世代にも大変よろこ
ばれると、他市町村からも人がやって来て活性化がはかれると思います。

6

《駅前広場の開発整備について》駅前はまちの顔である事は誰もが思っている事です。残念なが
ら砂川駅前は狭く、整然さも感じられません。タクシーが中央部を占領、送迎の自家用車も時間
的に道入する事ができない状況が往々にしてあります。またバスの発着地点（ターミナル）も無く
非常に不便です。何とかもっと拡張し、環境に配慮し利用に便利になるよう整備していただきた
いと思います。観光客や市民の憩える場所として砂川のまちの顔を魅力あるものに整備してい
ただくよう願っています。

7
遊水池の使用者への管理及ゴミの処理、トイレ等特に水上バイクのそう音一日中バイクのそう
音をきいている身にもなってほしい…？対策をお願いしたい※市立病院の待ち時間対策も考え
て下さい

8
旭川の買物公園のように、買物、休憩、散歩もかねてでき延長線上に図書館や市役所で用事も
できて便利な安全快適な場所があれば良いと思う

9

今後、砂川市で子育てをし、長く暮らすことが決まっているので、暮らしやすいまちになることを願
い、私自身も力になっていきたいと思っています。まずは９月に行われる予定の公園祭がとても
楽しみです！砂川の緑豊かな公園と特産物を生かしたとても良いイベントだと思います。砂川を
１度に楽しむことができるイベントを増やして砂川を良いと思ってくれる人が増えると良いと思って
います。公園祭が毎年恒例のイベントになりますように！いつか、私が関わることができたら良
いなと思っています。

10

・市役所が土・日・祝日なども、使えるようになるといいな、と思います。シフト制など労働時間帯
の工夫で実現させてほしいです。・水車公園や日の出公園（総合体育館近辺含む）などのイスと
テーブルが一部使用できない状況なので早めに修繕してほしいです。せっかくの公園がもったい
ないです。
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〇公共交通の充実について（８）

1
砂川に来てまだ２～３か月なのでいいアイデアは浮かびません。たぶん１～２年で転勤になると
思うので愛着がわかないです。すみません。ただ、車を持っていないので不便に感じています。

2
空知太に住んでいるので買物はほとんど滝川に出ることが多いです。買物のバスも出ている様
ですがきまった時間ですので、私達年寄りには時間的に無理の様です。（８７才）

3 小型の市内循環バスの運行

4

乗合タクシーの件ですが料金も安く大変便利で利用しています　運転手さんもとてもやさしく声か
けしてくれます　帰りの時間の予約となると病院行きなどはなかなか時間が間にあわず不便を感
じています。たまたま偶然に合う事が多々ありますが予約者以外は乗車出来ませんよね。満席
なら仕方ありませんが空席で利用登録証持っていてもダメとことわれました　この点改善された
ら、勝手かも知れませんが大変助かります　ごけんとう下さい。

5
予約タクシーは当日午前中使用出来ませんので午前中当日代替タクシー、行きだけでも使用出
来るようになれば良いなあと実感しました　予約タクシー当日午前に出たくてもないのでタクシー
を使用するしかありません。検とうお願いします。

6

人口減少社会において、ひとつのまちだけでなにもかも充実した施設を整えるのは不可能だと
思います。現在も、色々と取り組んでいるとは思いますが、広域でまちづくりを考えていくことが
重要だと思います。そこで大切なのは、交通機関の充実です。我がまちにはないけれど隣まちに
は、ある。→だけど、そこへ行く交通手段がない、では困ります　どうぞ、ご検討ください。

7
通勤でバスを利用しているが、本数が少なく、いつも、学生で混んでいる。高齢になり、車が乗れ
なくなると、さらに不便になると思った。市中心部の活性も大事だけど、離れた地域の人の対策も
考えてほしい。

8

「予約型乗合タクシー」についてですが、いつも母が利用させていただいています。ありがとうご
ざいます。これを生活の足として考えるならば、今の停留所でいいと思いますが、最近バスの状
況も廃止とか本数の激減等で、もう少し広い範囲で利用できないものか…。例えば、うちの北吉
野から北菓楼に行きたいとか、ねんりん館の友達へ会いに行きたいとか。今停留所にない所へ
は行けないので…。そういうのはタクシーを使いなさいと言うのももっともですが、先に述べたよう
に、今廃止や激減している中で、検討はしていただけないものかと思いました。
もう一つ、ぜひお願いしたいことがあります。老人クラブの会館まで、特別にコースに入れてもら
えないでしょうか？老人クラブの会館へは、今家族の人の送迎に頼っているか、タクシーです。
老人クラブの日だけで、老人だけでOKです。ぜひ、検討お願いします。

〇バリアフリーの促進について（７）

1
ＡｉＡｉの近くのバス停の所にある観光協会の事務所を市民に開放してバスを待つ人々が安心し
てバスを待てる場にしてあげられたらいいなといつも思っています。冬の寒い中、お年寄りがバ
スを待っているので、事務所の中で待てたらいいのに…と思っています。

2
市内の移動は乗合タクシーが充実していて、良いのですがタクシーで移動出来ない人達の為に
移動販売カーがあると、いいと思います。まだネット通販等出来ない世代が多いので…

3 砂川駅にエレベーターを設置してほしい。

4
砂川駅前にバス停があれば駅の利用者が多くなるのではないかと思います。駅の中にエレベー
ターがほしいと思います。

5 砂川駅の階段がつらいのでエレベーターを設置してほしいです。
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6

・高齢者の運転免許の返上がこれから益々増加すると思いますが、日常の生活に必要な最低限
の事‥‥買物、通院、役所などの手続き、などが困難になる事と思います。現在、高齢者で道市
民税非課税対象者に支給されている、バス代、タクシー券などを、…高齢者で車を運転していな
い人達まで拡大（対象者迄）していたゞきたいと思いますが如何でしょうか‥‥・車社会のなかに
あって交通弱者である歩く人は事故から身を守ることは、たいへんです。特に冬の間は‥‥車道
の除雪も大切ですが歩道の除雪もしっかりと行ってほしいです。更に国道１２号線の横断道路の
ロードヒート化を是非お願いしたいがどうでしょう。

7
砂川の駅の事ですが、札幌方面へ行く時、階段が不便です。足が悪いので、これから、ますます
大変です。札幌の病院へ行っている為、“ゆう”を作る時、なんとか、ならなかったんでしょうか？
汽車の中でもキップ買う事が出来るので…‥これからも考えてほしいです。

〇空き地・空き家対策について（４）

1 空家、空地対策

2

市内にある（あった？）道所有の高校教員住宅、共済住宅等の管理が悪くて、朽ちてしまってい
る。あるいは過去、砂川北高、南高などの住宅、管理職住宅が雪降しせずつぶれて、サラ地にし
て売却した過去あり、道民の財産を赤字にして処分していると考えられる。このようなことがない
ように市の監視を強めて欲しい。市営住宅・施設も細めに点検、補修して価値を維持するように
お願いしたい。

3

・アパート、マンションの貸金が砂川にしては高すぎる。もともとある市営団地などあいてるところ
がたくさんあるのだから、そういうところを住みやすくしてはどうか。人のつながりが多くなれると
思う。・若者への働きかけ。私が子供だったときは、いろんな行事に参加したりしてとてもたのし
い砂川のまちだった。・施設や土地があるのにそれを活用できてない。子供が少ないからなくす
というのはちがう気がする。もったいないなぁーと思う良い場所が多い

4

まち作りの提案でもアイデアでもないですが‥穂　ＵＲの土地のそばに住んでいます。住宅の後
地は一年に一度草かりをしてますが、年々まわりの木がおい茂りササがドンドンふえて近くの住
宅で住んでいる者にとっては、入居した時とはまってく違う風景になっています－－－－当所夏
の花火大会は（打ち上げ）ほとんどみることが出来たのしみの一つでしたが‥‥ここ数年以上、
（アカシヤがぐんぐんのび）火花の音しか聞こえません　生活面では台所は暗くなり、たのしみの
一つだった家庭菜園まったく出来ません。・ＵＲの担当者もわかりませんので‥‥大変困って居
ります。※のびた木を切ってもらえないものでしょうか？関係のない事でしたら、大変申し訳けご
ざいません。乱筆ですみません

〇公園の整備について（２）

1 公園に子ども用遊具がもう少し欲しいです。冬期に遊べる施設があれば情報が欲しいです。

2

北光公園の遊具ですが古くて使用出来ないままになっているものもあるので新しい池にしてもら
いたい。（シニアも使用できるアスレチック的なものも設置して欲しい）交通安全に関してですが
カーブミラーの向きが正くなっていないことがあるので春先に必ず市内全てのものを正しい向き
になっているか確認してもらいたい。歩道の脇に植えてある木の下枝が春～夏にかけて急に伸
びてくるので、その頃に合わせて点検するようにしてもらいたい。
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〇緑化の促進について（４）

1
砂川市内１２号線沿いの、景観は、淋しいと思います。　街路樹も、もっと見栄えのある木にした
ら、良いと思います。

2

中川市政時代、北海道桜の会々長をされていました。遊水地に植樹の話が有りましたが、事なく
今日に至っています。当該管庁は土手に植樹は認めない方針だったと聞きましたが、日本中ど
こへ行っても河川、湖沼周辺は、桜、梅、柳、ふじ等の花見客が有名です。私は逆に土手強度は
増大するものと考えますが素人の頭でしょうか？四季に対応した樹木を市民から選定して、これ
からでも遅くない説得して実現して欲しい。遊水地周囲を活用したイベントはいくらでも考えられ、
観光面でも素晴らしいポイントです。冬フェステは終った様ですが、夏の花火大会は近隣最大の
モノと云うそうですが所詮商店の寄付に頼ってのモノで、当該商店街には何らメリットは少なく大
型店は良いのでは…　数１０分で数百万を煙にするのは疑問多大で折角の予算の使途を再考し
たらと考えます。前段植樹の件は官庁を説得して形として観光資源に出来ぬか期待しています。
永年続く緑あふれる、公園都市も今日に至って様変り著しく落枝、落葉、信号機の見ずらさ障害
が散見され剪定でなく間伐時代です。１０年程前でしょうか栗山町とじゃらん誌社と職員トレードし
て各々企画を計１１町発展につなげていると職員Ｍ氏の話に非常に興味を受けました。現在は
どう経緯されたか。とてもユニークな発想だと感心しました。湖岸通り非常に交通量多く、ポプラ
切ってからとても良くなりました。テニスコート周りは非常に見苦しく、外来者の印象悪いです。
Ｂ．Ｇ周りも手入れ必要と考えます。

3

・歩道の街路樹の管理が悪い。◎秋の落葉はなにも管理をしていない　排水口をふさいで排水
ができず道路に雨水があふれている。◎せっかく広い歩道を作っても、街道路の為、歩道がせま
くなる。特に冬の除雪ができず歩道がせまくなる。◎砂川市は野山に木が沢山有るので管理の
出来ない街路樹は不用。街路樹には百害あるだけ落葉がきたない。

4

緑化についてですが、むやみに木を植えればいい訳ではないと思います。砂川に住む前より、
砂川の街並みのイメージとしては「汚い」と思っていました。緑があふれる、というより、ただ、草
木が勝手に生え放題になっているだけです。場所によっては一部植え込みにも花が植えられて
いる所がありますが、向かい側はボーボー。統一されてなく、余計汚いです。植えられている木
の種類もバラバラですし、ものすごく狭い間隔で植えられている所もある。住宅前なので迷惑だと
思います。今はマダニ等の本当に恐い害虫も気軽に辺りにいる様になったので、過度な植樹は
減らし、（特に住宅前。落ち葉の処理等市でやってくれないならなくして欲しい。←アンケートとっ
てはどうですか？）スッキリ見渡しの良い道路にしてはどうでしょうか。代わりに市内にいくつか、
○○通りと名前を付けられる様な、キチンと整備された印象的な並木通りを作るとか。（住宅をさ
けて）それでなくても砂川には子供の国もあるし、緑は足りていると思いますし、どこでもここでも
緑を増やすより、あるべき所に集中して作った方が全体的に整理されて見えていいと思います。
汚い街路樹と、古い建物とで、街全体廃れて見えます。ＴＶで見ましたが、都会の方でも、「大人
が集える緑のある空間」を作ったりしているそうです。芝を管理し、利用者にはゴザを貸し出して
有由に過ごせるそうです。こちらは子供達もいるので、安全に小さい子も遊べて、親は座れて近く
で働く人々もお昼に休みに来れる様な場所を作れませんか？（砂川市中心部で）近年、「物を持
たない暮らし」等、ミニマリズムを指示する方も多いと思いますし、自然を残し守っていく事は大切
ですが、ある程度近代的なものとのミックス、スッキリしたものを目指していかないと若い世代は
離れていく一方ではないでしょうか。子育て世代としては前述していますが、子供の医療費無償
化なくして、砂川に住むメリットはありません。新十津川と奈井江には勝てないと思います。
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〇住環境の整備について（12）

1 ・水道代が他の市町村より高いと思います。（上水、下水）

2 ・とにかく、道路整備をしっかりとして欲しい！

3 砂川市の家賃が高い。もう少し安くしてほしい。もっと買い物できる所がほしい。

4
ドブ川に付いて。砂川市の２本のドブ川ｏｒ水溜り解りますか。北は生協近くの水溜り、南は旧東
区近くの水溜り、責任の所在は解りませんが、市の美化に付いて、何も感じないのですか。

5
冬の道（市街地）がツルツルでブラックアイスバーンが歩道にもあり、歩くのがあぶない日々が
けっこうあります　商店の方々の応援をもらって砂をまいてもらいたいです。

6

提案やアイデアではないのですが、要望です。私は札幌まで電車で通学しており、砂川駅までは
自転車で行っています。警察所前からホクレンの坂の歩道がほとんどない状態にあり、自転車で
通る時にとても危険を感じます。どうにか道を舗装してくれないのでしょうか。是非ご検討よろしく
お願いします。

7

・先日知人（独身）が砂川に引越そうとしたが、家賃が高いので滝川にしたそうだ。砂川は家賃が
高いというのがここら辺の定説だそうだ。それは市職員の家賃補助が関わっていると聞くが、見
直しはできないか？病院職員との関係もあるそうだが、上手く両立できないか？せっかく砂川で
就労しても、市外から通う人が多いのが実情だ。

8

コンパクトシティー化はぜひすすめてほしいと思います。集約した場所は人が多いので活気づき
ます。人口減で閑散としたイメージをつくらない。幸い１２号線の交通量が多く、人が多く移動して
いるので１２号線沿いの景観がよいと砂川市のイメージがよくなると思います。（車中心の社会な
ので）　駅前（ＪＲ）は基本的に利便性が重要なので、それほど景観に力を入れなくても影響はな
いかと思います。５Ｇに普及すると空間伝送が可能になり場所の制約が、下がるので地方にとっ
てメリットが大きいです。よって中心地域の通信インフラに力を入れてもよいかと思います。

9

車があれば、のぞめば遠くまで、おいしい食事に行く。（十分な駐車場は必要）特別のほしいもの
が、そこにしかないとその場所まで行く。楽しい、何かがあればその為に、遠くまでへんぴな所で
も行く。また、みたされた環境から、人が離れる事はない。みたされた…収入が少ないのに支出
の多い市はむずかしい。税金・交通・国保・介護・子育て住宅（家賃）暮しやすいは、年齢層でま
ちまちです。簡単にはいきません。税金もおとしてくれる企業の大小、数によります。砂川は、家
賃が高いのは、個人の設定です。病院に、芦別、美唄、赤平から来院する場合、車なしだと交通
手段が大変です。

10

今後人口は減り高齢者が増加してゆくのは必然です。現在市営住宅に入居を希望する高齢者
の単身者の場合、３階にしか入居出来ないとなっていますが、これはおかしくないですか。高齢
者が手すりもない階段を昇り降りしたりするのはやさしくないですね。高齢者が安心してくらせる
公営住宅の増設を強く望みます。せめて今ある公営住宅の１階に空きが出来た場合は高齢者
の単身者を優先的に入居させるべきと思います。

11
市も大きな施設でなく各町内に少人数の老人シェアーハウスを造って共同生活していける老後
があってもいいんじゃないかなあー理想です

12
車のない高齢者が、どんどん増えてくるので、車がなくても、自由にいろんなところへいけるよう
な、交通の便の良いところに団地を造る…など。
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〇除雪対策の充実について（８）

1
冬の除排雪をもっと積極的に行ってほしい。国道１２号線が片側、１車線になってしまっているの
で交通状態が悪い。せめて国道１２号線の片側２車線は確保してほしい。

2 冬の除雪　高齢化が進んでいるのに、冬の除雪が悪い

3

除雪について。私の家の前が広いので朝早くから老夫婦で小型除雪機械を使って雪を国道の側
溝に流しています。毎朝軽トラックに乗って環境関係の人が見回りに走っています。この人達の
言葉使いや態度に私は腹が立ちます。お早ようございますとかご苦労さんですとか言い雪を詰
まらせない様にして下さいとか言うなら腹が立ちませんが、雪が詰まって水が流れていないのか
確認もせず直接機械で捨てるなと、怒る言いかたです。町の方では大きな機械で直接側溝に捨
ているのに小型の手で持って運転する除雪機なのに乱暴な言い方の環境関係の人には教育が
必要です。（全ての環境の人とは言いませんが。）今までこの除雪機使用して側溝を詰まらせ国
道に水を溢れさせた事は有りません。年配の人達が頑張って除雪しています。挨拶しご苦労さん
の一言も言って下さるともっと住み良い街に成ると思います。

4
・冬の市道除雪をもっときちんとやってほしい。車道１往復しかやらないので道幅が狭く危検。自
宅前敷地より、歩道、車道の除雪面積が圧倒的に多く住民にはかなりの負担。

5

この度アンケートに選んでいただきましたが先月転居しました。市外に移住したため今回の回答
は砂川市がより良い市になれば良いと思い、送付させていただきました。冬の除雪、排雪の不満
は全市民が持っている事と思います。高齢化していく中でとても重要な事です。全市民が安心、
して住める様、お願いいたします。

6

若者と老人が生きがいを持って住める町を、願っています。冬になると思う事ですが、砂川は雪
が多くて、身近には、一人暮しや、老人夫婦世帯が、いますが、排雪に悩まれている様に思う事
が多々ありました。出来れば、道路を広く、排雪してくれたら、皆さん、もっと楽になるのではと思
います。

7 冬の雪投げが本当に大変です。一部にしかない融雪構をもう少し増やしてほしいです。

8

新晴見に住んでますが冬場の除雪の件で人家の有る方の歩道を除雪し家の無い方の歩道に雪
を持って行った方が高齢になると歩くのが大変な事と冬場の家の無い方の歩道は子供達の通学
路になってますが最近「ちかん」の問題も有るので人家の有る方の歩道一本にしてもらうと安心
して歩く事が出来ます。私達の町内もほとんど８０才こえた人達ばかりになって来ておりますので
定時に乗合バスの様な物を考えてもらえれば助かります。
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◎ その他（11）

1 大変申し訳なく思っておりますが　現役で忙しく時間の許す限り協力したいと思っております。

2 むずかしい問題が多かったです　年齢によって感心事がちがいますし

3 皆様おつかれ様です

4

・市役所職員の適当な対応（私語が多い、勤務中にスマホをいじっている）・市立病院医師の傲
慢な態度には腹が立ちますね。この近辺の地域から依頼される事が多いとは思いますが少し高
飛車になりすぎていませんか？？役に立つ意見ではないかもしれませんが魅力ある町ではあり
ません。

5 もう少しシンプルで判りやすい質問にして下さい。

6 文書で、説明するのは、むずかしい

7

今後のまちづくりとは話がちがいますが一言あります。だいぶ前の事ですが、市役所に行きまし
たら、入ってもシーンとしていて一市民が用事があって市役所にきているのです。“おはようござ
います”とか“こんにちは”とか何も言わないで。役所仕事には関係ないのでしょうか？人と人が
接する場所です。笑顔とはいかなくてもあいさつも大切だと思います。私の前に来てた高齢の男
性は怒って帰りましたよ。少し反省してもいいのでは？これからも役所に行くことがあると思いま
す。お互い気分よくなるように対応してお願いします。・善岡市政になってすぐ空知太のサンワド
付近の市柱？電気を使って砂川のアピールしていた柱が、文字を作っての物に変わっていまし
た。私は以前から電気のムダなのでは？と思っていたので良かったなと思ってます。市の税金が
２００億？でしたか？なるべくムダをはぶいた有益なものになるように願っています。善岡市政頑
張って下さい。応援してます。

8

このアンケートに回答するのは難しいと感じました。現状がどうなのかわからない事も多かったで
す。今後どのようなことに力を入れていくべきなのかは、現状をよく把握してから、本質的な価値
が何なのか検討して取り組んでいくことが必要だと思います。アンケートの回答のみで方向性が
決まるということは無いと思いますが、取りこぼしのないまちづくりを望みます。

9
私しも砂川に来てから１０年に成りいい町と思います　今は花の世話して毎日元気でくらして居り
ます　これからも人生終りまで住みたいと思います。緑の多い所、花を見ながら楽しく過して居り
ます。

10
市外に出た事がありませんので他は分かりませんが転勤される方の話を聞いた事があります。
砂川は便利が良く住みやすいし良い所が沢山あるものと思われます。アイディアはありませんが
職員の皆様も努力されていると思いますので今後も住みよい砂川になる事を願っています。

11 電話で、排雪を頼む人がいますが、他人の名前を言う人がいるのは、いやですね。
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