
◎まちづくり全般（41）
めざすまち 理由

1
今のままでは希望が持てない衰退していくまちと
なるので、少しでも人口を増やして活気あるまちと
していただきたい。

近い将来、都会である札幌に転居しなくてもよい
住みよいまちづくりを進めていただきたい。

2
無理に観光客を呼ばず、まちの中を整備し、住民が住みやすいまち
中の店にも住民の足が向きやすくしてほしい。地元の高校に行きたく
なるよう目を向けてほしい。

これからの子、孫の時代にも、住みやすいまちであってほしい。

3
今のまま、自然を生かした公園などを維持して子どもや高齢の方が
生活しやすいまちであればよいと思います。お買い物の場所がもう
少しあった方がよいと思います。

4 誰もが安心して住めるまち。ベビーから老人まで。 人が住みたいと思うまちに理由などありますか？

5 偏見や差別がなく、誰もが楽しく過ごせるまち
高齢者、子ども、障がい者、外国人など誰もが砂川は住みやすいと
思えるまちづくりができれば、自分が障がい、高齢になっても住み続
けることができると思うので。

6
自然環境、教育環境、産業活動が穏やかに少しずつでよいので上昇
し発展し続けるまち

生活する人、働く人がよいと感じなければ遅かれ早かれ地域は消滅
してしまう。

7 人口の増えるまちづくりを希望します。
三井東圧化学が砂川にあったころのように、大きな企業が砂川市に
あれば必ずその企業と共に人口が増えます。年々人口が減っている
ことに不安を感じております。

8 もう少し明るいまちにする 高齢者を大切に

9 高齢者から子供まで安心して充実した生活が送れるまち 自分が高齢になった時暮らしやすいまちであってほしいため

10 高齢者と若者と楽しく語り合い、まちづくりをお互いに進めていくまち 色々なアイデアが出て、楽しい明るいまちづくりができるのでは

11 子育て世代が住みやすいまち 他の市町村に比べ、すべてにおいてお金がかかる

12 問８の設問が今より改善できたらと思う。 高齢者が暮らしやすいまちであってほしいと思う。

13
札幌のように若い人がどんどん砂川に定住し、何か魅力的なんだと
いわれるまち

ほどほど田舎でゆったりしているところは魅力であると思う。活気が
あればまちは栄えていくと思う。

14 若者学生子どもたちが暮らしやすいまちに

もう公共施設、病院、公園などは充実しているので、砂高、小中学校
などの生徒減少を食い止めるためにも砂川市に越してきたいと思え
るようにしてほしい。高齢者には十分だと思う。これから砂川を背負う
世代のことも考えてほしい。

15
人口減少に歯止めをかけ、まち中に子どもたちの元気な声や姿があ
ふれるまちになってほしい。

将来のことを考えると当然だと思う。老人は近いうちに死亡していき
人口減少は明らか。１０年２０年のスパンで出産子育て環境を計画
的に進めてほしい。

16 若い人たちが移住してきたくなるまちへ
子ども達が増えないとまちはどんどん老化して先がなくなってしまう
ので未来を考えてほしい

17 一人一人が常識を守るまち 自分も他の人も楽しく生きるため

18
緑や公園を維持し、旭川圏や札幌周辺からのベッドタウン的な静か
な住宅まちがよい

商業や産業が今後誘致できる可能性は低く、住宅まちの方が利用し
やすいし緑地も活かせる。

19 過疎がとまり、若者も年寄りも安心して暮らせるまち
日本全国で人口減少していく中で、若者が増え年寄りが生き生きと
暮らせる町であってほしい。企業誘致も積極的に行ってほしい。
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◎まちづくり全般（41）
めざすまち 理由

20 高齢者や子供が安心して暮らせるまち 今後も進展する少子高齢化に対応したまちづくりが必要

21 若い世代が住みたくなるようなまちに 若者たちが住んで楽しいまちなら、高齢者も楽しいと思うから

22 徒歩で買い物、スポーツ等行けるまち 車でなければ行けない

23
市の中心部に活力活気あるまちづくりをめざし、中心部以外では静
寂で住みやすいまちづくりを目指してほしい

中心部に市立病院はあるもののその他施設、商店まちに活気がな
いと思う。

24 子どもを安心して育てられるまち
子育て世代が活発に生活することでまち全体がうるおい、税収の増
加も見込めるから

25
高齢者や障がい者が砂川に住むと安心できると思われる特長のあ
るまちにしてほしい。

すばらしい病院があること、公営住宅も空き室が増えているので建て
替えしてバリアフリーにする
他市町村より受入
人口減を防ぎ、医療費も一定の収入が得られる

26 子育てやお年寄りが一人でも安心して暮らせるまち
子育てしやすい環境をつくれば若い人が増え活気も出る。
お年寄りで施設にいけない人も多いので、１人暮らしになっても安心
できるサポートができればよいと思う。

27 お子様が大勢いるまちづくり 活気のあるまちであってほしい

28 若い世代にもお年寄りにもやさしいバランスのとれたまち
高齢化が進んでいるが、若い世代を呼び込み子育て支援をしながら
活気のあるまちを維持することが必要だと思う

29 若者が住み続けたいと思うまち 経済と文化のバランスが大切

30 子どもができても年をとっても障害があっても心配なく暮らせるまち
子どもが生まれても保育所がないためなかなか女性が仕事に戻れ
ない。子どもや女性や障がい者が心配なく暮らせるまちは、だれもが
安心して暮らせるまちだと思います。

31 笑顔が絶えないまち
市民一人一人がスポーツやボランティア等で自分の居場所があり一
人一人が輝けるまち
自分が高齢になった時に他とのつながりを生きがいにできるため

32
少子化が進んでいるので高齢者の住みやすいまち。
若者が帰ってこられるまち。

人がいなくなれば店がつぶれまち全体がただの通り道になってしまう
から。

33 小さな子供もお年寄りも安心して暮らしていけるまちであってほしい
この先できればこの地で就職、結婚し子育てをし、年を取っていきた
いから

34 子どもを産んでよかったと思えるまち 育児しやすいまちだと２人３人産んでもよいかなと思うと思う。

35 高齢者だけではなく若い人や子供たちが住みやすいまち 観光客より市民が安心して暮らせるまちを希望する

36 住みやすいまち、ルールを守るまち 住みやすいまちになれば高齢になっても安心して住める

37 ３０年後も現状を維持できるまち
現在の砂川はのんびり暮らすのによいスケール。このような環境を
維持することが大切。

38
砂川の魅力は社会インフラが整備されている一方市街地の外に出
れば自然が多く、都会と田舎が同居しているところ。これを維持発展
させる

人は両方を求めるから

39 若者が多く住めるまち 若い人が少ないとまちも活気づかない

40 子育てのしやすいまち 他市町村より子どもへの支援が少ないと思うから

41
子ども達がのびのびと勉強し、各々個性を伸ばし芸術的にもいろい
ろチャンスが与えられてほしい。
お年寄りにも生活保護を受けても人間らしく生きていける街。

皆が平等に生きる権利があると思うので、仲良く楽しく暮らせたらい
いと思う。
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◎市民参画・行政運営・コミュニティ（９）
めざすまち 理由

1 地域の住民が互いに助け合うまち
少子高齢化は今後も進むため、自助共助できるまちの環境が必要を
感じるため

2 老若男女がささえあっているやさしいまち 子どもから老人まで明るい都市が理想です

3
地域の連帯がある街。独居老人とか昼間一人になる子どもの家庭の
見守りをする。

近所に独居老人が多い。子どものいじめなど暗いニュースを見て。

4
小中学生がみなあいさつしてくれるのがよい。誰もが仲良くできる思
いやりのあるまちであってほしい。

自分が高齢になった時に知らない人から声掛けや挨拶をしてもらえ
るとうれしい。

5 子どもから老人までが交われる街づくり
核家族化等により違う年代の人とのかかわりが減っている中で交流
が必要だ

6 市民の出会い機会が多くなれる街 町内のふれあいがなくなってきたため

7 市民と本音で話し合える風通しの良い小さな行政
もっと市民を動かすための行政を望む。セオリーを主張しても心が動
かない。

8 もっと自然と人が集まりたくなるような場所があればよいと思います。

9
高齢者が多いことが問題ではなく価値がある宝だと思えるようなま
ち。高齢者の個々のニーズに合わせた就業ができるまち。

高齢になっても誰かの役に立ちたい、社会とのつながりを実感したい
と思っている方のニーズを満たすことができれば高齢の方が安心し
て自分らしくいきいきと暮らすことに繋がると思う。そういったまちに
なってほしい。

◎教育・文化・スポーツ（14）
めざすまち 理由

1 人口が増えたらよい。学園都市みたいの（専門学校とか） まちに活気がないから。

2
高齢社会につき、ボランティア、芸術、趣味分野等参加しやすいまち
であってほしい。

3
次代を担う子どもや若者の人材育成を国だけに任せず、市町村もそ
の諸制度の充実に力を入れる

福祉も大切だが、国を支える人材づくりに市町村ももっと力を注ぐべ
き

4 高齢者がスポーツ等に参加しやすい街づくり
スポーツ施設の維持管理の充実。例えばパークゴルフ場の維持管
理の充実等。

5 高齢者が健康に過ごすため運動施設を安くする
高齢者が体を動かす楽しみを知れば医療費の削減や介護の予防に
つながる

6 子育てがしやすく、教育に力を入れたまち

子どもが多い地域はまちも活気づく。
子育て資源が充実しており教育もしっかり受けられれば子育て家庭
が他地域に流出するのを防ぎ逆に転入が期待できるのではないかと
思う。

7 小学校を統合すべきだと思う
生徒数が少なくて体育の授業、スポーツができないと思う。教員の人
数減もできる。スクールバスを使ったらいいと思う。

8
子どもと触れ合える場所を増やしてほしい
小中学校の通学で家が遠い人にスクールバスの活用
砂川高校給食化

家の近くに公園がないのが不便。せめてどこにあるかわかるようにし
てもらいたい。
奈井江で実施しており非常に便利
家計の負担軽減

9 ゆうを中心とした芸術や文化の充実したまち
子ども達がたくさんの芸術や文化に触れることによっていろいろ吸収
できるため、自分が高齢になってもよい刺激になると思う。

10
公園だけでなく、体育館のように子どもが屋内で遊べる施設を増やし
てほしい

家でゲームをする子どもが増えているので、公園だけでなく雤が降っ
ても遊べるような屋内場を提供したい。避難場所にもなる。

11 文化度を高める。劇イベントよりやさしさ、公徳心が先
緑は十分、企業誘致はままならない、運転マナー歩行者マナーが悪
い

12
スポーツ、コンサート、教育関係の大会等イベントを増やし、全道全
国に砂川の良いイメージをコマーシャルする。

多くの人に来てもらうことが市の活性化になると思う

13 子どもの教育に熱心なまち 子育て支援、少子化対策、人口流出対策の根幹と思うから

14 教育、子育て支援を充実させ、子育て世代が住みたいと思うまち
札幌旭川にもＪＲで通勤可能であり、人口を増やし財政を安定させる
ためには子育て世代をもっと呼び込まなければと思う。
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◎生活環境・防災（15）

めざすまち 理由

1 災害に強いまち。 安心安全な環境下で生活したい。

2
子ども達が元気に安心して登園、登校し、市内で安全にのびのびと
生活できる町。通学路、公園などが整備された町。

子ども達が砂川市で元気よくすごし、愛着を持ってくれることにより、
将来も砂川で過ごすことを望み、活躍してくれる、砂川市の発展にも
つながるから。

3 犯罪や事故の少ない町
現在は事故のイメージが強いことや、いつ命を落とすかわからない
ため、安心して暮らせるまちにしてほしいから

4 危険の少ない街
小中学校の通学路であるにも関わらず、歩道や信号のないところが
多くあり、また街灯が少なく暗くなると危険。

5 消防機能の充実した街 救急体制が空知太では全く無視の状態である

6 交通事故０のまち
いつも同じような所での事故が多い。原因を改善してほしい。
飲酒事故等すっかりマイナスのイメージが定着している。イメージ
アップする方法はないか？

7
地震や災害があった時に住民がきちんと行動できるまち。防災無線
をおけるまち

新十津川、雤竜では防災無線があり緊急の際に情報がすぐわかる
ようになっている。

8 環境にやさしい騒音のない街 オアシスパークのモトクロスの騒音

9
道路のバリアフリー化と清潔
カラスや狐を減少させてほしい

道路わきに草がなく、清潔で歩道が歩きやすくどこでも休憩できてさ
わやかに歩きたい。

10 高齢者ドライバーの事故を少なくする街
高齢者ドライバーの事故が増加しているため。免許を返納し交通費
の助成制度を設けるべき。

11 交通事故の少ない街 人々が安心して暮らせるように

12 交通法規を守るまち 飲酒運転のほか、速度超過や無謀運転の車が多くみられる

13 治安よく住みやすいまち。施設も多いまち。
少子化で単身世帯が多くなるので、治安が良く市で管理する安い施
設があると思う。

14 犯罪が少なく治安のよいまち 安心して暮らせるまちであってほしい

15
道路や交通の面で安心安全なまちになるようにしてほしい。飲み屋
付近の取り締まり、代行サービスの充実に力を入れてほしい。

交通事故、違反が多すぎる。全国的にも「飲酒運転のまち」というマ
イナスイメージがついているため払しょくすべき。
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◎医療・保健・福祉（61）

めざすまち 理由

1 高齢者や障がい者にやさしい福祉のまち 自分は高齢です。暮らしやすいまちであってほしいです。

2
高齢になっても住みやすいまちであってほしい。また、高齢者や子供
たちと共に安心して暮らせる居住環境を目指してほしい。

人口が減少していく中で、住みやすい街をモットーにして他からの移
住を促しては。

3 病院医師の技術向上 困難な手術はすぐ札幌

4
老人施設ができても高すぎて年金では入れない。先のことが不安な
生活、これらが解消されることを望んでいる。

5
バリアフリー、市営住宅も高齢者に住みやすく、とにかく明るくしてほ
しい。人口が増えるように

高齢者にやさしくしてほしい。砂川のイメージが悪くなり明るい話題も
ない。

6
自身が高齢者です。問７で希求した通り、弱者に対してやさしい政
策、施策をもっと積極的に推進する市政を望む。

7
「子育て」「安心医療」「高齢者福祉」
それぞれが充実した永く住み続けることのできるまち

定住促進、人口減対策につながる

8 子育てしやすいまち

子どもの医療費が小学生からかかるのは負担が大きい。
小学生までは病院にかかることが多い。
他の市は小学校までは医療費無料が多いので
考え直して無料にするべき。高齢者ばかり目を向ける
のではなく、子ども達にもしっかり目を向けてほしい。

9 子育てのしやすいまち。

今現在の状況を詳しく知っているわけではないですが、
今後子どもを産み育てることになった時に、砂川で
子育てをしていきたいので、子育てをしやすくして
ほしい。現在仕事をしていて、結婚や出産後も働いて
いたいので保育所の充実など。

10 子どもにやさしいまち

11 子育て世帯の医療費助成を中～高校卒業までにしてほしい
以前住んでいた地域はそうだったので。充実していると
感じたので。

12 高齢者施設が増えてほしい

例えば、７０歳過ぎからでも市営住宅から希望しだいで
入居できるバリアフリーの整った高齢者施設。
子ども達が親から離れて自分一人では、今の市営住宅が
広すぎ、老後が心配。

13 社会福祉がしっかりしたまち 高齢になっても生活がしやすい

14 子育てするものにやさしい街

少子化が社会問題になっているのはわかりますが、子どもを育てる
にはたくさんお金がかかります。今後夫の収入もどうなるかわからな
いので、助成などの環境が整備されれば子どもを作ることもできま
す。他の家庭も同じではないでしょうか。

15 施設の充実
自宅介護といわれていますが、大変なことと思います。高齢者住宅
のホテルのような建物は増えていますが、お金が高くて入れません。
自分に合う介護施設（待ち時間がなく）の充実を。

16 医療費などを支援してくれるまち
市立病院という、砂川市のまちの大きさの割に大きな
病院があり、砂川市に住むみんなが利用しやすくするため。

17 奈井江町のように子どもの医療費が無料な街
子どもにかかるお金はみな一緒なのに、地域によって差があるのは
おかしい

18 若い世代が安心して子どもを育てられる砂川にぜひしてください。
上質な保育サービスを確保するためにも「保育所の民営化」には絶
対反対します。子どもは国の宝です。

19 高齢者にやさしいまち 冬期間の除雪が問題（一人住まいの人が多い）

20 老健施設をもっと増やしてほしい 近い将来自分が入るところを確保したい
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◎医療・保健・福祉（61）
めざすまち 理由

21 高齢化社会に対応した街づくり
高齢化社会で独居老人世帯が増加するので見守りを充実して安心
で暮らすことのできる地域社会を作ってほしいと思います。

22 高齢者福祉施設の充実した街。在宅医療の充実した街 高齢になった時、安心して住み続けられるまちであってほしい。

23 気軽に行ける総合診療所があるまち
体調に不安や疑問があっても、大きな病院に行くほどではないのか
と我慢することがあるため

24
市立病院の待ち時間が長すぎるのが問題。
地域医療を活用し、近くの民間に回す方法もあると思う。

地域医療と大病院、民間医療をもっと活用すべき。
待ち時間が長すぎる。

25 子育てしやすいまち。 市役所におむつを交換するトイレがなく困った。

26 子どもと高齢者が生き生きとした街づくり。 地域を活性化するために必要。

27 市民参加で子どもから高齢者まで安心して暮らせる街 病院があり安心を最大限生かせるから

28 市立病院のみに頼らないまちづくりを 患者減に伴い、病院の衰退が起こった際の対策として

29
まち全体にバリアフリー化が進み、若者も高齢者もそれぞれに住み
やすい「まち」

環境上若者よりも高齢者が集まりやすい傾向がみられるため

30 活気のある街並みと特老施設の増設

駅前があまりにも殺風景でもっとにぎやかにならないものか。空き家
をなくしたらどうか？
年金の少ない老人が入所できるのは特老だと思うので待機しないで
も入れるように増やしていただきたいと思う。

31 医療と福祉の充実 いかなる年代でも適用する

32 医療の充実・維持を保ち健康的なまちづくりをめざしてほしい。
健康的で快適な市・お年寄りや子供にやさしい市・活気のある市に
なってほしいと思います。

33 高齢者施設 年金生活者でも入居できる安心して暮らせるように

34 病院に時間がかかりすぎ 医師にパソコンの入力をさせず別の人にさせる

35 福祉にやさしい街

36 往診してくれる開業医が必要 終末を家庭で迎えるため

37 低所得の入れる介護施設ホームの充実した街
自分の体が終末の時、無駄な延命治療をせず安らかに逝く施設が
ほしいから。

38 個人病院を充実させてほしい 車を運転して病院に行くのが不安

39 福祉の充実した街 高齢シュアが多くなり若い人の街がほしい

40
障がいをもった子供たちが親が亡くなった後も快適に暮らせる施設を
充実させてほしい。
高齢者だけでなく子ども達への行政サービスも重要。

知的障害の子どもを持つ親として、作業先が限られていると感じてい
るため

41 低い年金でも入れる老人ホーム
高齢者の多い時代が目前に若い世代に重荷にならないようにホー
ムに入りたい。

42 子育てしやすい街

共働きが増えてきているが小さい子供がいる母親は働くのもむずか
しい。保育所だけに注目するのではなく、幼稚園にも目を向けてほし
い。砂川市の幼稚園が２８年度から保育料が変わると聞いた。保育
料を考え幼稚園に入れたのにどうなっているのか。

43 高齢化社会に向かって施設の充実を
住み慣れたところで暮らしたい。看取りまで盛り込んでくれる施設を
望む

44 高齢者が安心して暮らせるまち
介護予防運動で一人一人が健康でイキイキ生活できるように。安く
施設に入れるように施設の充実

45 出産、子育てにやさしい街 少子化対策
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◎医療・保健・福祉（61）

めざすまち 理由

46 市立病院を核とした医療、福祉などに特化したまち 市町村合併の砦として頑張ってほしい

47 まじめに働いて年金生活になった時安心して生活できる ぜいたくなことではなく心にゆとりが持てる暮らしをしたい

48 人口増やすために老人ホームつくる 施設に入れない人が市外に転出しないように

49 高齢者の支援をして安心安全で暮らせるまち
高齢者が増えているのでもっと施設を増やし、高齢の人が安心して
暮らせて医療サービスもあって高齢者が健康で安心して暮らしてほ
しいから。

50 高齢者や児童にやさしいまち 医療や福祉など充実して少しでも人口が増えてほしい

51
安心して医療が受けられ最後まで暮らせるまち
子育ての環境が整ったまち

市立病院は終末期や慢性の患者が長くいられない。
他市に比べると医療費、学童保育等お金がかかる。演劇やイベント
等一部の子どもしか参加しないことに予算を組むならまず全部の子
どもが恩恵を受けられることにお金を使ってほしい

52 健康寿命の向上に積極的なまちづくりの推進 高齢者が元気で活躍できるまちであってほしい

53 高齢者や障がい者にやさしく医療の充実したまち 私自身が高齢となり通院の機会が多いので

54
後期高齢者の介護施設が不足しておりその設立で雇用促進にもつ
ながると思う。緑豊かで静かな福祉のまちを望む。

現在在宅の老老介護の状態。家族にも限界があり、施設に入れたく
ても高くて入れない。低所得者でも入居できる施設を願う。

55 病院を中心とした医療福祉の充実したまち 安心するから

56 医療を中心とした活気のあるまち
現在の医療体制がなければ砂川はなにもない街になる。
先進医療と救急医療をより充実させ街の売りにする必要があるから

57 子育て世代が安心して暮らせるまち
娘夫婦のところに３人の孫がいるが、現在小学校と保育所に通学通
園しているが特に保育料が高く、大変な思いをしている。近隣の奈井
江町や新十津川町が実践しているような取り組みを考えてほしい。

58
平成２３年にバリアフリーの支援制度を享受し１４万円をフルに活用
させていただき日々安心安全に過ごしている。

59 若夫婦が住みよい街
親が高齢になり、子ども達が砂川に帰ってきても仕事、子育てに心
配なく暮らせるように。

60
子ども達がのびのびと勉強し、各々個性を伸ばし芸術的にもいろい
ろチャンスが与えられてほしい。
お年寄りにも生活保護を受けても人間らしく生きていける街。

皆が平等に生きる権利があると思うので、仲良く楽しく暮らせたらい
いと思う。

61
若者が将来性を描ける職場づくりの応援と若い夫婦が出産しやすい
まち

人口の増加につながり活気あるまちになると思う。
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◎産業振興（58）
めざすまち 理由

1 企業誘致を活発化してほしい 商店街等がにぎわいと利益につながるため。

2 中心街の明るいまち 商店街の活性化、「いつでも買い物ができるように」

3
色々なイベントを行い、にぎやかなまち「ゆう」を安く貸したりして、イ
ベントをもっと開催してほしい

他の市町村からもたくさんの人が来て砂川市を知ってほしい。

4 商業、工業などあらゆる企業を誘致し、雇用の場を広げる
若い人の流出を防ぎ、各地から人を集め、砂川の人口を増し、活気
あるまちになってほしい。

5
国道１２号線の店がどんどんなくなっているので、おしゃれな店がもう
少し増えてほしい

車で通った時にさみしい感じがします。

6 農業や工業等仕事ができる町
職がなければ人も集まらないし、その地域で子どもを作って育てられ
ないため。

7 もっと楽しい施設を作り、子どもや高齢者が暮らしやすい街
少しどこかへ行くのに砂川には特に何もなく、食べるにしても滝川へ
行ってしまう。子どもや高齢者が住みやすいまちになってほしい。

8 空き家や空き店舗を有効活用し、活性化させる。 少子高齢化の中、過疎化にならず子どもや高齢者が住みよい街に

9 農商工業が盛んで暮らしやすい街
農商工業が盛んだと人口が増え、後継者も育つ。財政もよくなり福祉
も充実させることができるから

10 空き店舗が目立つので、もっと商業を盛んにしてほしい。
空き店舗は見るだけでさびしい。さびれた空間はあまり治安が良い
感じがしない。

11 地元ならではの産業による活気のあるまち
スイートロードのお菓子など、もっと多くの人に砂川を知ってもらい、
医療の充実しているこのまちに「住みたい」と考えてくれる人が増え
てほしいと思うから。

12 企業を呼び込むような対策が必要 人口がどんどん減っていっている

13 歩いて行けれる店があるとよい 近くに店がないので牛乳１つ買うにもバスがないといかれない。

14 電柱をなくして中心街（シャッター街）の活気を目指す街
電柱は災害時の二次的な被害を防ぐため。
中心街の活気が昔のように戻れば、市内で買い物をする人も増加す
るのでは。

15 商店街の活性化 スーパーだけでなく、一般商店にも足を運ぶ何らかの工夫がほしい

16 デパートがあってほしい スーパーしかなくて不便です

17 若い人が働けるところがあるまち
若い世代がまちに残って活気ある、まちに残る魅力があるまちでな
ければ発展はないから。

18 若者が地元に残れる街 若者の職場がない

19 働く世代が落ちつける街
経済、発展、未来のために心身ともに苦労が絶えない働く人たちこそ
が暮らしやすいまちであってほしい。

20 高齢になっても元気健康であれば仕事を維持できるようなまち 年金だけでは食べていけない時代だからです。

21
仕事のする場があり若者が集まり子どもが増えるような環境づくり、
自分の家が安くもてるようなまち。

工業商業観光などを作る工夫。

22
企業誘致を積極的に行い、新規産業等を発足させ、人口減少を食い
止め活気のある街を目指してほしい。

人口減少を食い止めることが実現できれば、結果的に市政運営が活
発になり住民サービスの向上につながってくると思う。

23
農業が盛んな街
福祉施設・会御者・ボランティアが近くに存在し、交流できるまち

食料自給率の安定したまちであってほしい
老若男女が地域で暮らし続ける基本の１つだから

24 子ども達が大人になっても住み続けることができるまち
大学がなく、企業が少ないため、高校を出ると家から出て行ってしま
う。

8



◎産業振興（58）
めざすまち 理由

25 身障者、高齢者等の援助の充実した商業施設の発展など
シャッター閉めている店など多すぎる
高齢者の犯罪が多いため

26 商業に活気がある街
病院が発展したためか、年寄りが最後に行きつく街みたいになって
いるから。

27 企業や工場の誘致 若い人の雇用

28 砂川にも温泉があったら？

29 市民が触れ合えるイベントが多い楽しい街 市民の一体感

30 お店（服、雑貨等）いっぱい並んでいる街 わざわざ札幌旭川まで行って買わなくてもいいように

31
誰もが住みたいと思う街
若い人が働きやすい街

人口減少の歯止めのため

32
一軒で買い物が済むデパートがあるとよい。
１２号線沿いがさびれていてさびしい。

中央バスの本数が少ないので運転ができなくなったら不便

33
人口減少は止まらないと思うので産業の法人化をまちが推進して行
い雇用確保、人口流出を防ぐ対策を取り、農業の高齢化対策とする
街。

若い世代が住める環境がほしい。産業の核をまちが想像して後押し
しなければ個人の努力の限界が来ていると思うから。

34 企業誘致
どんどん高齢化していくので、雇用を確保することにより若者を増や
さないとならない。

35 商業施設とスポーツ施設の一体となった施設 健康のため運動ができ買い物もできれば便利

36 若い人たちが意欲をもって働ける仕事の拡充 若い世代があってこそまちは維持される

37 デパートを建てる。

38 にぎわいのある商店街
シャッター街はさびしい
生活用品は滝川の方がよい

39 若い人たちが働いて行ける街へ 人口も減ってみな外へ出ていくので

40 全道または全国的に目を引くような店づくり 全道及び全国から人を呼び必要があると思うため

41 農商工業、観光等に力を入れて若い人たちが砂川に定住する街 働く場所を確保し、若い人たちに砂川に住み続けてほしい。

42 いろいろな匠が集まりものづくりを打ち出せるまちづくり
当市は中空知の中心に位置し道都にも近い。若い人が起業して生
計を立てることができれば人口増につながるのでは

43 若い人が住める街 まずは仕事をつくること

44 多数の産業をめざし、若い人が多く定着できる生活力あるまちづくり
一人一人が生き生きとした生活をすること。少しは市に頼りつつ自分
自身が活力を作り出す。

45 イオンのような店を作ってほしい 今のままでは砂川以外に買い物に行ってしまう

46
観光資源を活かし、観光客があふれる緑や花、公園を大切にする子
どもにやさしいまち

自分の子ども達が巣立っても帰ってくることを楽しみにしてほしいか
ら。こどもの国周辺は観光場所に発展できそうだが今のままではもっ
たいない。

47 居住地区に中型店の設置 夫婦が高齢のため、徒歩での買い物ができるようになってほしい

48 雇用がある又は近隣地域への通勤者が定住するまち 人口の増加によるまちの活性化
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◎産業振興（58）

めざすまち 理由

49
アートな街。パブリックアートをふやす。
人がお店に行って見たくなるような店構え

老若男女が商店街を歩いて商店でお金を使う機会を増やすため

50 商工業がいきいきとしたまち 地域経済の発展が地域の存続のカギになるため

51
高校を卒業した子どもたちが地元で就職できる体制の整備。砂川で
仕事や子育てができるような環境の整備

52 商店と公共交通が充実している 運転をやめたときのアクセス

53 正職員、正社員として働くことのできる場所、会社 市内では仕事がなく市外へ出て行っているため

54
企業誘致の問題
割合自然豊かなまちだがPR不足だと思う

55
市全体の施設に関しバリアフリー化及び全シーズンの観光化が進め
ばよいと思う

住みやすく、健康的な生活が期待できる。また、観光化により多くの
集客があれば商店や観光施設に利益がもたらされる。

56

緑が多いこと、医療が安心という方針はとても良いと思います。札幌
旭川どちらも近いので、観光（高速降りて市内で遊べる）を重点とす
ると市の活性化につながるのかもと思いました。子育てもしやすいま
ちにしてほしいです。

57 若者が増えて活気のある街 教育の充実、雇用の場の確保。子どもを増やす施策を考える。

58
買い物に滝川にいけない高齢者には配達や送迎バス利用をしてもら
う。
スイーツ、カフェの街。若者が集まるおしゃれなまち

スイーツが有名なのだから、カフェや雑貨店をそろえておしゃれな街
にしてみては。看板をそろえたりなど
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◎都市基盤（47）

めざすまち 理由

1 ライフライン等計画に無駄のない予算を使うようにしたい
未来の砂川市のため、無駄なことで少ない予算を使わず、生活しや
すい街づくりを願いたい。

2 道路の環境整備 良好な景観が維持できる

3 高速道路を２４時間にしたらもっと人が来るまち せっかくICができ、ハイウェイオアシスという有名なものがあるので。

4
個性的な建造物や施設の建設及び美しい街並みを目指しての道路
整備

国道１２号沿いの街なので、交通量は比較的多いので砂川市に少し
でも立ち寄ってほしい。

5 公園が多く、緑豊かな子どもを育てやすいまち。
公園自体が少ないように思える。車に乗って公園に行くのではなく、
歩いて行ける距離に遊具や緑の多い公園がほしい。

6 駅前から国道沿線が活力のある生活空間が充実した街づくり
地方に行かなくても常に集まって友人家族と楽しく過ごしたいコミュニ
ティのある空間

7 公園の整備が整っている街
原状では子供を安心して公園で遊ばせることができません。砂場や
水場の安全性を求めます。

8 緑豊かな公園のまち
１人当たりの公園面積が一番なのに各公園の整備がしっかりされて
いないと思う。水遊びができるきれいで大きな公園があれば市民も
行けるし、観光にもつながると思うから。

9 市で個別住宅を増やしてほしい 団地の煩わしさから解放されるのと空き家問題解消

10 環境、道路の整備がされている街 暮らしの中で重要であるから

11 道路など歩行者が安心して散歩や買い物などができる街 歩道が狭く危険個所のない道路であってほしいため

12 緑豊かで自然を生かした公園のある街 子ども達が自由に遊べる公園が少ない

13 観光や子育て世代が住みやすい街
公園や自然はよいのに子どもがあまり遊んでいない。こどもの国が
あるのに子育て世代が他に訪れたいものがないのがもったいない。

14 公園がまちの中心にある木陰のある道路 自転車も車も乗れなくなっても買い物の途中で休める

15 環境快適都市
自然や景観だけでなく、だれもが住みやすい快適な都市機能を有す
るまちであってほしい。子を産み育て一生をこの地で過ごせるように

16 冬期間の道路の除排雪 歩行者や運転手どちらも暮らしやすいまちであってほしいため

17
暮らしやすいのはもちろん外に出やすい街（外出したくなる街）（外
食、買い物、スポーツ等）

高齢者が引きこもりやすいのと若者も外出できるようにスイーツや
ウォーキングはもちろん、お米や野菜がすごくおいしいので地元民だ
けの穴場産直やコミュニケーションが取れる場所がほしい（今はばら
ばらでわかりづらい）

18
subacoのような施設が１か所ではなく何か所かあったらいいと思いま
す

高齢者がsubacoまでいけない時でもちょっと休める場所があったらう
れしいと思います。

19 住みやすくきれいな住宅を沢山つくってほしい 外観ばかり修繕して住宅の中はひどい状況だ

20
施設や道路などまち全体にバリアフリー化が
すすんだまち、大事なことだと思っております。

特に市役所入口階段はとてもつらいです。
エレベーター、エスカレーター等の設置は無理でしょうか

21 予約なしで自由に乗ることができるバス等
今５０代です。高齢になって病院、買い物が行きやすい
交通機関が必要です。

22 高齢者が出やすい交通機関 家にいては病気になりやすいから

23 砂川駅のバリアフリー化
今私は電車を利用していますが、砂川駅の階段が長いのでつらく思
います。
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◎都市基盤（47）

めざすまち 理由

24 高齢者が自家用車を使用しなくても交通の便が良い街 マナーの悪い高齢者の運転、自転車等の事故を防ぐため

25 バスの本数をもっと増やしてほしい そのうち運転できなくなったときにバスなどを利用していきたい。

26 交通の便、買い物の不便 高齢のため足が悪い。

27 雪が多いので市内全部除雪をしっかりしてほしい街
①車を運転しやすくしてほしい。裏道に入ると交差ができない
②歩いてても歩道と車道が斜めになっていてすべってころんで危険
だから

28 除雪の充実化 たぶん苦情が多いはず

29 ①安全に歩ける街②楽しく歩き回れる街③安心して眠れる街

①部活帰りの学生や勤め人が帰宅する時間帯がもう少し明るければ
よい
②歩く機会が減っている
③リサイクルセンターへ抜ける道、空知太橋へ向かう道の夜間の車
の走行の音がうるさい。

30
後期高齢者の交通問題
冬期間の除排雪の問題

車に乗れなくなり生活に不便になる。タクシーも高い
夫婦だけの高齢者住宅だと除雪がいつまでできるか心配

31 公共交通の充実 高齢者が安心して運転免許返上ができるよう

32 各市道等の除雪。冬も安心に通れる街 高齢者が多くなってきています。除雪等が体に負担になる。

33 循環型マイクロバスが運行して人が大勢で歩いているまち
車の運転をやめバス利用の生活になった時、気軽に外出できるよう
に

34 できるだけ階段の少ないバリアフリーが望みです 老齢のため体が動かないです

35 買い物、通院難民にならないように足の確保 高齢になり、車の運転ができなくなった際に困ると思うので

36 遊水地の周辺に桜の木を植える 北光園では桜がほとんど見られないため

37 あじさいを植える あじさいは砂川の花と聞いている。

38 JR駅にエレベーターの設置 市民だけでなく近郊の人にも来てもらえる

39 バリアフリーを進める 老人が楽に暮らせる街へ

40 環境にやさしい緑がきれいな街 環境にやさしい街で老後を送りたい

41 除雪の行き届いた街 除雪がきれいにできていないから

42
市街地以外の周辺地域でも老後の生活ができるよう交通の便、冬の
除雪等が心配なく受けられ安心して暮らせるまちであってほしい。

自分が高齢になってもこの砂川市で住みたいから

43 居住環境がよいまち 札幌の通勤圏にあり、住宅環境がよく一戸建ても安くできる

44 いつものどかに暮らせる緑や花が多いまち 緑や花がたくさんあるよいまちでずっとあってほしい

45 若い人たちが住みやすい街
家賃が高いため若い収入の低い人たちの入れるマンション等が限ら
れている。交通の便が悪いので遊びに行くのが限られる

46
高齢者住宅と商店をまちなかに集約する
駅にエレベーターを設置する

病院、官公庁、駅、バスターミナル、AIAIがあり、高齢者が買い物や
移動に便利。

47
車がない人のための買い物や病院等に行くのに行きやすい環境に
なってほしい

高齢化が進んでくるので暮らしやすいまちになってほしい
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◎その他（８）
めざすまち 理由

1 河川敷の再利用（旧ゴルフ場）

2 特にありません 特にありません

3
砂川市独特のものを作り出しアピールする。スイートロードしかなくイ
ンパクトが足りない。「一度行きたい！まちづくり」

砂川の特徴は何？と言われるとスイートロードしかなく、見るところも
「子どもの国」しかない。大人の人も楽しめて食もおいしい「一度行っ
てみたい！」と思われるまちづくり。１つ大きいメインのあることを考え
る。非常に難しいと思います。

4 特になし

5 多文化共生（海外からの移住定住）特区。
このままだと人口減はどうしても加速する。多文化共生（特区）で豊
かな海外移民を招くことでコミュニティー、財政（商業、産業）に活気
が出る。

6 若い人が定住できる又は定住しやすい砂川市になってほしいです。 町内でも高齢化が進んでいます。

7 飲酒運転０のまち 昨年飲酒に関わった事故が多発したため

8 私はもう年なので若い人たちに取って住みやすいまちにしてほしい
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