記述内容

担当部署

1

市内お風呂屋さんがあるといいですね。家にないので。神岩まで行くのが大変です。まして、意外と、人と会うのが
ないのでさびしいです。市内、風呂屋さんがあると、人、人、会う機会がふえて楽しいのに。市内に風呂屋さんがな
くなり、人、人の会う機会がないのでさびしいです。ぜひ風呂屋をつくって下さい。そうなれば、自分の家に風呂が
ある人でも、くるのですよ。一人ぐらしが多くなっているのですから。

保健医療課

2

留萌市の人口が毎年400人位減少していますが、40年後で市がなくなってしまうと本当に寂しい事です。若者が、留
萌を離れていくのを見送るのではなく、根付く事を考えるのが重要です。色々な考えがあると思いますが、①留萌高
校の特に職業課で自動車部品工場を誘到して、技術職を強化。それには道に掛け合わなければなりません。数年かか
ると思いますが、若者がそこに就職すれば、根付くのではないでしょうか。何の仕事も景気により色々ありますが
…。場所は藤山方面で、高速道、旭川空港も近くなり、運搬もスムーズになると思います。②道の駅のおみやげ売
場、たくさん置いて、ファミリーレストランもほしい。ファッション広場も都会のように。みんな行けるように。

政策調整課

3

市役所の方の対応が画一的というか、もう少しツっ込んで教えていただけると良いのになぁと思うことがたびたびあ
りました。例えば、国保加入の手続きをしたら、「年金は大丈夫ですか？こちらです」等。昼休みで対応されていた
方が交代する際に「昼休みなので変わりますね」等、一声あるだけでこちらの安心度はずい分違うものです。建物じ
たい、年期が入っているので、その雰囲気に引っ張られずに明るく親切な対応を望みます。

総務課

4

都市整備課
公園の遊具が少なくて、小さい子供達がかわいそう。私は仕事をしているので、まだ利用する機会はありませんが、
地域包括支援
高齢者がいつでも曜日に関係なく入れる施設があり、自分の好きな事（編み物・縫い物など）自由に出来る場所、そ
センター
うなると交通の便利さが一番気になる所です。
政策調整課

5

公園の環境がとても悪いです。遊具がどこも手入れされていない、汚い、黄色いテープが貼られたまま数年以上放置
されていたり、雑草がボーボーでそもそも入れない場所があります。また、このコロナ渦の中、ビーチを開いていた
り港を開いているのは、いかがなものかと思います。国道231も歩道側ゴミだらけですよ。GW明けの海は見ました
か？キャンプ客が残したゴミであふれかえっています。そして、オンライン授業もやってほしいのですが、その気配
もないですし、市長さんやる気ないならやめてはいかがですか。この夏、留萌に人が押し寄せ、コロナ患者が増加す
ることを懸念しております。港やビーチを封鎖して下さい。海だけでなく海につづく道もゴミだらけです。家にもゴ
ミが飛んできて困っています。海のシーズンが来る前に対処して下さい。

都市整備課
経済港湾課
環境保全課
学校教育課

6

今年は例外ですが、除雪がいきとどいていない。道路が悪いので、足をくじいたりすることがありますので整えて欲
しい。留萌から出ていく方が多いので、老後でも安心して暮らせる様に医療を初め、若い人が働ける場所を構築して
ほしい。

都市整備課
保健医療課
経済港湾課

7

沖見町に住んでいますが、バスの利用が不便です。一時間に１回もあるか無いかの便ですので、非常に不便です。改
定して欲しいです。

政策調整課

8

留萌は他の都市の通過点でしかないような印象を感じていて通過点ではなく留萌の○○に行こうや△△に行こうとな
るような魅力のある施設、地域を創成していただきたい。道の駅を作るのであれば良く分からない中途半端なものを
作るのではなくインパクトがあり留萌の道の駅に行く事が目的となるようなものを作っていただきたい。市民の為に
今後もよろしくお願いします。

政策調整課

9

魅力ある観光資源、特産物がほしい。役場の建物の改築が必要か？！

経済港湾課
総務課

10

若者の流出についての対策。ファミレス、ケンタッキーなど若者が多く集る飲食店がない。人口増加についての対
策、空家の対策、家賃が高い。

政策調整課
経済港湾課
環境保全課

11

歳をとり車を運転できなくなっても安心してくらせる町にしてほしい

政策調整課

12

せっかく３月から高速道路が開通したのでもっと「るしんふれ愛パーク」をよりもっとみんなから活用されるように
何かしてほしいです。
・バスケットゴールをつけたり
・遊具をつけたり
・キャンプ場 など…。
特にバスケットゴールをつけてほしいです！！宜しくお願いします。

都市整備課

13

①高齢化社会が進んで来ている割には、行政の努力が見えない。なんでも中途半端（イベント）で長続きがしない。
何故20年前と固定資産税が変わらないのか？
②市立病院の救急体制が不備。市立病院に感謝の言葉を書く用紙がありますが、感謝どころではありません。最近の
出張医は面倒臭さそうに話すし、患者のことを何も聞かない。呆れてしまいます。

経済港湾課
税務課
市立病院

14

少子高齢化が進むなかでまちづくりは大変むずかしいことと考えます。課題が山積していますが、一歩一歩前進しま
しょう

政策調整課

記述内容

担当部署

15

街造りには、どの市町村も頭を悩ましていますが、留萌は人が「熱い」。しかしながら若年者が少ない、とくに青
年。やはり若者が多くないし、街は成長しないと感じる。
１、子供（特に赤ちゃんの保育所）の充実
２、２次産業に頼らない地場産業の必要性
３、港をもっと活用した産業を誘致して市としての収入増大を図る

16

緑丘小教員です。総合の学習では、大変お世話になりました。タクー留のように市が助成し地域の企業、店を応援す
る取組はとてもいいと思います。福井のマスクのように、マスクそのものを住民に配るのではなく、タクー留もそう
ですが、一部助成し、地域、住民の手助けをする自治体でこれからもあってほしいと思います。これまでの既成・固
定概念にとらわれることなく、様々な分野で様々なチャレンジをしていくことを期待しています。

地域戦略室

17

アンケートがありすぎる？

政策調整課

18

留萌市内にも温泉を作ってほしい。それとキャンプ場も。

保健医療課
経済港湾課

19

災害が少なく、気温も道内の他の地域よりマシ。この住みやすさをもっとアピールできないか…

政策調整課

20

やはり留萌の活性化を考えた時に、もっと市民の皆様が意見を述べる場所をもうけて話し会えればいいなぁと思いま
す。

政策調整課

21

一人暮らしのお年寄世帯が多く、ゴミ分別ができない為、ステーションはいつもゴミが残っています。町内会に入る
人も少なく、役員のなり手がいません。空き長屋が多く（平屋の市住）古い住宅は入っていないならとりこわしてほ
しい。

環境保全課
政策調整課
建築住宅課

22

市民のためにこれからも御尽力して頂きたい

23

海に面している町なのに漁業がすたれている。観光が弱い

農林水産課
経済港湾課

24

中心市街地の活性化等、にぎわいがもう少し欲しいので、それに対する振興などを考えていただけると幸いです。

経済港湾課

25

・人がもっとあつまるように、イベントをしたほうがいい
・つり場が少ない

経済港湾課

26

・育児をする世代の生活を充実させる
・高齢者の社会参加

27

健康の駅がすごく相談にのってくれて安心。昔とはちがう。
今、千鳥町内と野本町内の間が道路幅が広くなるのかな？千鳥町側の家が立ち退きになり、自由ヶ丘入り口からバス
コホートピア
道路前まで、まっすぐの道で家が21件？くらいなくなり、アパート家もあったから町内会費もすごく収入が減って前
推進室
年度の行事は１つだけへらし、高齢化、子供達も大きくなってきたためやめたが、不安が将来できてきた。今年はコ
都市整備課
ロナウイルスのため、祭りや焼肉会など全部中止だが…。ただ雪投げ場が警察官舎前がいっつもひどく、学校通学路
政策調整課
が少し良くなるのかな広い分。田舎道路に手をつけられ生活も変わって来た人もいっぱい、年がいってから移動たい
へんそうだったよ。

28

年々、商店街の魅力がなくなって来ているなと。人口も少なくなって来ている為、しかたがないのかなと思います。
けれども、少しさみしい気がします。生まれも育ちも留萌なので、昔は良かったなぁとふと思います。

経済港湾課

29

留萌は高齢者にとって本当に住みやすい町だと市長さんは思っていますか？「市が取り組んでいる主な仕事」がいろ
いろかいてありましたけど、ふつうの市民・高齢者にとっては、関係のないものが多いですよ。

政策調整課

30

ゴミの分別が細かすぎます

環境保全課

31

市の公共施設（ふるさと館、ぷるも）にお金をかけて作られているが、十分に生かされていないのが残念に思いま
す。温泉施設も他の市町村から見るとおくれています。船場町に出来る道の駅はしっかりと取り組んでもらいたいと
思います。

政策調整課

32

・ごみが出しにくい（分別がわかりにくい、袋が高い）雑がみと紙←本当に必要なの？
・水道が高い
・必死にイベントや改革しようとする分、法律に違反しそうな事業が多く、大丈夫かと思う。

環境保全課
上下水道課
経済港湾課

33

高齢化が進む中で、ゴミ分別の簡素化を一考願います。

環境保全課

34

冬の除雪車で、交差点の所に雪をおいて行くので見通しが悪くなり、あぶない。ゴミの分別で、もえるゴミももえな
いゴミも埋め立てするのに分ける意味が理解できません。留萌市には、みんなが来たくなる様な、あれを食べに行こ
う、あれを見に行こう、遊びに行こうと思える様な何か魅力のある町づくりは出来ないのでしょうか

都市整備課
環境保全課
経済港湾課

子育て支援課
農林水産課
経済港湾課

総務課

子育て支援課
地域包括支援
センター

記述内容

担当部署

35

市でどのような政策をしているかなど、公開されているかもわからない。
もう少し子どもが安全に遊べる施設があると良いなと思う。
冬、子どもの登下校の時間は除雪と排雪をしないで欲しい。
冬、とても道幅の狭い道がある。そういう道を優先的に排雪してほしい。

36

中心市街地には店舗数が少ないため、高齢者や車のない人が利用しやすい様な小型デパート（衣料品、生活雑貨な
ど）があったら良いと思います。そこに中高年や高齢者が利用できるジムの様なものもあると、運動の機会を持てる 経済港湾課
のではないでしょうか。小さな子供が室内で遊べる場所もあると良い。
保健医療課
留萌はゴミの分別、リサイクルに積極的に取り組んでいるが、高齢者や障害のある人は、分別の理解やゴミステー
子育て支援課
ションへの搬出が大変な為、高齢者、障がい者対応のサービスがあるといいと思います。（旭川では実施している様 環境保全課
です）

37

政策調整課
子育て支援課
都市整備課

いつも市職員の方々が力を尽くしてくださっているおかげで、安心して留萌で暮らすことができています。ありがと
うございます。まだ留萌に住んで日が浅いので限られた部分しか見ることができていませんが、ぜひ今後のまちづく
りに活かしていただければと思います。（アンケートと重複している意見もあります）
≪良い点≫
・保健師さん、栄養士さん、助産師さんのサポートが手厚く、親身になって相談に乗ってくれる。
・船場公園、高砂公園はとてもきれいで整備されており、子供を遊ばせたくなる。
・西松屋、本屋がありとても助かる。
・海がきれい
保健医療課
≪改善してほしい点≫
都市整備課
・他のお母さんと話したり、知り合う場をもっと多くしてほしい。（たとえば他の市町村だと公民館や保育所、幼稚 子育て支援課
園の開放、子育てサロンなど、毎日のようにさまざまな場所で開かれているようです。
環境保全課
・ゴミの分別をもう少し緩くしてほしい。（せめて生ゴミと可燃を一緒に出せるように）
生涯学習課
・団体だけでなく個人向けに体育館の開放をしてほしい（少人数の団体で半面使ったりスペースの無駄があるように
感じる。
・ぷるもを通年で利用できるようにしてほしい。
・保育所と幼稚園を一元化し、認定こども園にしてほしい。
要望が多くすみません。思いついたことを書いてみました。留萌が大好きで長く住んでいきたいと思いますのでよろ
しくお願いします。

38

常にゴミが家庭の中にある為に、すっきりしません。もっと簡単に出せるようにお願致します

環境保全課

39

留萌市の人口が減少しない産業、転業が欲しいです。

経済港湾課

40

水道代がとても高い。
可燃系ごみ、不燃系ごみの分別が統一感がないものがあり、納得できない。
公共施設にゴミ箱がない。
街は静かでのどかで住みやすいと思う。

上下水道課
環境保全課

41

昨年のアンケートでも『ごみ分別が大変だ』という意見があったのに改善する気が全くないのが気になります。
『富良野市に比べると分別は楽だ』と言われたことがありますが、大変な所と比べる意味がわかりませんし、富良野
市は留萌みたいに汚い町じゃないです。少なくともバス停に不法投棄をこんなにする人たちはいません。
人口が増えないのは、転勤族が「もう住みたくない」と思うからじゃないでしょうか？２万人の市に温泉が一つしか
ないのも残念です。

環境保全課
保健医療課

42

紙面アンケートではなく、ネットアンケートの方が良いと思います。カラーにする意図も分かりません。

政策調整課

43

家を建てる場合に雪を捨てるスペースをもうけないと申請できないようにして下さい。除雪を道路に出す家が多すぎ
て迷惑です。

建築住宅課
都市整備課

44

他の地域はアンケートに答えるとクオカードがもらえるが留萌市は何もないよと言われた。

政策調整課

45

保育園に入るのが大変です。小規模保育もできましたが、３才まで。そこに入れてもその後は別の保育園に必ず入れ
る保障はないので、考えてしまいます。保育士不足の根本的な原因は給与の面だけではないと思います。保育園の上 子育て支援課
の立場の人はどう考えているのでしょうか？このままではいけないと思います。

46

公園の遊具を増やしてほしい

47

要介護者や癌の末期になったとき、病院や施設でなく在宅で１日でも長く過ごせるような体制になっていません。訪
地域包括支援
問診療の充実や介護サービスの充実が必要です。ヘルパーも病院同行の時間が長く、家での生活、身体介護が充分に
センター
できていません。在宅での看取りは、留萌でも少しずつ行っていますが、充分ではありません。留萌市で住みなれた
介護支援課
家で一人でも多くの方が、一日でも長く過せる環境になってくれることを願います。

48

とにかく古丹浜、三泊埠頭、各防波堤を開放して、外の地域からの釣り人を呼び込み、お金をおとしていってもらい
たい。簡易トイレ等を設置するなり、建設するなり、何らかの方法で港を活気づけてもらいたい。荷役作業がないの
で、開放されている気配がない。全く開いていることがない。留萌は港を中心に活気を取り戻すしか方法が見つから
ない。釣りの情報紙を見て来られた人が多勢そのまま帰られたのを目の当たりにしている。

都市整備課

経済港湾課

記述内容

担当部署

49

南町地区ですべての買い物をすますことができ、町の中心地に行くこともあまりなく、町に出れば寂しく感じます。
尚、市役所も旧留萌高校のところに持ってくることはできないものでしょうか。

経済港湾課
政策調整課

50

市民のため地域のため、日々のお仕事大変にご苦労様です。課題になっている事はいっぺんには変えることはむずか
しいと思いますが、確実に良い方向に進んでいくよう希望します。

政策調整課

51

町内会人口が減っています。市の職員の方も加入してください。また町内のゴミ拾いなどの参加もお願いします。

政策調整課

52

買い物できる店がなく地方に行くことがある。ごみの分別が細かすぎて分かりにくい。道路にごみの不法投棄が多く
みられる。

経済港湾課
環境保全課

53

コロナ対策において、市は飲食店にしか助成してないが他の小売業、中小企業も同じ大変さなのに、どうしてそちら
には目を向けないのか。道の駅もぷるも同様無駄なお金を使う対象になると考えなかったのか。やることが全て中途
半端にしか思えないし、アンケートの市が取り組んでいる主な仕事も、だから何？という程度にしか思えなかった。
だから市は全く栄えないし廃れていくんだと思う。もう少し市民がどうやったら暮らしやすくなるか、役所目線では
なく、市民目線で市政に取り組んでほしいです。

地域戦略室
経済港湾課
政策調整課

54

道の駅を作ること、商店街の復活、アミューズメントパーク（子供たちが遊べる場所）、若者が働ける場所

55

病院の診療科が少ない。市立病院に行ったとき、初診の皮膚科で3時間もかかった。本当に具合が悪い時、そんなに
待ったらよけい具合が悪くなると思う。個人病院があると本当に助かる。産婦人科や耳鼻科も欲しい。ごみの分別も
2重に袋を入れたらだめとか、今の時代あり得ないと思う。このコロナの時代に、ゴミも2重に袋を入れたりしてゴミ
分別業者の人にもかからないようにしなきゃいけないのに、本当にあり得ないと思う。特に可燃ごみ。

56

子育てを行う子育て世代としてやはり子育て支援の強化を見直していただけるとありがたいです。（1～2歳児の保育
料の無償化等）留萌市は平均的に家賃相場が高く、貸アパート・マンションなどは、経済面で苦しい所があります。
子育て支援課
市営・道営等もなかなか当たらず、すぐには入居できない面もあり、その点において、改善していただければと思い
建築住宅課
ます。家賃相場は変えることができないからこそ、マイホームを建てたいと考えている方も多いと思います。地元工
経済港湾課
務店と協力し、お得に建てられるなどのＰＲ活動、イベントなどを企画してみると興味を持つ方は多くいるのでは？
と思います。将来、ずっと住み続けたいと思える市になってほしいと強く思います。

57

衣料品などが充実している商業施設があれば、わざわざ地方に行かなくて済むのかなと思う。留萌市民は市にお金を
経済港湾課
落としていない気がする。買い物（スーパーは別）は、やはり地方に行きがちになっている。子供が安心して遊べる
子育て支援課
施設だったり、場所を作ってほしい。今後、無駄になる施設など作らないでほしい。

58

市の除雪が非常に悪い。市会議員が多い（何をしているのかわからない！）市会議員にお金を払うなら街づくりにお
金を使うべきだ！

都市整備課
議会事務局

59

井原水産の前の道路をきれいにして、木を切って桜を植えて観光客を呼んだりしたらどうかと思う。もっと違うとこ
ろにお金を使うべきだと思う。春日町～神居岩に抜ける道路を作ったけど途中でやめるんなら初めから作るな！住民
税高すぎ！市役所に人多すぎ、少し減らせばいいと思う。もっと住民からもらったお金は大事に使うべき。もっと観
光客を呼べる環境を作るべき！

都市整備課
税務課
経済港湾課

60

留萌はたくさん魅力があると思います。その魅力を全道、全国に発信するには、若い子たちの力（学生の力）が必要
だと思います。そのような機会をさらに増やすべきだと思います。地域・学校等がもっと連携して、地域・留萌を活
性化できるよう取り組むべきだと思います。

学校教育課
政策調整課

61

このアンケートは問が進むにつれ、「1か2」を選んでしまう人が多いです。3.4を選ぶとその理由も選択しなければ
いけないので。留萌のいい所は「海と夕日」海はきれいな状態をキープしていただきたい。もったいないと思うとこ
ろは、旧留萌高校の建物、グラウンド、体育館、ソーラーパネルなど、活用できないのか。経済的な問題であると思
うが、水道代、ゴミ袋代など他より高い。ごみの分別も多いがどれほどメリットがあるのか。江別などごみの分別が
すごく楽だが、環境には留萌が奉献できているのか。目立つ観光がない。「日本一高い滑り台」とか、「日本一でか
いガチャガチャ」とか「外国みたいにカラフルな街なみ」とかできれば都会のような施設がなくても人が来るかも。
ふるさと納税の品を充実させて、他からお金を集める努力をしてみてはどうか。海産物、ルルロッソ、肉とか、ネッ
トで検索している人が注目するような内容で。

政策調整課
経済港湾課
上下水道課
環境保全課

62

市役所が安全安心の町づくりを行っていると感じられない。空き家など多く、安全性がない。車道、歩道がガタガタ
である。

環境保全課
都市整備課

63

老年人口割合が増加する一方で、シルバー世代が都市部に転出することも少なくない。これからの留萌市はシルバー
世代が暮らしやすい街づくりを進めてほしい。公共施設や大型店舗が東西に分散しているので、介護サービスを受け
ていない高齢者や歩行に不安のある市民の移動手段は高額なタクシーである。社会保険事務所や市役所、高齢者や子
供を対象にするイベントを実施している海のふるさと館やスポーツセンター、文化センターも交通の便が悪くて行く
ことができない。自分一人で買い物をしたいのに、大型スーパーやホームセンターに行く手段がない。外出に制限さ
れる。他県の過疎の進む市で、小型コミュニティバス（ハイエース）を利用した際に、高齢者が利用し、自立した生
活を楽しんでいる様子を目にし、留萌市でも実現出来たらよいと思い記した。

政策調整課

政策調整課
経済港湾課
子育て支援課

市立病院
環境保全課

記述内容

担当部署

64

今回国民一人に10万円をとのことで、通知をいただきましたが、高齢者の方より、書留を見て、かけない、分からな
い等、お話を聞いて、次の日夫婦で行ってお話をしたら、信頼をいただき、ポストへ入ることができました。ここで
市内に民生員が各地区にいるので、今回を機に一人住居には回っていくことも大事だと思います。

社会福祉課

65

より良い街づくりに努力お願いいたします。市長さんもう少し手腕を発揮してください。少しも留萌が変わっていま
せんよね、市長さんになってから、ガンバレ

政策調整課

66

これから若い人たちが一生留萌で生活していきたいと思うような、街づくりを。若い人たちが働きたくても働く場所
がないのも問題ではないでしょうか？いつも思うのは市役所に行っても若い人はほとんどいません。若い人材を育て
るのも大切なことなのではないですか？こちらが「すみません」と言っても返事一つしない職員もいます。そこから
考え直すべきではないですか？

政策調整課
経済港湾課
総務課

67

お願い 私個人としては、市立病院の先生方の勤務在任期間が短すぎると感じます。個人の意見としては、専門医の
先生の勤務在任期間を長くしていただけると安心して診てもらえるので、よろしくお願いします。

市立病院

68

4月に留萌に来たばかりで、コロナウイルスのこともあり、まだこの町のことをよくわかってないので「わからな
い」という回答が多くなりました。留萌に来て魅力的に感じたことは、夕日のすばらしさと、海鮮のおいしさです。
子育て家庭の子供の遊び場はまだわかりませんが、冬の室内遊び場はないのかなと思っています。イベントごとを多
くすると楽しい生活が送れると思います。リサイクルショップがないので、日曜日等にフリーマーケットをしてほし 子育て支援課
いです。コミュニティとリサイクルに良いと思います。今は自粛生活の中で留萌市内から出ないように過ごしていま 経済港湾課
すが、コロナが終息したら、休日は旭川に行きたいと思ってしまうので、留萌で休日を楽しみたい！と思えるように 環境保全課
なりたいです。娯楽施設も増やしてほしいです。道内では北見市が住みやすいと私の周りでは有名です。留萌市も住
みやすいよと言えるように私も楽しいことを発見したり地域貢献に取り組むので、住みよい街づくりをこれからも頑
張ってください。ごみの分別がとても難しいです。

69

広報誌は毎回同じようなページがある印象です。留萌市民が楽しめる場所があったらいいなと思います。例えば船場
公園や自衛隊横の国道に桜を植えるとか…。去年までしていた観光客に花火というのも最初は良いなと思っていまし
たが、まずは「市民」だと思います。毎年楽しみにできる何かがあったらいいなと思います。街灯が暗くて夜道が不
安です。市役所の職員の対応と愛想が悪いので、市役所に行くのが嫌な時があります。

70

市民の健康の観点からも、温水プールの使用期間の拡充、市民スキー場の整備とリフトの設置、幼児が遊べる秩父別 生涯学習課
のような施設、以上最低限整備すべき
子育て支援課

71

留萌市民で他の市に住む人に留萌のいいとこは？と聞かれて答えられない市民は多いと思う。「夕日がキレイ」だっ
て、留萌じゃなくてもキレイです。面白みのない街です。住みたい、行ってみたいと思わせることのできない街だと
思っています。家賃は高い、市営はボロい。若い人は親元からじゃないと働きに出られず。一人暮らしなんてできま
せんよね。車が必須な街で、給料の半分近くが家賃。笑える。結婚しても家賃が高くて生活は苦しい。給料も他市か
ら見たら安い。そりゃ出ていきますよ。衣食住の住が欠けた街。ボロくてもセルフリノベーション物件だったら、Ｄ
ＩＹスキが集まるだろうに、もったいない。

政策調整課
建築住宅課

72

回答項目に「わからない」をつけたほうが良いと思う

政策調整課

73

家賃が異常に高い。固定費なのに高いから、まず留萌に来てイラっとする。部屋と金額がおかしい。割に合わない。
廃墟がすごく目立っている。メイン道路に何軒も。すごいさびれた街だと思う。プールは解体して、適切なサイズの
建設をし、市民には安く利用してもらうなどのサービスが必要。立地が悪い、駐車場とか。お店が全体的に閉鎖的で
怖い。地元民しかダメみたいな。道の駅は反対。街に魅力づくりもできていないのにすることではない。岬が有名な
ら、トイレや炊事場などにお金を使ってほしい。遊べるところがない。カラオケかパチンコってひどすぎる。このア
ンケートの中に子供に対する意見があるが、子供がいない人は全く分からず、回答していない。改善するべきではな
いか。

経済港湾課
生涯学習課
政策調整課

74

これからを担う他方面の人材が必要です。留萌に住んでみたい。留萌に帰ってきたい。と思えるような街づくりをさ
らに希望しています。

政策調整課

75

除雪について、車庫の前に雪を置かれると自分でどかすことができないので、考えてほしい。観光に力を入れるよ
り、農業や漁業に力を入れ、若者を中心に留萌で働けるように、また人口の減少を食い止められるようにしたほうが
良い。農業はやり方でもっと伸びる分野だと思う。ぜひ今ある資源を生かして、街の発展に尽くしていただきたい。

都市整備課
農林水産課

76

厳しい財政状況とは思いますが頑張っていきましょう。

77

町内会の活性化。若い人が魅力を感じられる工夫をしてほしい。除雪業者のレベルが低い。根本的に除雪に対する意
識を変えてもらいたい。道路の雪を玄関前に山のようにしていく業者をどうにかしてほしい。夏、ゴールデンビーチ
に行こうとしても駐車料金が高くて行く気にならない。いこいの森の整備をしてほしい。

政策調整課
都市整備課
経済港湾課
農林水産課

78

稚内へのバスまたは電車、直通の交通手段が欲しい。

政策調整課

政策調整課
経済港湾課
都市整備課
総務課

財務課

記述内容

担当部署

79

観光にもう少し力を入れてみてはどうかと思います。るしんふれ愛パークやお勝手屋萌などでルルロッソで作ったパ
スタ、パンケーキの粉、とばせん、かずのこ食品（カズチーなど）を販売しているが、一か所で留萌の食材を使った
料理を食べれて、特産物を購入できるようなところがあれば観光客を増やせるのではと思います。留萌にしかない魅
力を発信する施設も必要だと思います。海や風を生かした博物館のような、観光の目玉になるようなものが必要かと
思います。人口も減少しており、財政的に厳しい状況ではあるので、難しいとは思うのですが、留萌の魅力をＰＲ出
来たらいいと思います。夏の留萌ビーチなどにグルメワゴンを何台か設置し、留萌グルメを観光客に知ってもらう機
会を作るなど、少しずつ取り組んでいけたらいいと思います。

80

ゴミの分別が多すぎて面倒。ストレスになる。お金を出して袋を買っているのに細かいチェックがあってとても負
担。札幌や旭川を見習ってほしい。転勤者がかわいそう。まずこの時点で住みづらい。子供が体を動かす場所が少な
すぎ。大人が楽しめるようなところしか力を入れていない。留萌は転勤者が多いから小さい子供が多いのに、遊ぶ所
がないから戻ってくることは絶対ない。未就学児にだけイベントや遊ぶ所は少しあるのに、小学校高学年・中学生が
遊べる場所が一つもない。学習面だけでなく、生活面でも留萌で進学はしたくない。せっかく海があって夏のイベン
トがあるのに駐車場がないから他の市町村からの観光客は来づらい。沼田のあんどんとかは駐車場をしっかり用意し
てシャトルバスで対応している。北海道は車の移動が主流なのに駐車場なしでどうやって観光客を呼ぶの？

環境保全課
経済港湾課

81

結果的に若者が戻ってきづらい街へ向かっており、なぜそうなっているのかを市議が中心となり聞いてみるのはいか
がでしょうか。

議会事務局

82

バスは数は少ないけど前より広い運行のおかげで助かっています。中心街に何もないので市民の休憩場くらいの認識
しかない。観光場が、端から端という感じの上、もう一度来たいなとは思わないかも。海へはお盆の時期には入らな
いように告知しておいたほうが良い。流れが変わって、毎年一人は死人が出る。子供の時から地獄の蓋が開くと教
わった。

政策調整課
経済港湾課

83

同じ内容のイベントばかりであまり面白くない。

経済港湾課

84

町内の方などは昔から住んでいる人が多いため、私たち途中から来たものはグループの中に入るのは難しいことがあ
る。

政策調整課

85

市民に対し最良の行政を行ってください。よろしく。

86

全体的に住宅の老朽化が進んでおり、市外から新たに留萌に来た人間としては、住環境は快適とは言えない。さらに
どこの家賃も札幌並みかそれ以上の家賃である。また、JRも旭川まで行くのですら乗り換えで数十分待ち時間があ
り、かなり使い勝手が悪いと感じた。買い物に関しては最低限はあり生活には困らないと感じた。（アマゾン等の
ネットショッピングの普及もあるため）なので、今後留萌市内に新規の人を増やしたいのであれば、まずは、住環境
の整備が最優先だと感じた。

建築住宅課
政策調整課

87

留萌にずっといるがいまだに知らないイベントやいつやっているのかわからないイベントがあるのでもっと告知の方
法を工夫したほうがいいと思う

経済港湾課

88

バス路線は今年から大町→南町での利用がしやすくりました。留萌線のＪＲの存続もどうなるか。

政策調整課

89

普通に生活していく分には、留萌市はとても住みやすい街です。街中もきれいで、通学路でも指導員さんがついてい
て安心です。子供の医療費がかからないのもとてもありがたいです。ありがとうございます。ただ、冬場の除排雪だ
けがネックです。去年は雪が少なかったので問題は特にありませんでしたが、特に雪の多い時期・年は、大きな道路
もクネクネ、通学路の横断歩道は大きな雪山で子供の姿が見えづらく、とても危険です。毎日の除雪員さんにはとて
も感謝していますが、せめて対面2車線で走行できるよう、行政のほうから指導・支援をお願いしたいです。素人意
見ではありますが、ご一考くだされば幸いです。

総務課
市民課
都市整備課

90

保育園、幼稚園を休園にしたほうがいい。（コロナ対策）病院のコロナ対策が甘い。来院者全員に検温をさせ、マス
子育て支援課
クをしていない人には提供したほうが良いと思う。留萌市内、管内、病院に入院している・していない等のコロナの
保健医療課
近況を市民に報告したほうが良い。税金ばかり徴収して、何に使われているかわかりにくい。医者や看護師の患者に
市立病院
対する態度が悪い。外来も入院中も嫌な思いを沢山した。こんな病院二度と行きたくないとまで思った。

91

市街地でも空き地が目立ってきています。うまく利用して、市の施設や市住などを市街地に集めるようにして、高齢
者等の利便性をよくして、移動距離を少なくできるような街づくり。道路を広げるために土地を買い上げるのでな
く、市街地をうまく整理するように、買い上げたり売ったりして、市の施設や住宅を市街地に集約して小さい街を作
る。市役所なんかも中心部に作ってください。

経済港湾課
政策調整課
建築住宅課
都市整備課

92

子どもたちの体力をつける施設をつくり、若い指導員を増やす。
（例．野球、サッカー、スケボーのレーン、壁登り、冬はスキー、スケート（昔はあった）、スノーボードのレー
ン）
今あるプールを年間使用すべき、公園のパークゴルフ、ゲートボール場はなくても良い（使用している人を見たこと
がない。特に船場町の施設で遊んでいる人を見たことがない。）その場にスケボーのレーンを作ったほうがまだまし
だ。

生涯学習課
都市整備課

93

ごみの分別をしっかりしろ

環境保全課

94

遊具（12歳以上でも使える）を増やしてほしいです

都市整備課

経済港湾課

総務課

記述内容

担当部署

95

市立病院の待ち時間が長すぎる。ごみの分別が細かすぎる。

市立病院
環境保全課

96

1つでいいので大きい遊具の沢山ある公園を作ってくれたら子育て世帯はすごく助かるし、ほかの市町村からも来る
と思います。ゴールデンビーチの強化（ＰＲの強化等）。海の見える入浴施設を作ってほしい（地元も観光客も来る
と思う）。アウトドアが流行っているので、神居岩キャンプ場をもう少し良くして、ＰＲを強化してほしい。観光客
が利用するような飲食店を増やしてほしい。

都市整備課
経済港湾課

97

若い人の働く職場があればいいかな

経済港湾課

98

あきらめているので書くことはない

政策調整課

99

高齢者が多いのにゴミの分別の種類が多すぎる。道路、空き地、大型店の駐車場にごみの投棄が多すぎる。

環境保全課

100

何を望んでも人口が少ないし、税収もないだろうし、只、今障がい者が作業所にいつまで居られるのだろうとか、ど
うしても下水道の工事をしなければいけないかとか色々と考えてしまいます。

社会福祉課
上下水道課

101 水道代が安くなると良いと思う！
10年くらい前は地元の釣り人や地方から来る（札幌、旭川など道内）釣り人で賑わっていた。地方からくれば当然留
萌市で買い物をする。10年くらい前に古丹浜、三泊埠頭を開放していた時は町にも活気があった。地方からの釣り人
が飲み歩いていた。今は古丹浜も三泊埠頭も閉鎖されて、地方からの釣り人も来なくなってしまい、留萌でお金を
使ってくれる人がいなくなった。釣れる人気な古丹浜、三泊埠頭から釣り人が追い出され、釣り人は来ない。住民税
102
は高い、レジャー施設はない、人口は減少する。何一つ良いことなどない街だと思います。留萌の町が活気あるもの
にしたいなら、人が集まるところ（釣り場など）を開放したらいい。道の駅など全く不要！わざわざ国道から入って
こないと思う。入ってきても最初だけです。もっと留萌を活気つけたいなら、人が来やすい環境にすればいいだけの
ことだと思います。

上下水道課

経済港湾課
政策調整課

103 留萌市自体及び留萌市の振興に関心が薄いので、「わからない」の回答が多くなってしまいました。お詫びします。

政策調整課

船場公園が地元の人も楽しめ、道の駅として地域の魅力を発信する場としても充実したものになることを期待してい
る。

都市整備課
政策調整課

104

留萌に住んで40年以上になりますが、町が段々活気がなくなっているように感じます。もっと観光客が来て留まって 経済港湾課
105 いけるような街づくりを期待したいです。あとは、子供たちが遊べる施設や公園が少なすぎるので、地方に出ないと 子育て支援課
遊べないのは残念な気がします。何か作ってほしいです。
都市整備課

留萌市は全国市町村の中でも極めて人口減少率が大きい（サイトにとっては上位30位）事実を市役所も市民も理解す
べき。減少していく理由、なぜ留萌市が突出しているのか？を考えて市役所は地域を主導していく必要がある。
ショッピングモールもユニクロもシネコンも大型書店もなく、週末を留萌で楽しく過ごせるのか？ネットがなければ
買い物もできない。大学も専門学校もなく、公務員以外の安定した働き口も少ないため、留萌市には定着しにくい。
自然も楽しむ環境が整っておらず、アウトドア活動もしにくい。「市の職員は給料を下げ、精いっぱい頑張ってい
る」のはわかるが、現状をよくするのは別。本気で人口減少を止める気を感じない。（人口ビジョンで展開は良い、
106 2040年で1万5千人キープ）なぜＨＰに掲載しているのか、減少を前提にしている時点でダメだと思う。正直言って今
のままでは、勤務命令がなければ留萌市には来ていないし、今後も来たくない。なお、留萌市アンチではない。厳し
い状況だとは思うがポテンシャルはあるし、まだ遅くはないと思う。人口が減少して守るものがなくなってくると、
自衛隊、振興局、開発局もどんどん縮小して引き上げていく。何よりも留萌市自体がプラスに転じていかなければ
「外の公務員」に頼っていると当然、マイナスにしかならない。地域の人は平気で「留萌は公務員の町」というが、
市役所が率先して、意識を変える必要があると思う。以前も住んでいたので、このままでは残念。地元に戻っても、
留萌市役所のＨＰはよく見ていたし、期待している。頑張ってください。

地域戦略室
政策調整課

40年余り前の話です。週に一度札幌まで日帰りでバスを利用していました。帰りのバスの中で楽しみにしていたこと
がありました。間もなく留萌！大和田を通過したあたりに、留萌出身の音楽家、森田公一の「留萌の春」が車内に流
れてきました。私は日帰りの旅ではありましたが、あの曲を聴いて、あ～留萌だ！とホッとして気持ちが高ぶったの
を、今でも忘れません。留萌は音楽のマチで、すっかり有名になりました。町の中にもこういった方々の曲を流し
107 て、留萌をアピール出来ませんか！例えば市役所のお昼休みなど、音楽のちからは素晴らしいです！ 日本一の夕日
の町黄金岬。留萌の財産です。きれいに整備されて、昔遊んだ名残がなくなったのは寂しいですが、整備されてたく
さんの期待もありましたが…。日々黄金岬に行くたびに、ある1件のお店がとても観光地とは思えない建物がありま
す。（思い切って書いてしまいました）市役所さんのお力で、アドバイスして地方からいらしたお客様にも楽しんで
いただけるものにならないでしょうか。

政策調整課
経済港湾課

108

4月に転勤で留萌市民になったが、ごみの分別が埋め立てにもかかわらず、分別が複雑すぎる。可燃と不燃のゴミ袋
を小さいサイズも販売してほしい。（旭川市を参考に）

環境保全課

青少年が健全に育つ環境（問35）、学校、家庭だけでなく、休日子供たちが遊べる施設がほとんどないのも問題だと
思います。ゲームセンターやスポーツレジャー施設等も、子供達には必要かと。特に中学、高校生は休日どこで友達
と遊ぶのでしょうか。バイトする所、遊ぶ所が少ない街を好きになれるのか…。卒業したら札幌や旭川、道外といっ 子育て支援課
109
た魅力ある街に行ってしまうのではないでしょうか。そこで、遊び、働き、消費が充実した環境になればいいなと思 政策調整課
います。青少年が健全に育つ環境、その健全とは何なのか、本当に子どもたちの心に寄り添って考えているのか、丁
寧に考えて取り組んでいただけたら幸いです。

記述内容

担当部署

生活支援を受け新たに生活をやり直すための支援、融資を受けているときの相談や融資は受けられますか？社会福祉 社会福祉課
110 生活センターは電話をかけても誰も出ませんが。様々な理由で失敗し、生活をやり直すための相談、支援的融資、金 市民課（市民
銭的な融資を受けられる施設はないでしょうか。
相談）
過疎化になっているので仕方ないのかもしれないが、地産地消ができるお店もなく買い物（衣料品等）は、旭川、札
幌、滝川等に行っている人が大半だと思う。観光客が立ち寄れる施設もなく、市民も楽しめる場所もないです。魅力
は全くないです。子供の将来のことを考えると不安です。空き家も多いので何かに活用したほうが良いと思います。
111
少しでも子供が遊べる場所を増やしてほしいです。そして、早く道の駅（深川のライスセンターのような）を作っ
て、留萌の商品やそこで手作りのおいしいものを作って販売する等の工夫が必要と思います。楽しい街にしてくださ
い。議員の皆さん、真剣に働いてください！

経済港湾課
環境保全課
政策調整課
議会事務局

防災ラジオについて、ただ電源を入れているだけで、地震があっても、今のようにコロナウイルスで自粛になってい
ても、お昼のサイレンと夕方の音楽が鳴るだけで意味があるのでしょうか。他の市町村では、定期的に街の情報が流
112 れるところもありますよね。録音でもいいので、やってみてはどうでしょうか。今のままでは電源を入れている意味
がないです。障がいを持っている方が、地域でもっと生活がしやすければ、住みやすく安心できるのではないか？と
考えます。企業とかかわることも少なく感じ、働く場所も少なく、市外を出るしかない人が多いです。

総務課
社会福祉課

113 燃やせるごみの袋にもう少し小さいサイズが欲しいです。

環境保全課

114

学校教育など該当しないもの、利用していないものなど、よくわからない質問が多いのに、選択肢に「わからない・
該当がない」などがないと非常に答えにくい

政策調整課

115

ゴミ回収されている方へ、いつもありがとうございます。転居した際にごみの分別が多く、未だに困惑しています。
リサイクルされて美化されている街を発信していただければゴミの分別も頑張ろうと思うモチベーションになると思
いますので、情報発信を引き続きよろしくお願いします。地域の地産品をもっと購入したいと思っていますので、そ
の点についても発信してください。FMもえる聞いてみたいと思います。

環境保全課
農林水産課
経済港湾課

116 道の駅計画に反対です。あの施設では集客は望めません。税金のかしこい使い方を切望します
117

街は静かすぎ、シャッター降りているところが目立ちます。街が死んでいる。留萌市じゃなくて、留萌町。留萌市
議、多くないですか。

公園が多く非常に助かっております。冬期の運動について、もう少し環境整備してほしいです。問32に書いた通り、
118 プールに近いほうのジムを開放してほしい。今は窓もなく利便が悪いです。1回100円程度にしてほしいです。公務員
が多い町なので、良い環境であれば利用者が増えると思います。「健康ブーム」を利用してほしいです。

政策調整課
経済港湾課
議会事務局
都市整備課
生涯学習課

有料でもいいので公共施設に夜間も利用できるジムのような運動スペースがあると助かります。70代でも働いている 生涯学習課
119 方もいます。市で主催するイベントで、高齢者向けのものは平日午前中が多いかと思います。夜間で家族3世帯で参 地域包括支援
加できるようなものがあると参加しやすいです。ランニングコース（夜間利用可）があると良いと思います。
センター

120

国保険や、介護保険の支払いが高すぎると思います。地震の時は裏山に逃げるようにと言われていますが（町内会
で）冬は登ることができません。

市民課
介護支援課
総務課

他市の病院や他市から来た人に必ず、病院のレベル（市立病院）・質が悪く、対応・態度が最悪だねと言われるし、
家賃・ごみ処理代は異常に高い。除雪においては最悪で笑える。よくこんなところに住んでいるもんだ。お金の無駄
だと言われますが、確かにその通りだと思います。恥ずかしいほどの状況だと思います。若い人も、退職された方
121
も、ずっと住む町ではないと、転出される方ばかりで、人口は減る一方。するとまたいろいろな料金も上がり、質も
落ちますよね？残りたい、住み続けたいと若い人に思える市にすることは不可能でしょうか？恥ずかしい思いではな
く、自慢できる、言い返せる市にしてほしいです。

市立病院
環境保全課
都市整備課
政策調整課

災害があった時の避難指示、仕方がはっきりわからない。分別されたごみが最終的にどうなっていくのか詳しく知り
たい。市立病院があって、とても助けられているが、常勤医を増やしてほしい。

総務課
環境保全課
市立病院

住宅の項目でも記入しましたが、市営住宅の当番や管理等を委託できないでしょうか。自治会も高齢者が多く、委託
をお願いできたら負担が減る。留萌市は今、新しいアパート等建設されていることが多いですが、どう見ても一般の
会社に勤めている方、もしくはパートで働いている方が長期住める家賃でなく（収入の少ない高齢者も同じです）市
123 営住宅を望む方がいる一方で、当番等ができないからとえらべないでいる人もいます。市営住宅は家賃が一般と比べ
てかなり安いですし、多少管理費等で上がっても住む方も多くなると思います。これから一人で住む方が多くなる時
代ですし、空室利用にも対策を考えていただきたいと思っております。（住宅の選択肢が少ないというのも人口流出
の原因では？）

建築住宅課

124 衣料品や子供用品（学校で使いたいものを含め）地元で買えるところが少ない

経済港湾課

125 春日町、マサリベツ、塩見町、三泊町地区は水洗トイレにはならないのか

環境保全課

122

126

記述内容

担当部署

地方から友人、知人が遊びに来てくれても、連れて行ってあげられる場所がありません。どうしても増毛や小平のほ
うに行ってしまいます。

経済港湾課

127 家の前の道路がガタガタ（見晴町4丁目）

都市整備課

いつもご苦労様です。市民の税金は大切です。今後「ぷるも」のような失敗はやめてください。中西市長さんは長く
市を経験されていますよね。2022年からの道の駅も5億８千万円の費用を無駄にせず、成功させてください。赤字は
嫌です。心配です。又、市議会議員の削減を希望します。話しても何も聞いてくれません。当選したら鼻高の人が多
128
い。人口が減っているのです。税金の無駄です。活躍している人は何人ですか？秩父別の「ちっくる」素晴らしい。
参考にすべきです。また免許返上の老人に何かしらの利益をください（財政難なんですね）。すみません（増毛は素
晴らしい）。いつも市民のために皆さんありがとうございます。勝手を書いてしまいました。

政策調整課
議会事務局
総務課

129 ゴミステーションの鍵当番が、高齢には大きな負担になっている。

環境保全課

130 旧北光中学校の建物、グラウンド、何か活用する方法はないのか、もったいない

学校教育課

高齢者や子供にやさしい街づくりを。高齢者が安心して生活できる住宅。（個人型・家族型・見守り型）子供が少な 介護支援課
131 く、学校などが閉鎖される所などを利用して、住宅に隣接したリハビリを兼ねたスクール。（ボケ防止）街中に日陰 地域包括支援
のスペースをつくりイスを置いて休めるところをあちらこちらに作ってほしい。ぜひよろしくお願いいたします。
センター
132

道路の植木や花壇、公園（特に潮静公園）が整備されておらず、見るたびに悲しい気持ちになります。国道の植木だ
けでも整備されていると街の雰囲気が変わると思います。

133 公園の遊具が壊れていて危険、修理をしてほしい。スキー場やプールを毎日使用できるようにしてほしい。

都市整備課
都市整備課
生涯学習課

急患で行っても何の処置もしてくれず、何度家族や本人が説明しても帰され、急患での処置はできない。救急車で来
134 たら処置できますと先生に言われ、何のための病院なのかわからないです。安心して病院にかかれるようにしてほし
いものです。お願いします。

市立病院

カムイワに桜がありますが、目立っていないと思います。どこから見えるのだろうといつも思います。ＪＲからと
か、街のどこか、千望台とかからも見えず、カムイワ公園に行っても展望台もなく、エゾヤマザクラとヤエヤマザク
ラが真っ二つに分かれて配置されていて、この桜を見に人が集まることがあるのだろうかと思います。とても残念で
す。今後も続けるのであれば、「どこからの」景観を大事にするのか再考を。見晴公園は緩やかに傾斜していて、公
135 民館駐車場の方の山の入り口まで市の土地なのでしょうから、市の花であるツツジを植えてはどうでしょうか？ぽつ
ぽつと桜もあり良いと思います。ＨＰの広報のバックナンバーを何月か一度に見てみようとすると、とても大変で
す。「戻る」ではないところからでは初めからやり直しながらしかできません。留萌管内の他の町村はさくさく見れ
ますよ。（「＞広報るもい＞過去のるもい＞４月号」の１月～４月号の場所の「過去の広報るもい」が表示されてな
い）

都市整備課
政策調整課

生ごみの袋の真ん中のでっぱりの部分がもう少し長ければ結びやすと思います。「道の駅るもい」のオープンがコロ
ナウィルイス感染防止のため延期されたと知り安心しました。ありがとうございます。市のマスコットキャラクター
KAZUMOちゃんは、赤ちゃんをおんぶした姿がほほえましくかわいらしいです。自粛期間を終えたら市内の行ったこと
のないお店へ行ってみようと思います。

環境保全課
政策調整課
経済港湾課

船場公園（道の駅予定地）の駐車場が狭く、高速道路も開通したためか、いつも大型トラックがびっちり駐車してい
て近寄りづらく利用しづらいです。道の駅がオープンしてもあのままでは親子連れが利用しづらいと思います。 自
137 転車のマナーが悪いと思います。道も悪いので乗るのが大変なのだと思いますが、歩いていると何度かぶつかりそう
になったことがあるので、マナー向上や道路整備などに取り組んでほしいです。いつも市民のためにありがとうござ
います。大変な世の中ですが、留萌がより良い街になるように頑張ってください。

都市整備課
政策調整課

道の駅ができるそうですが、魅力がないかと。留萌の道の駅はこれが売り、というものが必要だと思います。魅力が
ないなら、駐車スペース、トイレ、このままでもいいけど、何かあれば、増やす必要があると思います。

政策調整課

136

138

小学生の娘がいる父ですが、問38の問いの犯罪に合うことなく安心して暮らせる質問で、問29のその他に書いたので
総務課
すが、以前学校の帰宅途中に不審者に声をかけられ車に乗せられそうになったことがあり、娘が逃げて事なきを得た
139
学校教育課
のですが、そのことを学校側に言ったら、あまり聞いてくれなくて、そのような対応をしていると安心して学校にも
子育て支援課
通わせられないので、市としてもっと柔軟に対応してもらえるような対策を考えてください。
市に相談してもお金がないといわれるので諦めています。港を活用すれば水産物、物流の発展とともに市も活気づ
140 き、市の特産物のアピールにもつながると思います。せっかく港の町なので、しっかり活用すべき。そのために港の
整備等からしっかりやっていくべきだと思う。

経済港湾課

141

街自体、どんどん活気がなくなっている、それと同時に魅力もない。たとえば、今回のアンケート依頼で、返信用の
封筒にのり又は両面テープなどがついていない点が、いまいち思いやりにかけている。

政策調整課

142

自然に恵まれた山あり海あり稚内と札幌の中間地域、道の駅ができたこともあり、観光留萌市をアピールしてほし
い。住みやすい地だと思います。

経済港湾課

記述内容
143 ゴミの分別が本当にわかりづらい
144 いつも市民のために働いてくださりありがとうございます

担当部署
環境保全課
総務課

除雪時期における除雪・排雪の徹底について。あちこちで、排雪した後、すぐまた道路に除雪した雪を積み上げるこ
145 との繰り返しがあります。毎年のことで、市でもどこの道路がそういう状態なのか把握していると思うので、厳重注
意をしてほしいのと罰則等を望みます。

都市整備課

146

転勤族の暮らしや仕事に関する人としてのマナーが欠けていると思う。（ゴミ出しなど）地元の人の商売に対する接
客がうまくない。

環境保全課
経済港湾課

147

留萌市は治安が良く長閑でとても暮らしやすいですが、年々人口が減っています。若者の職がなく、減る一方です。
廃校になった場所に、専門学校として若者を育てる事に活用できないでしょうか。

経済港湾課

いつも市民のためにありがとうございます。まず、教育に関して、不登校または、行き渋りの子供たちのための環境
整備をお願いします。教室に入ることがきびしい子供が数多くいます。クラス人数（40人はきびしい）、また別の場
所での学習の提供など、やれることがたくさんあります。そのためには人材が必要で人件費がかかりますが、旭川な
148
どでもモデルがあるのでぜひ進めてください。また、様々な遊具が更新されてとても良いのですが、道の駅構想を見
ても、10歳までの設定となっており、それ以降の子供の活動場所が少ないと感じました。完成したら職場である放課
後デイサービスを使用の子供たちと行きたいので、中学生、高校生なども利用しやすいよう、計画をお願いします。

学校教育課
政策調整課

車を持っていなくても不自由なく移動できるようにしてほしい。働く場所が少ない。家賃が都会並みに高い。買い物
149 が不便。（店舗が少ない、特に衣料品）除雪が雑。（出勤時間に間に合うようにしてほしい。時間がなければ全部き
れいにしなくても1回2回くらいやってくれれば楽）

政策調整課
経済港湾課
都市整備課

自衛隊や振興局が留萌からいなくなってしまうと人口が急激に減りそうで心配しています。魅力ある留萌をアピール
し、人が多く住み着いてもらえるような施策を立ててほしい。

政策調整課

150

①黄金岬やゴールデンビーチ等、留萌を代表する場所の近くにもっと魅力ある場所や店があれば観光客が増える気が
経済港湾課
151 する。海を眺めながら楽しめるカフェ、雑貨屋等。②観光案内所「萌」の場所が悪い。（駐車場も使いにくい）③
子育て支援課
はーとふるの子育て支援センターを土曜日もオープンしてほしい。
街のお店のシャッターはほとんど閉まっていて市民は地方に買い物に出かけています。車で出かけるときに堀川町、
152 南町の道路の草がぼうぼうで増毛町のように花を植えてきれいにできませんか？道の駅もほかのところに出かけます
が、全然なっていません。市長中西様、留萌を活気ある街にしてください。期待しています。

経済港湾課
都市整備課

これといった特産物もアピールできるところも少ないと思います。小平、増毛に支えられているように思えますが…
153 まず、地元の人たちが関心を持てるように取り組むべきかと…将来的にいつまでここにいるか…職場も忙しいばかり
で、子供とも満足に過ごせないし…なんだか不満ばかりかも…頑張ってください

経済港湾課
政策調整課

もう少し、市外、道外の人達が留萌に来てくれるようなイベント発信してほしい。今の留萌は、留萌の人が楽しんで
いるだけで、観光客はほとんどいない。

経済港湾課

154

155 ひとつを選ぶのが無理な項目が多かった

政策調整課

156 きれいな温泉があれば良いと思います。

保健医療課

157

小・中・高時代に学校の帰りや休日の居場所がなくて困りました。子ども達が集える場の創設が必要であると思いま
子育て支援課
す。

