第１回 グループワークまとめ 黄色のふせん（意見の内容）

資料３

１ 生涯学習（教育・文化・スポーツなど）
いいところ

わるいところ

学校・教育
小樽商科大学がある（３）

子どもの学力が低化している（２）

いいことに取り組む学校と応援してくれる市民の方々

学校が寒い！

大学、高校が多い

人口の割合

大学が少ない

小樽の歴史などを小中学校で教えていない
商大生と取組で事業活性化
小学校が少ない（合併など）
通学費補助全員に
通学路が無い、長い
学校を減らさないこと
学校の先生が大変な世の中 一生懸命でも種々云われ仕事が増
え、今後外国語の勉強も大変ネ

商大生にどんどん活躍して欲しい
学校の教育をもっと見直すべきだ

社会教育
美術館関連連施設が多い！

図書が少ない 学校など

博物館、美術館が多い

文化（絵や本）面の充実を!!特に文学館、図書館

水族館がある～～♡♡

図書館のさらなる充実
銭函にいるので図書館が遠い
図書館が魅力的でない
生涯学習センターの駐車スペースが狭すぎる。何か工夫がないか

図書館の本が痛んでいる

歴史・文化・芸術
歴史が古い（２）

市民グループの交流場所

独自の文化

文化が衰退している

札）エルプラザみたいな

ニトリ芸術村のように活かす人を探し、他にも施設をつくる 文化活動が貧弱です

石原裕二郎記念館を閉館しないで引き継ぐ人を探す

音楽（コーラス）合唱が練習できるおしゃれな場を

歴史、文化がある

児童館やサークル活動できる施設が不足

演劇や音楽、ボランティアなどサークルや文化活動がさかん 多目的な中・小ホールが欲しい。おしゃれで

有形無形財産が多い

市民ホールを新しくしてもらいたい

町内など文化がある

海を遊びの場として活用できていない

スポーツ･レクリエーション
スキー場が近い（４）

スポーツ施設が少ない（２）

スキーで有名な天狗山がある

公営のプールがない（５）

温泉もスキー場もゴルフ場もある

山の中の遊歩道が未整備
体育系の大会があっても駐車場が少ない
安くスケボーを練習する場やスポーツを楽しむ場がない
スポーツの強いのがあまりない
グランドが狭い
子供の教育にはスポーツも大切であり、市はスポーツには無関心
な気がする

その他
―

学生のマナーが悪い
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第１回 グループワークまとめ 黄色のふせん（意見の内容）

資料３

２ 市民福祉（福祉・子育て・医療など）
いいところ

わるいところ

―

福祉を受けている人々に生活一般を自ら反省し努力し、普通の住
民も大変努力している事も分かるように考えて欲しい

地域福祉

子育て支援
保育園、幼稚園に苦労せず入園できた

保育料２人目以降の減免

札幌に近く、教育施設が多くある（子育てに恵まれる）

子育てが孤育てになりそう
子連れカフェが少ない
待機児童の問題

保育園など

保育充実してない

高齢者福祉
ふれあいパス（２）

年寄りの事よく考えてない

高齢者に対しては市政が行き届いている

わがままな高齢者が多すぎる

お年寄りを活用できる土壌がある

自分の事は自分でできるのにしない高齢者

皆さんシルバーさんに親切です

高齢者の入居できる施設が少ない。中心部に少ない

ふれあい収集はいいですね

シルバー年代のボランティアの貢献が少ない
高齢者の憩いの場所を（ポストの数ほど）
高齢者に対する思いやり
独居者が心配、具合の悪い時は
高齢者の杖の使用の多さ
老人施設が少ない
老人に優しくない
高齢者問題で生活保護の人が多い
年金が減って、生活に不安

障がい者福祉
―

車イスの方が観光しづらい

医療
病院が多い（３）

産婦人科が少ない（８）

市立病院が患者が少ない

子どもを産むことができない

小さな医院の先生が親身になってくれる

市内病院駐車場３時間無料
市立病院建物内が見たい
大きな病院が一部の地域に集中
病院の待ち時間が長い
小児科が少ない
医療体制が弱い
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資料３

３ 生活基盤（水道・住宅・除排雪・交通など）
いいところ

わるいところ

水道
水がおいしい（９）

水道代が高い

お水が豊富（２）

道路
散歩できる道が多い（観光地など）

道路が狭い（２）

坂があって健康にいいところ

歩道橋の劣化がひどい（２）

道路の整備が比較的良い

道路が悪い（３）
道路が汚い所がある（３）
歩道が狭い
道路に白線が引かれていないため、危険だ
歩車分離の交差点が少ない
道路の縁石が高すぎる（入船）
坂道が多い（６）
歩道橋（産業会館）を撤去し、安心安全な信号設置を。高齢者に
優しく

工事の一体制がない

住宅
（大都市に比べ）地価が安い

空き家が多い（８）
家賃が高い（５）
土地が高い
住むためのいい物件が少ない
住所が分かりづらい
近くに貸し別荘の貸し家がいくつかあり、外国人が住宅街に入り
込み少し怖い

除排雪
雪が多い、冬ほこりっぽくない

除排雪が悪い（１７）
冬の悪路（４）
雪が多い（６）
坂道のロードヒーティング良くしてほしい
除雪が大変
観光街の除雪
冬歩道がすべる
坂が多い街なのはいいことだけど住みやすく考えてほしい、交通
や雪

坂が多い、冬雪

市街地整備
コンパクト（２）
新幹線の北廻り誘致決定

小樽駅はパチンコ店が多い
新駅は望洋台につくること

小樽駅前の整備が必要
新幹線は要らない
産業会館のリニューアルを。街の中心をさびれたままにしない
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資料３

３ 生活基盤（水道・住宅・除排雪・交通など）
いいところ

わるいところ

交通
バス路線が多い（１０）

バスの本数が少ないなど、交通の便が悪い（９）

バス料金が安い（２）

小樽駅以外の駅が寂しい

飛行機、JR、フェリーとアクセスが充実している

JRの最終時間が早い

快速が特急並みに早いJR

JR交通のアクセス不便

小樽駅、築港駅はすばらしい

札幌から学生には意外と高い（JR)

JRが始発

JR充実、住まいは小樽、会社は札幌を？？

→札幌方面

南小樽駅の階段がきつい
JR駅員が気に入らない
バスの行先が分かりづらい
JR終電早い
移動手段が少ない
高齢者にとってバスのステップが高い、乗りづらい
冬はバスが遅れる
産業会館前のバス停留を復活して（山手線）
交通網の改革をする
市内に鉄道など公共の輸送機関を作るとよい。モノレールなど

交通の問題。アクセスが悪い
JRエアポート削るな！鉄路（住民の足）を大事に
車が使えなくなったらどう生活していいかちょっと不安
買物（免許無）に不便
マイクロバスで良いから。大型いらない

防災
災害が少ない（８）

―

住みやすいベース（地震、気候、自然）

その他
街が静かで、落ち着いている（３）

調理臭、除雪音、（町内交流）

治安が良い（２）

街灯が少ない
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資料３

４ 産業振興（商業・観光・港湾・雇用など）
いいところ

わるいところ

農業
地物野菜がある

市民農園が少ない

かぼちゃ、すいかetc おいしい

水産業
海産物がおいしい（１７）

海を活用していない（３）

海、水の魅力

漁業、後継者不足

水産加工品が豊富
釣場が有る

商業
市場が多い（８）

買物が不便（１２）

イオンが大きい

店の閉店時間が早い（６）

スーパーが多いので買い物に困らない

スーパーやコンビニなど買い物できる場所が一部にかたまって
て、人によっては、行くのに時間がかかる

便利

身近に何でもある

隠れた名店がある

南小樽のイオンがションボリしている

市の規模からみても魅力が多い（商業、観光）

市場の活性化、首都圏にメニュー販売

大きい書店がある

有名な専門店が少ない
全国的に有名な産品が少ない
市場なのに魚をさばかない
長年利用している手宮市場の行く末が心配！
店員各皆様にアルバイト・パートが多く、商品知識が薄く、昔の
商店が懐かしい

買い物ができる商業施設が少ない
お店の人の愛想が悪い
商店街が少ない、人通りが少ない
名産がない
デパートがない
映画館が街中にない
居酒屋少ない
夜が早い

企業立地
企業が少ない（５）

―

大きな企業の誘致がない
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資料３

４ 産業振興（商業・観光・港湾・雇用など）
いいところ

わるいところ

観光
観光客が多い（４）

外国人観光客の受入態勢が悪い。外国語の表示をすべき（２）

イベント、お祭りなどが小樽付近で行われることが多い（９） 観光客の行先が片寄っている（３）

有名な観光地（９）

観光地全体的に夜のにぎわいがない（２）

運河と観光がマッチングしている（４）

観光に頼りすぎ（２）

海水浴場がたくさんある（２）

宿泊施設が少ない（２）

小旅行に最適

観光者向けの大きな駐車場がない

観光の原石がまだたくさん有る

中国人が多すぎる

ロケに使われてる

海側に比べ山側（大学周辺等）の観光地が少ない

市民は観光客に親切

観光地に地元資本が少ない

何度きてもあきない町

観光地の整備良くする
観光パーキングが少ない
地元と観光目的の施設が分離しすぎ
堺町通りの看板が大きすぎ
観光PRいまいち
観光地にあるトイレが汚れてる
もっと観光客が寄れる店づくりを
小樽の観光は運河と堺町通のショッピングだけか
観光客用の導線が悪い
価格の安いホテルが少ない
観光客への”ぼったくり”

港湾
港がある（７）

立派な港湾があるが、十分活用されていない（２）

関西とフェリーでつながっている

（第３埠頭）港付近が汚れが目立つ

船旅がすぐできること

石狩港にあまりお金を使わない

自然港

商業港に軍港は似合わない

防波堤が良い

雇用・労働
小樽で働くところがない（１６）
―

高齢者の働く場がない（若い人も…）
学生のアルバイト先が無い

国際交流
海外との接点

姉妹都市が悪い

外貨を稼げる

語学力が弱い
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資料３

５ 環境保全（自然環境・公園・都市景観など）
いいところ

わるいところ

自然環境
海がある（９）
自然が多い（１１）
海と山がある（２０）
山近い。放課後スキーOK！

―

スキー場から一気に海まで臨める所は無い！
空気の良い町
四季がある
マリンブルーが見られる

ごみ処理
―

ごみの処理が悪い

公園・緑地
小樽市の花

「ツツジ」がきれい（散歩で感じた）

公園の整備が良くない（３）

公園が多い

公園が少ない（７）

緑が多い

街の中を花で飾る
小樽市の花「ツツジ」の木を増やす
公園の利用が少なく感じる
運河周辺の花壇の管理ができていない
国定公園に人が集まらない
街路樹で緑の街に
家の花壇が少ない
桜の木が古い
桜の名所の桜が全部病気でかわいそう

都市景観
古い建物が多く、心なごむ（３）

歴史的建物があるが、日本遺産指定の努力がない

都会では味わえない街並み（２）

施設の保全不十分

駅から海（船）が見える（２）

重要文化財の活用がない

歴史的建造物が多数（２１）

旧手宮線の歴史を知らない市民が多い

夜景がきれい（４）

旧手宮線跡にトイレがない!!

古い建物が店舗として利用されてる（３）

小樽の建造物の活用の仕方が不十分

歴史ある街並み（４）

歴史的施設の活用が悪い

レトロな街並み（２）
運河とその景観（２）
坂の街（５）
地域の特色がハッキリ。海、山、街…
絵画の題材になってるものが多い
道路沿いのゴミなどがわりと目に入らない
海・山、建造物などみどころいっぱい
他のまちより情景が豊か！
地形が良い
活用出来る建物が残っている
瓦屋根
神社が多い（３）
教会が多い
坂の街なので空間が広々している
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資料３

その他
いいところ

わるいところ

人口減少
人口規模が暮らしやすい

若者が少ない（１０）

人口が少ない、つながりが多い

子供が少ない（２）
人口減少（５）
少子化
年齢層のバランスが悪い
老人と子供だらけ
中心に人口を集めたい

市役所・議会
市長が若い（２）

市と議会がケンカばかりしている（９）

市の職員の対応良い（４）

税金が高い（３）

小樽市民会議１００を開催したこと！

公約が実現されない

市長の張り切っている様子がこれからの小樽を明るく前進して頼 市役所の主体性のなさ、国と道のいいなりに
もしいです。ガンバッテ！
計画性のなし行き当たりばったり市政

市役所にせよ、銀行にせよ、素晴らしい場所で仕事ができる 最近市の施設の借用条件のハードルが高くなっている

市役所を改築しない

夏の市役所が暑い
市役所正面の上り階段つらい
市役所内が暗い（色々と・・・）
イベントに市役所がもっと関わってもらいたい
市役所の職員は歴史を知らない
市の職員は「まちづくり」に無関心
市長
市が貧乏
住民税等も高い
市は動かない
市民の声が市政に反映されない
役所が古い
市役所の人が不親切
市民の声が届かない

公共施設等
小樽貯金事務センターがある（全道的施設）

公共施設が古い（４）
駐車場が少なく分かりずらい（３）
建物の用途がわからない
平地の造成
閉校（学校）の利用
５号線に銀行が少ない
公共施設の住民負担が高い
北山中の後をどうするの？
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資料３

その他
いいところ

わるいところ

地理的環境
札幌から近い（１５）

札幌に近すぎる

北海道のイメージで小樽はかかせない

札幌市の驚異的な拡大の影響

都市部、地方、両方に近い

寒い

住みやすく丁度良い
ほどよく田舎
涼しい
少し足をのばせば更にニセコの大自然…少し足をのばせ
ば札幌の都会が…
杉の花粉がない！！
内地に比べ涼しい

人や街のイメージ
誰とでも声かけできること（４）

親方日の丸意識が強い

人柄が良い（やさしい）（１４）

セクト主義的なところが多いこと

小樽愛が感じる

なかなか世代交代が進んでいない（様々な職で）

気どらないところ

小樽の事を知らない人が多い

人がせわしなく生活していない。ゆったりしている

市政に守られている人より自分達で働いている人達がギリギリ

小樽商人のDNAがまだ残っている

人材不足

世界職人学会

特に政治家

のんびり

言葉がらんぼう、やさしさに欠ける

サカナクションやDai-ceという人気者を生んだ

市外の方がなじみにくい雰囲気がある

小林多喜二が有名

タバコマナー

人情が残っている街

若者が小樽のことを知らない

若い力が発揮される

人が一見冷たい

人情の街

保守的である

関係がいつまでも続く（人間関係）

異世代交流が少ない

小林多喜二の存在

時により不親切

人情がこまやか

保守的

知り合いが多い

変わらない（変化を求めてない）

革新的である

譲る心がない

カッコ付けなくても良く楽

人間性よくない
積極性がない
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資料３

その他
いいところ

わるいところ

その他
住みやすいカナ？
ふるさとである

転居をくり返して

いっぱいありすぎて書ききれない
飽きが早い
お金がかかる
ギャップが激しい
他地の良いところの取組
新規取組、他地に後志の得意な交流
平和が一番！！
反対の声が多くなりすぎ取捨選択を協議できない場合がある

行動する前に理由付けが必要である
色々な団体が視察に行っているが、良い所を生かす視点が少ない

市民にアピール出来る所がない
基本、こうであるべきが多くて考え方が古い!!
ウイングベイの税金の滞納
小樽理美容学校がひどい！なんとかならないか。
社長、店主等は地方都市の人が多い
消費税特区を作る
消費税をなくして消費を増やす。経済効果
素材を活かしきれていない
福利厚生が悪いではないか？
第２の夕張にならないように、その為にマイカルの検証をお願い
します。関わった市長さんにお願いします。マイカルの税金はど
のようになってますか？

昔のことを正しく伝えていない
運河を正しく復元していない
他市に比べ、前向きの企画がない
若者が元気になれるものがない
雨に対応しきれていない
小樽の主産業

港か観光か？

わりと物価が高い
人力車がしつこい
いろいろな市民会議があっても成果がない
昔の良かったところを引きずってて、なんとかなると思ってる

ただ古い
すばらしい小樽を評価できないでいる
経済人の考えが古い
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