
1
ここ数年、砂川市も多尐魅力的な街になってきたかと思われる（医療の充実、ハイウェイオアシス、スイートロード、ソメスサドル、ローレル
等）近隣の街の方々からも砂川のどこどこは？と聞かれることもある。今後においても、近隣の都市、滝川と異なった個性のある有名なも
のや施設を作り、支援をし、砂川市を全道的にアピールしていけばよいと思われます。

2
全体的にはよい街だとは思う。今後どのような街づくりを目指していくのかよくわからない。スイートロード計画もパッとしないし、住民は出
ていく方が多いのではないか。もっと他から移住してくれるような支援が必要。アウトレットモールとか、道の駅のような施設ができればよ
いと思う。

3
これ以上の人口減は避けたい。土地が昭和の時代から地方都市としては高値で推移してきた。土地購入、移住、子育てに思い切った補
助を行わないと穴埋めはできないと思う。観光協会を通したイベントは毎年同じパターンで新鮮味が薄い。酒宴をはずした新しい風がない
ものか。人手不足若者不足で将来も不安である。

4

○砂川の良いところ
公園や緑が豊か
市立病院が充実
大型店が尐ない
○悪いところ
水道水が夏場匂いがする
自動車のマナーが悪い
国道の取り締まりを強化してほしい
○総合的に暮らしやすい街

5
衣料品店、ファストフードなど若者たちへの配慮も考えてほしい。このままだと小学校も統合しなくてはならなくなります。医療福祉には十
分力を入れていると思います。次世代の人に砂川に住みたいと思ってもらえるよう考えてください。

6
個々人の意見を聞いても、自己の利益しか考えられないのであれば何も始まらないと思う。みんなで進んでいくという柱を提案し、みんな
で街づくりをしていく意識を広めてほしいと思う。市民参加で農業特産物をつくるシステムを構築してみては。個人の利益のみを考える経
営者はこのまちにはいらないという覚悟が必要。

7 交通事故のイメージがあるが、スイートロード、カフェ等も充実しており、暮らしやすい街だと思う。一方道路を歩いていると雑草が気になる

8 砂川が若い人が増えることを期待します。良い仕事につけお金が得られ、結婚したいと思えて子どもを産みたいと思える、そんな街です。

9 他のまちの猿真似ではない人口増の努力が必要。今ある人ものなどの資源を活性化すること、そのためにも人材の確保が重要だと思う。

10 人口減尐の要因はまちに魅力がなくなっていることと思う。人口増加がみられる市町村を参考に活性化の活動を行ってほしい。

11 若い人が喜んで住みたくなるような活気のある砂川市にしてください。

12
１０年後２０年後の生活が不安です（人口減・交通面など）
市には世界に誇れる企業も沢山あり、良い面をもっとPRしてほしい。
札幌～旭川の通過点ではなく、尐しでも滞在時間を多くしてもらえるような魅力ある砂川市になってほしい。

13 安全安心に過ごすことができるまちづくりを期待します。

14 このアンケートには無理がある。夢物語になってしまう。第２の江部乙にしないでほしい。

15
魅力的でも知名度が低い店などがある。砂川への居住は３年ほどでしたが、雇用買い物交通すべての面において不便でした。残念ながら
現状では再び砂川市に住みたいとは思っていない。

◎まちづくり全般（１５）
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○行政運営について（15）

1 市役所の中が暗い。市役所の人の対応が悪い。サービス業としてしっかり対応してほしい。

2 アメニティタウン砂川ってなんだったんですか

3

情報提供が不十分。まちのイベントを知らない人が多数いる。
いくつかの地域の行政（役場）と仕事をしてきたが（商業関係）砂川市のレベルの低さに残念な印象を持っています。考える頭はあってもデ
ザイン（設計、構築）するセンスがない。だから続かない。
行政マン自身がマチを利用していない。マチを知らない。盛り上げようとしてない。殿様根性（気質）が悲しい。もっとマチの意見、気持ちを
丁寧に扱ってください。ループ橋のような負の遺産を残さないでむしろ最後まで面倒を見てください。砂川市は好きです。どうぞよりよくして
ください。

4
ＨＰの告知スペースの見やすさや、日々の更新を実施してほしい。
市役所建て替えの際には市民広場的なスペースを作ってほしい。

5 市議会の人たちが多いと思います。尐し人数を減らして、ちゃんと選挙をしてほしいです。無投票はやめてほしいです。

6
職員の皆様が張り合いややりがいのあります仕事がますますスムーズにはかどりますように一日も早く新庁舎を建設されますよう希望い
たします。今にも崩れそうな庁舎を目にするたびに情けなくなります。庁舎は砂川市のシンボルでなければいけません。

7 市長の行動力には感心しています。これからも細かな市民との触れ合いを続けてほしいです。

8 交通、環境は良好だがこれといった企業がなく、若者が尐ない。市役所の中に産業に関する研究部署を副市長直結でつくってほしい。

9 他地域、国際交流を活発にしてほしい。市のホームページを充実させてほしい。

10 市役所を現在位置で改築してほしい。その中になにか面白いものを置いてほしい

11 自分の居住地が砂川の北側なので救急車が来るのが時間がかかる。分庁舎を設置してほしい。

12
ゆうができて公民館の存在意義が不明確なので市の本庁舎としてみては？
災害を考えると市役所庁舎のことを本格的に考える必要があると思う。

13
市職員に対する不満として、サンダル履きで庁舎を歩かないでほしい。謄本や正本の手数料が高い。職員は市役所周りの駐車場を利用
しないでほしい。退職者の天下り就職はいかがなものか。

14 砂川市の行政職員の対応はよく、親切でありがたい。

15 休日の電話対応の人が不勉強すぎてまともに対応できていない。

○地域コミュニティ活動について（９）

16 イベントや祭りごとの継続、各町内の交流を、ゆう団体に借りる入場料が高い。

17
砂川市でイベントを行ってくれた団体などに必要なら倉庫などを貸して、ステージなどにも使う道具などを閉まってもらう。次の年も開催し
てもらえるように。そういう団体に色々な行事のボランティアをお願いする。

18
道路愛護、河川愛護の観点から、地域住民の自主的な参加で環境のお手伝いをできる仕組みづくりを積極的に取り組みしてはどうか。高
齢者で元気な方がたくさんいます。ご芳志に休憩時に飲み物など提供してあげればよろしいかと思います。

19
このアンケートの内容を多くの住民が話しあったり考える場所を提供していくことが重要だと思います。これからも市職員の皆様も大変だと
思いますが、一緒に頑張っていきましょう。

20
砂川市の進める地域共同参画は、参加を望まない住民との軋轢を生む側面がある。地域の活動をしたい住民とそうでない住民との良好
な距離感を作り上げることが必要ではないか。

21 市の広報等を利用して数多い市民参加をしてもらうようにしてほしい。

22 高齢者用の活動場所（働く場所、その他もろもろ）をつくってほしい。

23 役員の方これからもよろしくお願いします。

24 地区や企業などにわけて運動会。景品あり

◎市民参画・行政運営・コミュニティ（24）
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○教育の充実について（５）

1
今後育っていく孫たちに地元の高校で学んでほしい。仕方ないから行くのではなく、ぜひ入学して学びたい学校にしてほしい。市としてもっ
と何か手助けをしてほしい。

2 子どもが小さいうちは子育てしやすい環境ですが、学力に対する心配から単身赴任される方が多くもったいないと思います。

3 学校の先生のレベルが下がっている。学問の面でなく、モラル、生活指導などにおいてはレベルが低くなったと思う。

4 箱モノはもうよい。市民一人一人の長期的な視点に立った子供の教育が重要。

5
また、小学校教育の充実。例えば希望者にALTとの時間をつくるなど、塾に通わせる心配を減らし、学力も安定させられたら魅力的な子育
てサービスだと思う。

○文化振興について（１）

6
楽しいイベントを増やし、みんなが喜んで集える街。学びの場を設け、教養を深め、知性あふれるまちになればよいと思う。助け合い、笑顔
があり、治安も行き届き安心して住めるまち。

○スポーツ振興について（７）

7 スポーツ施設が使いやすい。

8 スポーツ施設の充実を望む。

9
砂川市のパーク場はこれといったところがない。
健康づくりのためにも近隣のパーク場なみの設備があればと思います。

10 ゴルフ場跡地を車、バイクのコースとして利用できるようにしてほしいです。

11 国道直線日本一を利用し近隣市町と協力してマラソン大会を実施。

12 市内においてスポーツジムのような施設が尐ないこと。

13 無料のアスレチッククラブがあればよい。

◎教育・文化・スポーツ（13）
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○交通安全について（４）

1 車のマナーが悪い。

2 自転車通学の中、中高生が歩道を歩けるようになったら安心です。歩行者もいて危険だと思いますが、通学時の車道通行は危険です。

3 北菓楼出口右折が危険。

4 街路樹のイルミネーションで歩行者用の信号機が見えづらくなっている。

○環境保全について（７）

5
砂川駅前がすごくさびれていると思います。空き家があったり、道路も整備されていない状況（冬期間は特にひどい）もっと歩行者にも安全
なまちであってほしいものです。

6 車の競技場が近いため、騒音がうるさくて困っています。場所を移転することはできないでしょうか。

7 冬の砂まきの後始末を春早くきれいに。落ち葉の始末を考えて！

8 週末オートスポーツランドの車の音がうるさい。

9 玉ねぎの加工場があるが、風向きによってはにおいがきついため指導をお願いしたい。

10
緑の多い静かな環境で住んでよかったと思う。
市全体でもう尐し活性化があれば生き生きとした都市になると思う。

11 歩道の木が大きすぎ、街灯が暗い。

○防災対策の充実について（２）

12 災害等についてアンケートがないのはなぜか。安心して住むことは今後の問題点で大切なことだと思う。

13
防災無線を置けるようにしてほしい。クマ、変質者が出たとき、学校からの便り以外危険を知るものがない。回覧板、緊急連絡網などの手
配。地震などの時の地域ぐるみの避難訓練

○防犯対策の充実について（4）

14 バス停に防犯カメラを設置する他、照明を明るくする、ベンチを設置する

15 砂川警察署がなくなったら、飲酒の取り締まりもゆるくなると思う。

16 街灯をもっと増やしてほしい。

17
もう尐し防犯に力を入れてほしい
砂川に住んで３０年。車上荒らしに７回やられている。
団地駐車場はひどい。夜たむろしている半グレ対策、飲酒運転撲滅等治安の安定が必要。

○墓地整備について（１）

18
緑あふれる共同墓があればいいなと思います。
宗教に関係のない公営の墓があれば入りたいです。

◎生活環境・防災（18）
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○福祉全般について（５）

1
子どもや高齢者が元気な街は住みやすくなると思う。そのための環境整備には要件がたくさんあり、総合的な施策が必要になると考える。
施設・機械・ケア等。最終的には相互のコミュニケーションがとりやすい街を目指してほしい。

2 経済の活性化も大切ですが「住んでよかった」と思えるような市民１人１人が福祉や医療に安心できるやさしい姿勢を望みたいです。

3 老人住宅そばに保育所と高齢住宅と話し場のカフェがあればよいと思います。

4 障がい者、高齢者福祉については充実していると思う。市立病院はよい評価だが、待ち時間が長い。

5
尐子高齢化の対策を講じたらよい。市が直接運営するのではなく、民間の企業誘致を手助けするのはよいと思う。介護施設については小
規模施設でよいと思う。

○高齢者福祉の充実について（11）

6 老後に福祉にやさしいまちにしてほしい。

7 老後の生活をこの地で暮らせるようにしてほしい。老人ホームが高すぎて入居できない。このようなことがないようにしてほしい。

8 高齢化社会に向け高齢者にやさしいまちになってほしい。

9
市民税下げてほしい。家を買うように、車も助成などあればよい。６０歳になったら税金がかからなければよい。老後安心して住みよくした
い。

10 老人が運動できる施設をつくって医療費を抑える。

11 あまりお金をかけず老人たちが会話し集める場がほしいです。足の悪い人も多くみられるので、ベンチも尐しおいてほしいです。

12
現在の状況に満足しているが、すばこで高齢者向けの方が常駐してもらい、家族や知り合いに言えない愚痴を聞いてもらったりする場所
があればよいなと思います。

13 高齢になった際、まだ健康で一人暮らしができる状態で入れる施設があればいいと思います。

14 介護施設は今の４０～５０代が高齢になった時は余ってしまうと思う。

15
高齢者や障がい者などサービスを受けられる方に申請の連絡をしてあげたらよいと思う。
高齢者の１人暮らしに方に身の回りの手伝いや相談のサービスがあったらよいと思う。

16 老人ホームを増設し、富裕層から低所得層まで改装に応じた施設を増やす。

◎医療・保健・福祉（39）
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○子育て支援の充実について（16）

17 子どもにやさしいまち

18

近隣の地域では高校生まで医療費無料化が進んでいるが砂川市では幼児のみで遅れている。若い人も住みたいと思う
ような市でなければ人は増えない。市営住宅等の建物がなければ家を建てることでしか住むことができない。近隣では市が空き家をチェッ
クし若い人に格安で提供したりの動きもありよいところは取り入れたらよい。高齢者と若い人が住みやすいまちづくりが大切だと思う。今住
んでいる住民、これから来てくれる人にやさしいまちづくりを望みます。

19
子どもを産むような世代が住みやすい（何らかの補助が必要）まちづくりが必要と思います。テレビとかで移住の放送を見たことがあります
が、それらを参考にしてもよいのでは？

20 保育料を半額にして砂川に住む若い人を増やす。

21
人口減尐が問題かと思うので、子を産み育てる世代へのフォローが高いと思います（東川町、上士幌町）金銭面だけでなく住むところ、仕
事、預けられるところetc。

22
札幌市からも１時間圏内でＪＲの数も多く、交通の便もそれほど悪くないので誰もが住みやすいまちであることがアピールできればもっと多
くの方々が住んでくれると思います。まずは子どもに対する医療教育の充実、障がい者（児）に対するサービスの拡充、支援体制の整備が
必要だと思います。次に外国の方々へ、この緑が多いまちのアピールも重要かと思います。

23
我が家は現在子育て真っ最中であり、近年のおむつ用ゴミ袋の配布や３人目の保育料無料など、とてもありがたいと思っています。近隣
の市町村を見ていると、中学生までは医療費がかからなかったりなど、子育て支援の体制がもっと広く適用されているところもあり、砂川
市もそのようにして頂けると嬉しいと思うこともあります。

24
子育てしていくうえで医療の面で不満があります。小学生の内は医療費をただにしてほしいです。小学生の内は風邪等どうしても病院にか
かる機会がたくさんあるので、お願いしたいです。あと田舎なのでもう尐しイベントごとを増やしてほしいです。

25

他市町から通勤している者への移住を目指す
特色ある企業の育成
子育て世代の助成
教育の充実（生活困難児童への助成などで砂川高校を地域の拠点とすべき）
病院の待ち時間の短縮策（特に予約制度が待ち時間が長い）
保育園と地域の交流の促進

26
岩見沢の「であえーる」や旭川の「もりもりパーク」のように子どもたちが遊べる場所、中高生が集まれる大人ともかかわれる場所があった
らよいと思います。

27
市民プール、市民スキー場をつくる
子どもの医療費を無料にする
子育て世代には厳しい環境です。改善してください。

28 出産祝い金を日本一に。

29 子育て世代の支援として全ての入学時に祝い金制度を導入する等、給付型の補助を充実させる。

30

市立病院は市立なのに市民がちゃんと入院・治療を受けられる保証がないのがおかしい。入院してもすぐに転院の話をされるなど安心し
て入院できない。
保育料も年齢が上がっても安くならないし、小学生になっても医療費もかかるし学童も高い。ゆうのイベントも共働きでは参加できず不公
平感がある。他のまちでは小中学生の医療費無料、子育て世帯への商品券配布等工夫している。

31
子どもが市立病院にかかったが、小学生以上からの医療費の負担は通院がかさむにつれて負担になった。近隣のまちでは、子育て支援
の一環として高校生までの医療費の無料化をしているところもある。砂川市のインフルエンザの補助は大変助かっている。もう尐し小学生
以上の子どもが安心して通院できる体制をとってほしい。

32
子育て世代が安心して暮らせるまちづくりをしてほしい。近隣市町で行われている医療費、保育料の軽減、就学援助の緩和等を検討して
ほしい。
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○障がい者支援の充実について（１）

33 障がい者の参加のための送迎支援をしたい。

○医療体制について（５）

34
砂川市立病院について、敷地内禁煙となっておりますが喫煙者は依存症のためやめられないのが現実です。敷地内に喫煙室を設けてみ
てはと思います。

35
医療施設として、砂川市立病院は空知一だと思いますが、砂川市民に対して何らかのメリットがあればよいと思います。救急指定になって
から早めに退院することが多い。

36 空知太の救急体制が充実していない。

37 病院にいっぱい患者がいるのがはたしてよいことなのか？

38 砂川は医療救護体制は充実していると思う。高齢者対応は今一歩。庁舎の上り下りが一苦労。

○健康づくりについて（１）

39 路上の喫煙の全面禁止をお願いしたい。受動喫煙の防止の点からも。
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○産業振興全般について（４）

1 国道付近の活性化、商店街の使いやすさ、休める場所の確保等、他のまちなみと区別化、独自の街並みづくりを願いたい。

2

きついご意見で申し訳ありませんが、近隣の人口が減っているから仕方ないではなく、
どうしていくか一度検討する必要があると思います。
人口１万７千人では市といえないので、せめて多尐なりとも人口増加につながる企業誘致や福祉村構想、医療大学誘致、外国人をター
ゲットにした宿泊施設と体験プラン等奇抜なアイデアで専門家のご意見を取り入れながら、計画を立てていく必要があると考えます。夢と
希望のあるまちづくりを期待しております。
今、地方創生が叫ばれております。ただ事業をやる時代は終わりました。ぜひ費用対効果の上がるコンセプトが必要かと考えます。職員
皆さんの英知を結集して中期計画が策定されることを期待しております。

3

転勤族としては、大型店も尐ない、イベント・遊び場が尐ないので、どうしても通りすがりなまちのイメージ。また「砂川」を知らない、場所が
わからない道民も多く（残念ながら昨年の飲酒運転死亡事故で変に有名になってしまいましたが…）、高速道路の乗り降りができることを
活かし、またこの地域にしかないことでＰＲ、米どころであることからふるさと納税でお米をプレゼント、畑の一部レンタル（管理料で収穫で
きるとか）、砂川市立病院のＰＲと付添いの方の寝泊り施設の充実など、若い職員さんや地域の声を聴き、尐し位失敗しても前へ進める体
制づくり…お金もかかると思いますが、アイデアで住みよい、楽しい街になることを願っています。

4
他の地域から来たがもったいないの一言。良い場所、企業があるのに他の地域の人には知られていない。特急が停まるのに駅前に何も
ない。砂川の人だけが来るイベントで街が活性化するのか？

○産業（農商工業・サービス）振興について（19）

5 農家のトラック市のような、産直の市場があったらよい。

6 人口を増やすことを考え、企業の誘致の推進をすること。

7 スイートロードなどでイメージアップを図るとよいと思う。

8
四国の上勝町で行われているような「葉っぱビジネス」のような高齢者が主体となった福祉産業を整備する。高齢者の就業のニーズを把
握し、就業の機会を確保し産業振興につなげる。ような高齢者が主体となった福祉産業を整えることで地域全体の活性化につながると思
う。高齢者個々のニーズに耳を傾け、就業の機会を提供するなどの展開を期待したい。

9
空知太にＡＴＭがあるとよいと思います。特に冬場など近くに食料品を買える店があるとよい。そういうものがあると年よりも外に出ていくよ
うになると歩く運動と人と話ができこのあたりもよくなると思う。

10 農業を営む方が多いので、国道１２号沿いに直売所があればいいと思う。

11
提案やアイデアはなかなか思い浮かばないですが、過疎化が進む中空き店舗を利用し新しくオープンしているお店を見かけると頑張って
るな砂川と思います。

12
家族が集まった時など、わざわざ他市へ食事や遊びに行きます。砂川市内で移動できるように、ファミレスができるといいのですが。新し
い食堂ができても駐車場がないと面倒になります。

13 プレミアム商品券に疑問がある。税の公平さに欠けると思う。

14
高齢者や子どもには頑張っていると思うが、若い人（１０代から３０代）に対して魅力的な街ではないと思う。娯楽も尐ないし大型店や雑貨
屋等もない。スイートロードもただ国道沿いに店があるだけでがっかりした。もっとスイーツを前面に出すなら、見せ方や呼び方を考えるべ
き。

15 空知太の買い物難民にも目を向けてほしい。

16 農業の発展に伴う後継者の育成、農地荒廃を防ぐための策として大手組織で運営していくシステムづくりが必要

17 カフェなどおしゃれで若者が集う街にしてほしい

18 家族で行けるレストランや温泉などのレジャー施設があったらよい。

19 品物が若者からお年寄りまでそろっている店

20 駅前の空き店舗、銀座通りの活性化、自転車をきれいに駐輪するように何とかしてほしい。

21 市内近隣の新鮮な農産物が買えるところがあればよい。街中で空き店舗を利用してほしい。

22
車の代行がほしい。オアシスパークに店を置くなどもっと活用しては。キャンプ場。砂川マルシェを開く。シャッター街にアートペイントをする
等、まちの中で様々な取り組みをする。

23 ベンチャービジネスの強化が必要。

◎産業振興（57）
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○企業誘致について（４）

24 イオンがほしい。

25 砂川は観光資源がないのだから、企業誘致に力を入れるべきだと思う。

26 コメリのような大手企業をもっと砂川に誘致してほしい。

27
スマートインターを作ったのに活用されていない。インター近くに大型ショッピングモールや物流拠点の倉庫を作るなど上手に活用してほし
い。

○雇用の確保について（６）

28 若者が地元に残るためには働く場所が必要です。企業を育て、労働場所の確保に尐しでも努力してください。

29 若い人の職業を多いまちに

30 働く場所がないと学校を卒業しても戻ってこられないので雇用対策が必要。

31
若者が喜んで働ける街だとよい。
介護者の低賃金改善と質の向上が必要。

32 シルバー以外の高齢者の働く場があればよい。

33 今後地域を維持するには後継者の育成が重要。地元へ就職した際の奨学金制度があれば役に立つかもしれない。

○商店街活性化について（10）

34 商店のシャッター街解決。

35 商店街の活性化の支援（ポークチャップ、お菓子を中心に）が必要だと思います。

36 中心市街地のシャッター街の解消を進めてほしい（さびしすぎる）

37
国道１２号線北洋銀行から石家商店までの開発とパークホテルから松田米店までの整備と再開発。富良野マルシェのような地方から寄っ
てみたいと思えるような地元の人も集えるような場になればよい。

38
商店街振興として共同店舗でにぎわいを取り戻す。
過疎化の進む中居住地区の集約化を進め、行政経費の節減を図る。

39 商店街を外れると街灯が暗くなる。もっと明るくするか数を増やしてほしい。

40 商店はシャッターが多く大変さびしい。

41 商店は大型店以外は衰退していると思う。

42
市立病院の帰りに買い物と思うが、病院と駅前商店街周辺には店舗が尐ない。大型店は不要だが各商店集合の中型店を設置してほし
い。

43
ゆうかスバコで物産店のようにスイートロードの商品を買えるとよい。
個人商店の売り出しがなく、開店閉店時間を考えた方がよい
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○観光振興について（14）

44
みまもりんごとポークチャップリンを色々なイベントに参加させる。
ゆめぴりかやポークチャップで砂川の目玉をもっと増やしてほしい

45 砂川の観光、特産品を聞かれたら何と答えるか悩む

46 テレビを利用して砂川をアピール。イベント、CM等

47 砂川ポークチャップ頑張ってもらいたい。

48 自然と緑は豊かだが、管理が不十分で雑草が多い。自然やスイーツ、化粧品や革製品で観光客を引き寄せることが近道。

49
国道１２号はスイートロード等にぎわっているイメージがあるが、郊外ではイメージがわからない。絶景スポットやカフェめぐりといった被写
体になるコースを作って郊外にも目を向けてもらう。

50
もっと砂川市が知られてほしい。観光客が砂川市に来て、いい思い出にさせられるようにし、もっと砂川市をPRしてほしい。そして、みんな
がにぎやかになれる安心・安全でいられる砂川市になってほしい。

51 遊水地の活用の仕方はあるか。

52
富良野マルシェを見習って砂川マルシェをつくるといい。ソメスサドル、北菓楼、スイートロードは皆さん知っている。こどもの国の遊具の修
理をしてほしい。動物と触れ合える場がほしい。

53
砂川は緑豊かな街だと思うが、こどもの国周辺は尐し遠く車がないと行きづらい。立ち寄るところではなく、今ある資源を活かしていきたく
なる目的地点になってほしい。キャンプ場、直売所、カフェの充実等。また、子どもを育てやすいサービスの充実により若い人の集客できる
と思う。

54
砂川はイベントが多いがすべてが必要なのか。沼田の夜高あんどん祭りのような観光客が集まるイベントを行い、一方不要なイベントは
削減して市の財源に還元することを提案したい。

55 こどもの国の遊具の強化。

56 よいイメージ作りを優先に情報発信をしてほしい。

57 環境は優れているがPRが足りない。
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○快適空間について（5）

1
遊水地近くに住んでいます。ウォーターヒルズスクエアの建物をもっと活用できないものでしょうか。学習館と言っていた時もあったようです
が、いまは子どもの出入りもないようでもったいない。ウォーキングコースとしても、朝昼を問わず人が歩いていないので気持ちが悪い。子
どもの遊具やトイレもあるのに歩く人がいない。桜を植えているが、ケアができていない。

2
上下水道の埋設物設備の耐用年数を把握しておりませんが、この先来ると思いますが対応や計画は大丈夫でしょうか？
児童公園に子ども達が学習のできる設備がほしい（銘木板等）

3 各公園には水洗式又は仮設トイレがあるが、街中には公衆トイレがないので大変不便を感じます。

4
三砂町全体が夜暗い。街路灯を増やしてもらいたい。
国道１２号も夜暗い雰囲気。１２号沿いに大きな商業施設などでもあれば立ち寄ってみたいと思えるが、原状であればただ素通りされる暗
いまちだと思われる。

5 フリーWi-fiの公共施設があればよい（市立病院、ゆうなど）。

○公共交通の充実について（７）

6
高速吉野のバス停の整備。乗降の便の増発をする。高速石山より多くの利用者が見込める（上砂川からの乗車も多い）。利便性がアップ
する。ＪＲが値上がりする中バスの利用希望者は多いと思う。住みよいまちづくりにつながると思います。

7 巡回バスを地域ごとにどこに何時ころ停まるかわかるようにしてほしい。コースもわかりたい。

8 一般の人も自由に乗れる市内循環型マイクロバスを運行させてほしい。

9 市内循環の交通手段がほしい（観光対策としても）。

10 予約型乗り合いタクシーを安くして利用者を増やす。

11 滝川砂川間、砂川市内の循環バスがほしい。９時以降に１本もないのは厳しい。

12
原状については満足しているが、医療家具家電食事処が弱いが滝川に行けば何とかなる一方、車の使用を前提としているので、高齢者
が増えるので足の確保が重要。

○バリアフリーの促進について（３）

13 砂川駅にエレベーターを設置してください。高齢のため階段は足に負担がかかって大変です。ぜひお願いいたします。

14 砂川駅のバリアフリー化を進めてほしい。

15 高齢者なので滑る歩道でなくバリアフリーにしてほしい。

○空き地・空き家対策について（４）

16
人口が減って空き地が多くなってきています。
空き地、空き家の有効活用も必要です。
環境美化にも１つの手立てとなると思います。

17 増えていく空き家を市に返上し再活用を図る。

18 家屋の撤去については補助金を支給し撤去すべき。

19 街の顔として空き家の件を考えてほしい。

○公園の整備について（５）

20
砂川市は公園が充実しているまちというイメージですが、どこに公園があるのか、どんな遊具があるのか、小さい子も遊べるのか、等詳し
いマップがほしいです。母親同士情報交換もしていますが、もっともっと市からの呼びかけでより公園が充実したものであってほしいです。

21 室内ドッグランを作ってほしい。

22 公園にイベントの時は人が集まるが、普段はいないのがもったいない。体操や体力づくりに利用してみてはどうか。

23 河川敷パークゴルフ場の整備を徹底する。

24
市内の近場で子どもが遊べる公園が尐ないので、みんなどこで遊んでいるのか疑問。
近場に子どもが遊べる公園がない。

◎都市基盤（49）
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○緑化の促進について（６）

25 遊水地に桜やあじさいを植えるなどの環境整備をしたらよい。

26
公園面積が市民１人当たり日本一だったので、各家庭や企業の緑化を進め滝川の用に菜の花で観光客を集めることができるよう統一し
た花を決めて植える。

27
緑あふれる公園都市を目指すなら、二酸化炭素削減の取り組みを市民ぐるみで行うべき。公園都市であることから各家庭のCO2排出量を
数値化し、公園の木のCO吸収量を数値化して進めてほしい。

28 街路樹を高齢者ボランティアを使って維持する

29 桜の木を増やしてほしい。

30 まちなかに緑が尐ないと思う

○住環境の整備について（２）

31 公営住宅の家賃が高い。

32
新築のアパートが増えているが、田舎の割に５万以上と家賃が高い。建設に対する助成や家賃に対する助成などで若い人や年金生活者
が住みやすい価格にしてほしい。

○除雪対策の充実について（17）

33 高齢者が安心して暮らせるよう冬の除雪サービス等必要だと思います。

34
高齢化社会に向かい、高齢者施設を多く設置しやすい家賃で入居できるようにしてほしい。冬の除雪作業は仕事の時間を割いて毎日の
雪投げは本当に大変です。歩道だけでも何とかならないものかと思います。

35 また高齢者が多くなってきている今、除雪に対する助け合いなども増やしてほしい。

36
郊外の道路の除排雪がひどい状況。車１台しかすれ違いができない。現除排雪業者の見直し等をすべき。
市役所の部課長職以上の人たちが定期的に見回りしどれだけひどいのかを自分自身で確認すること。

37 国道の除雪の雪山が歩道に積み上げられ、前へ進むことができなかった。除雪をもっと丁寧にしてほしい。

38 砂川で４０年住んでいるが、市立病院、道路、排水もよくなっている。一方冬は雪山に囲まれてしまいます。

39 ゴミのポイ捨てに困っている。冬期間除雪車が雪を敷地に押し込むので困っている。

40 市街地の周辺地域も街灯や除雪等を充実させてほしい。

41 除雪が雑である。家の前に雪が置きっぱなし。対応をお願いしたい。

42 冬の除雪の際に道路が雪捨て場になり道が悪くなる。恥ずかしい市民だと思う。

43 除雪が公平に行われていない。

44 除雪マナーのよいまちにする。道路への個人の敷地から雪を出すのをやめさせる。

45 市内商店街の空き店舗の雪を周りの協力で除雪してほしい。

46 高齢になり除雪が悩みです。もう尐し丁寧に除雪をしてほしい。玄関や車庫の前の削った雪を持って行ってほしい。

47 除雪をもう尐し配慮してほしい。特に住宅地の交差点。

48 除雪をもっと丁寧にしてほしい。

49 冬期間の排雪作業の警備員が下手で危険。
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1 人口減尐が残念に思います。若い人が尐なくなっていっていることですね。活気がないですね。

2
色々と活動等は行っていると思いますが、根付いているようには思えない。今やっていることをもう一度見直して、中身を充実させることが
必要では？

3 砂川の街は人が減尐してますが増すことに力をお願いします。

4 今後ますますの市の発展を念じています。

5 公園での犬猫のマナーが悪すぎます。

6
人口減尐を食い止める方法手段等をみんなで考え、発表したりする場所を作る。
生活保護の不正受給の調査を徹底する。
防災対策の充実。

7
砂川転入を促す宣伝活動場面がもっと増えるとよいと思います。砂川市の持つ他市町村に見られない長所があれば、それを取り上げ積
極的に宣伝するなど。

8
アンケートの方向性がわからない。市から案があるならわかるが、市民から案を聞くという意味が分からない。５年後１０年後砂川にいてよ
かったと思うようにしてほしい。

9
砂川に住んで３０年以上ですが仕事も買い物も銀行も滝川市を利用、砂川市立病院は利用していますが、買い物に行きたくなるような商
店、遊びに行きたくなるような場所がわかりません。人になじめない受け入れないそんなイメージがあります。

10
人口を増やすため、旭川札幌等の通勤者のJR、バス定期の３分の２くらいの補助。旧北高地の利用方法を緊急に考える。乗り合いタク
シーの充実と宣伝推進

11

砂川市のアピールを各地にしてほしい
仕事はこういう採用がある
子育ては安心してできる
高齢者も住みやすい街
具体的に

12
パークゴルフ場の駐車場が空いているのに、道路の両側に駐車している。
ペットの運動時にふんを始末しない常識のない人が多い。よろしく指導をお願いしたい。

13 どのような取り組みを行っているかがわかるようなチラシなどを掲示してもらえれば理解しやすいと思う。

14 親との同居生活には安心感と満足感はあります。

15 砂川の税金が高い。

16
砂川のまちが好きです。いつも四季を身近に感じる。若い人が住みやすく、子どもが多い市になってくれればよいと思う。安く住めるアパー
トがあれば住む人も増えるのではないかと思う。

17 アンケート結果を市政だよりに載せてほしい。

◎その他（17）
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