
  あなたのことについてお選びください。（年齢）
回答数 構成比

(1) 10代 0 0.0%

(2) 20代 1 2.9%

(3) 30代 0 0.0%

(4) 40代 8 23.5%

(5) 50代 6 17.6%

(6) 60代 9 26.5%

(7) 70代以上 10 29.4%

無回答 0 0.0%

　計 34 100.0%

  あなたのことについてお選びください。（性別）
回答数 構成比

(1) 男 23 67.6%

(2) 女 6 17.6%

無回答 5 14.7%

　計 34 100.0%

  今回の市政懇談会について、何で知りましたか？
回答数 構成比

(1) 町内回覧 13 38.2%

(2) 市ホームページ 5 14.7%

(3) 留萌市情報プラザ 1 2.9%

(4) 新聞 6 17.6%

(5) その他 0 0.0%

無回答 9 26.5%

　計 34 100.0%

  今回の市政懇談会について、何で知りましたか？（その他）
回答数 構成比

(1) 記述あり 9 26.5%

無回答 25 73.5%

　計 34 100.0%

  ”JR留萌本線と今後のまちづくり”のテーマに関心がありましたか？
回答数 構成比

(1) 関心があった 30 88.2%

(2) そこまで関心はなかった 2 5.9%

無回答 2 5.9%

　計 34 100.0%

「令和元年度市政懇談会アンケート」集計表
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「令和元年度市政懇談会アンケート」集計表

回答数 構成比

(1) 記述あり 23 67.6%

無回答 11 32.4%

　計 34 100.0%

回答数 構成比

(1) 関心があった 28 82.4%

(2) そこまで関心はなかった 4 11.8%

無回答 2 5.9%

　計 34 100.0%

回答数 構成比

(1) 記述あり 22 64.7%

無回答 12 35.3%

　計 34 100.0%

  今後、市政懇談会で取り上げて欲しいテーマをお選びください。
回答数 構成比

(1) 暮らしに関すること 12 15.8%

(2) 防災・防犯に関すること 11 14.5%

(3) 健康・福祉・子育てに関すること 10 13.2%

(4) 教育・文化・スポーツに関すること 11 14.5%

(5) 観光・産業・ビジネスに関すること 22 28.9%

(6) 市政情報に関すること 7 9.2%

(7) その他 1 1.3%

無回答 2 2.6%

　計 76 100.0%

回答数 構成比

(1) 記述あり 1 2.9%

無回答 33 97.1%

　計 34 100.0%

  ”JR留萌本線と今後のまちづくり”のテーマに関心がありましたか？（理由）

  ”道の駅”基本計画（素案）の概要について”のテーマに関心がありましたか？

  ”道の駅”基本計画（素案）の概要について”のテーマに関心がありましたか？
（理由）

  今後、市政懇談会で取り上げて欲しいテーマをお選びください。(その他)
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「令和元年度市政懇談会アンケート」集計表

  今回の実施時間について、長さは適切でしたか？
回答数 構成比

(1) 適切だった 23 67.6%

(2) 長かった 2 5.9%

(3) 短かった 4 11.8%

無回答 5 14.7%

　計 34 100.0%

回答数 構成比

(1) 記述あり 15 44.1%

無回答 19 55.9%

　計 34 100.0%

  今回の市政懇談会や市からの情報提供について、ご意見がありましたら、自由
に記載してください。
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記述回答データ一覧表

回答者
番号

12
17
20
21
28
30
32
34

質問項目 記述内容

今回の市政懇談会について、何で知りましたか？（その他） 知人からの情報/口コミ。
今回の市政懇談会について、何で知りましたか？（その他） 関係者から。
今回の市政懇談会について、何で知りましたか？（その他） 加盟団体への参加案内。
今回の市政懇談会について、何で知りましたか？（その他） ラジオ。
今回の市政懇談会について、何で知りましたか？（その他） 市からの依頼。
今回の市政懇談会について、何で知りましたか？（その他） 友人。
今回の市政懇談会について、何で知りましたか？（その他） 知人から知らされて。
今回の市政懇談会について、何で知りましたか？（その他） 職場の回覧。
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記述回答データ一覧表

回答者
番号

1
2
4
5
7
8
9

11

16

17
19
20
22

23

24
25
28
30

31

32

33

34

質問項目 記述内容

”JR留萌本線と今後のまちづくり”のテーマに関心がありましたか？（理由） 廃線に反対する方々の意見を聞きたかった
”JR留萌本線と今後のまちづくり”のテーマに関心がありましたか？（理由） 留萌線廃線後の駅周辺地区の利用用途について如何に！
”JR留萌本線と今後のまちづくり”のテーマに関心がありましたか？（理由） 言われて有がゆえに！！運転出来なくなるので間近にせまって居る。
”JR留萌本線と今後のまちづくり”のテーマに関心がありましたか？（理由） これからの町づくりに関心があったから
”JR留萌本線と今後のまちづくり”のテーマに関心がありましたか？（理由） JR廃止後、街の変化、人口の流れ等。
”JR留萌本線と今後のまちづくり”のテーマに関心がありましたか？（理由） 留萌本線は必ず残す決意で仕事をするより。
”JR留萌本線と今後のまちづくり”のテーマに関心がありましたか？（理由） まちづくりと代替交通及び交通結接点。

”JR留萌本線と今後のまちづくり”のテーマに関心がありましたか？（理由）
両テーマとも留萌の将来のありかたを決めるもの。情報を市民と共有していく姿勢
を大事にしていってほしい。

”JR留萌本線と今後のまちづくり”のテーマに関心がありましたか？（理由） 利用客減によりJRの苦悩がよくわかり、今後の費用を考えると非常に厳しい。

”JR留萌本線と今後のまちづくり”のテーマに関心がありましたか？（理由） ＪＲ維持のため。
”JR留萌本線と今後のまちづくり”のテーマに関心がありましたか？（理由） 今後ＪＲがどうなるか興味があった為。
”JR留萌本線と今後のまちづくり”のテーマに関心がありましたか？（理由） 廃線後の都市整備について関心がある。
”JR留萌本線と今後のまちづくり”のテーマに関心がありましたか？（理由） 廃線後にどのような町になっていくのか関心があった。

”JR留萌本線と今後のまちづくり”のテーマに関心がありましたか？（理由）
公共交通機関のあり方について～今回とても参考になる意見があった。「存続あり
き」の懇親会継続してほしい。

”JR留萌本線と今後のまちづくり”のテーマに関心がありましたか？（理由） 進展度合いを知りたかった。
”JR留萌本線と今後のまちづくり”のテーマに関心がありましたか？（理由） 時代の流れだな。
”JR留萌本線と今後のまちづくり”のテーマに関心がありましたか？（理由） 今後のＪＲの対応。
”JR留萌本線と今後のまちづくり”のテーマに関心がありましたか？（理由） 駅舎の利用が他にないのか考えていた（文化事業等に使うなど）

”JR留萌本線と今後のまちづくり”のテーマに関心がありましたか？（理由）
現在ＪＲの利用がほとんどない為、駅に魅力がない（バス等と一緒に総合ターミナ
ル化をすれば良いのにと思った。

”JR留萌本線と今後のまちづくり”のテーマに関心がありましたか？（理由）
ＪＲの存続、という結果が出てもまちをこれからも残していかなくてはならないと考え
ています。

”JR留萌本線と今後のまちづくり”のテーマに関心がありましたか？（理由） 市の根幹である留萌駅の跡の使い方。

”JR留萌本線と今後のまちづくり”のテーマに関心がありましたか？（理由）
市の検討状況がどこまで進んでおり、市民へどのように提示するか知りたかったた
め。
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記述回答データ一覧表

回答者
番号

1
2
4
5
7
8
9
10
15
16
17
19
20
23
24
25
28
30

31

32
33

34

質問項目 記述内容

”道の駅”基本計画（素案）の概要について”のテーマに関心がありましたか？（理由） JR駅を含めた交通体系も考えた企画があれば、選択肢として聞きたかった
”道の駅”基本計画（素案）の概要について”のテーマに関心がありましたか？（理由） 長期的展望に立脚した。ハード、ソフト画面の市の考え方如何に！
”道の駅”基本計画（素案）の概要について”のテーマに関心がありましたか？（理由） ぷるも、海の博物館の様にはなってほしくないから。
”道の駅”基本計画（素案）の概要について”のテーマに関心がありましたか？（理由） 市民の声を知りたかった。
”道の駅”基本計画（素案）の概要について”のテーマに関心がありましたか？（理由） 高齢者、車のない市民への対応、気楽に行きたい時に行ける交通の便。
”道の駅”基本計画（素案）の概要について”のテーマに関心がありましたか？（理由） 説明に無かったが、津波情報をふまえた防災情報を加える事。
”道の駅”基本計画（素案）の概要について”のテーマに関心がありましたか？（理由） にぎわいづくりとまちづくり。
”道の駅”基本計画（素案）の概要について”のテーマに関心がありましたか？（理由） 計画の内容が期待できるものでないため。
”道の駅”基本計画（素案）の概要について”のテーマに関心がありましたか？（理由） 道の駅そのものには大きな影響力はない。
”道の駅”基本計画（素案）の概要について”のテーマに関心がありましたか？（理由） 他の道の駅にはない留萌らしい道の駅を望む。
”道の駅”基本計画（素案）の概要について”のテーマに関心がありましたか？（理由） 概要不明なので。
”道の駅”基本計画（素案）の概要について”のテーマに関心がありましたか？（理由） いつ道の駅が出来るか興味があった。
”道の駅”基本計画（素案）の概要について”のテーマに関心がありましたか？（理由） 今後まちづくりの中心となる部分なので関心がある。
”道の駅”基本計画（素案）の概要について”のテーマに関心がありましたか？（理由） 十分検討してオープン。
”道の駅”基本計画（素案）の概要について”のテーマに関心がありましたか？（理由） 計画事案の改善等を知りたかった。
”道の駅”基本計画（素案）の概要について”のテーマに関心がありましたか？（理由） 市民が喜ぶ様に。
”道の駅”基本計画（素案）の概要について”のテーマに関心がありましたか？（理由） 物産展の関連商品関係（販売）
”道の駅”基本計画（素案）の概要について”のテーマに関心がありましたか？（理由） 特産品アイディア多様に考える。市民による公募。

”道の駅”基本計画（素案）の概要について”のテーマに関心がありましたか？（理由）
利用する機会がない為（計画のイメージ図を見て感じるのは「ただの野原」「樹木や
植物などは植えないのかなぁ」と言う事）

”道の駅”基本計画（素案）の概要について”のテーマに関心がありましたか？（理由） 今後のまちの未来を決める重要な政策だから。
”道の駅”基本計画（素案）の概要について”のテーマに関心がありましたか？（理由） まちの中心に近い道の駅は地域活性の可能性大きい。

”道の駅”基本計画（素案）の概要について”のテーマに関心がありましたか？（理由）
仮設店舗や独自のスタイルで留萌の知られていない魅力発信をすることが重要。
慎重論も出ているが保守的では町の発展は厳しい（港と連携しミニクルーズを運航
してほしい）
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記述回答データ一覧表

回答者
番号

16

質問項目 記述内容

今後、市政懇談会で取り上げて欲しいテーマをお選びください。(その他)
合同墓について、見に行ったがこの墓には入りたくないという人がいた。各市町村
のを参考にしては？
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記述回答データ一覧表

回答者
番号

1
3
5

6

7

15
18
19
20
23

24

25

32

33
34

質問項目 記述内容

今回の市政懇談会や市からの情報提供について、ご意見がありましたら、自由に記載してください。 道の駅パブリックコメントの経過報告が欲しかった
今回の市政懇談会や市からの情報提供について、ご意見がありましたら、自由に記載してください。 参会者が思ったより少ないようにおもいました。
今回の市政懇談会や市からの情報提供について、ご意見がありましたら、自由に記載してください。 立場が決まっている人の意見がくどくて、長かった。

今回の市政懇談会や市からの情報提供について、ご意見がありましたら、自由に記載してください。 議会の意見交換会の前に、市政懇談会を実施する様日程調整をしてほしい。

今回の市政懇談会や市からの情報提供について、ご意見がありましたら、自由に記載してください。
日程について、休日の午後であれば一日無駄になるので午前中にしては？質問
の内容について我々市民のレベルと上の政治的な質問があったが、市政懇談会
として市民が参加しているので、その点の会が望ましい。

今回の市政懇談会や市からの情報提供について、ご意見がありましたら、自由に記載してください。 小グループによる懇談の方法が良いのでは。
今回の市政懇談会や市からの情報提供について、ご意見がありましたら、自由に記載してください。 参考になることが多々ありました。
今回の市政懇談会や市からの情報提供について、ご意見がありましたら、自由に記載してください。 非常に素晴らしい取組（市政懇談会開催）だと思います。
今回の市政懇談会や市からの情報提供について、ご意見がありましたら、自由に記載してください。 ＪＲが廃止された際のメリット、デメリットを知りたい。
今回の市政懇談会や市からの情報提供について、ご意見がありましたら、自由に記載してください。 市としての考えを発信してほしい（テーマについて）

今回の市政懇談会や市からの情報提供について、ご意見がありましたら、自由に記載してください。
今回を含め数回にわたり同じ情報提供説明を受けたが、進展の様子がみられな
かった。具体的に欠け市民には判断しようがない。

今回の市政懇談会や市からの情報提供について、ご意見がありましたら、自由に記載してください。 頑張ってほしい。

今回の市政懇談会や市からの情報提供について、ご意見がありましたら、自由に記載してください。
この様な会を今後もより積極的に開催していただきたいと思います。市長はじめ市
幹部の皆様ありがとうございました。

今回の市政懇談会や市からの情報提供について、ご意見がありましたら、自由に記載してください。 大変意義ある会でした。
今回の市政懇談会や市からの情報提供について、ご意見がありましたら、自由に記載してください。 中西市長、応援しています！留萌のために頑張って下さい。
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