10年後、こんな「おたる」にしたい（第３回の投票結果）

第2回の意見のまとめ

生涯学習
中項目
（★は、グループでつくったキャッチ
フレーズ）

教育環境の充実

歴史・文化を生かしたまちづくり

文化・芸術活動や生涯学習の充実

スポーツ・レクリエーション環境
の充実

意見等の内容

市民全体で子育てするまち
特区 銭函地域に中高一貫校
清掃活動ボランティアを高齢者と交流しながら積極的に取組む
教員の賃金の上昇（教員の疲弊の解消）
街をきれいに
歴史的建造物の再発見（田上義也の建築物など）
歴史的建造物を活用して、学びながら人が集まる
遺跡などの歴史財産を活用
運河の水をもっときれいにする
出身作家の文学館をつくる
遺産を生かそう
ジャズフェスティバルが定期的に開かれる
文化人の講演が充実（小樽出身の）
市民オーケストラが設立されて音楽会などが盛んになる
日常的な文化活動（気軽に参加できる再教育などの講座）
市民プールなどのスポーツ施設が充実している
交通の便のいいところにスポーツ施設が充実（プールなど）
いろんな年代が運動できる場所がほしい
利用しやすい施設が充実してほしい
スポーツ等合宿の誘致
小樽、後志地域を含めたスポーツ、レクレーション

投票結果

●
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●
●●●

●

●●
●
●
●
●

小樽～札幌間のサイクリングロードと小樽に大きな公園のつながり

赤岩、子ども達のハイキングできるように
キャンプができる環境創り！
レジャー施設の充実！
総合体育館、市民会議、市役所

●

10年後、こんな「おたる」にしたい（第３回の投票結果）

第2回の意見のまとめ

市民福祉
中項目

意見等の内容

（★は、グループでつくったキャッチ
フレーズ）

市民の交流を活性化し、人のつな
がりを活かしたまちづくり
★ボランティア団体のネットワークが良い街

介護など高齢者の生活支援の充実
★老人・介護施設の充実

高齢者が健康で活躍できるまち
★高齢者もイキイキ・ウキウキ
★移動手段
★高齢者が安心して元気にすごせる

公園で人が集まって運動などで交流している
市民カラオケ大会
子どもとお年寄がまちで集うまち
世代間の交流が活発（町会などの充実）
町会に若い人が加入している
ボランティアのつながりが生かせるまち
独居でも安心
介護施設がある
高齢者施設の環境が整っている
老人施設 またなくても入れる
高齢者の入居施設 年金で入れる
介護職員の給料を上げる（介護職員の確保）
在宅介護が充実するためヘルパーが増えてほしい
高齢者のボランティアを活用するまち
高齢者は自分の出来る事は自分で
高齢者もっと働く場所を(町内会の活用（横のつながり））
ウイングベイで空いてるスペースでサロンとか遊べる場所
高齢者が集えるようなサロン
市民プールで高齢者や障害者が健康増進できる
安価な高齢者向けの住宅の充実
無農薬で安全な食事ができ元気で長生き
高齢者の冬 生活支援（特に移動）
ふれあいパス拡充 使いやすさ
高齢福祉の充実（ふれあいパス・ふれあい収集の継続）
南小樽駅改善→市立病院
バリアフリー化

★予防医療
★医療費の低減

飲まないですむ薬はいただかない→（医療費の低減）
メディカルチェックが気軽に受けられる
”予防”への取り組み
日々の健康管理（医療費の縮減）
町医と市立病院との連絡が良い

市民が主役のまちづくり

市民皆があいさつが出来るまちになる。「おはよう！！」「こんにちは！！」

誰もが健康に暮らせる医療体制

投票結果

●●
●
●

●●
●
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他者意識の高い町づくり
★市民の意識

家庭、自己責任多々あるものでも市の責任にしすぎる。つらいです。

●

市民福祉（２）
中項目
（★は、グループでつくったキャッチ
フレーズ）

その他
★移動手段

意見等の内容

投票結果

福祉制度に市税をもっと投入している社会
遊具が整っていて野球などが自由にできる公園が充実している
ドッグランが増えてている
札幌の地下鉄に合わせて小樽行きバスをおそくまで運行する
スクールバスがコミュニティバスを回る

子供も老人もみんなが乗れる

雪と坂でも安心してくらせるまち
それぞれの世代の満足度が高い
市政の特集号（こんな取組をやっている）
後志の人を受け入れる体制（宿泊施設etc）
修学旅行生が興味をもつような内容を学べるように
小樽の歴史を周知する
小樽オペラ座をつくる
福祉に頼らないまち
賃金が上昇すること
雇用の充実

●

第2回の意見のまとめ

10年後、こんな「おたる」にしたい（第３回の投票結果）
子育て支援（市民福祉から抜き出し）
中項目
（★は、グループでつくったキャッチ
フレーズ）

子育ての負担軽減
★子どもからお年寄まで元気で暮らせる福祉と保
障 消費税無料の「おたる特区」を！

安心して子どもを生み育てられる
環境
づくり
★波の音を聴きながら産みませんか
★子育ての充実
★産み育てる環境の充実

子どもが健やかに育つ環境づくり
★地域みんなで子育て

仕事と家庭の両立や結婚などへの
支援

意見等の内容

子供の医療費負担軽減
子どもの医療費無料化
保育料の軽減
保育園が無料になって子育て世代がふえていく
子育てのための資金的な援助の充実
子どもへの手当てが厚い（教育、医療…）
奨学金制度を充実させる
子育て世代に無料で空家を貸す
若者向けの安価な住宅の充実
子供を生み育てる為の医療機関の充実
産科、産婦人科の充実（5）
小樽病院内で産婦人科が有る。子供センター等が有る。
産婦人科による夜間と云うハードな仕事がある。
女性管理職の増加（子育てしながら働ける環境、社会）
子どもを安心して産める環境を（2）
保育所増、保育所の定員増（3）
駅に保育所を
保育士の確保、育成（2）
安心して児童保育ができる
子供ふれあいコーナ（スペース）がある（キッズコーナ）
子育てしやすい、したくなるまち
小樽で出産、子育てすることに魅力がある
産科、保育所、学童保育の充実など子育てしやすいまち
赤チャンほしい人、生みたい人が減少、市の責任じゃない
児童図書館が充実している
子どもの通学を便利に！
通学路の確保
こどもが寄り道できるまちづくり（学校の充実）
学童の学力が全道一位となる
子供が沢山
２人兄弟、３人兄弟が多いまち
子供の笑い声が聞こえる街
集まれる場所
子どもでも安全な公園
多世代交流するスペース
運動できる施設 ウイングベイの駐車場とか
キッザニア
子供にやさしい街
高齢者もっと働く場所を（子育ての支援）
子育てしながら働ける環境、社会
働らく人も増 研修とかで訪問増
晩婚化の解消

投票結果

●
●
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●●●
●
●
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●

●
●●●●●

人がいっぱい来る

男女共結婚願望多いのにカップルに応援出来る様人口にもプラス

●

10年後、こんな「おたる」にしたい（第３回の投票結果）

第2回の意見のまとめ

生活基盤
中項目
（★は、グループでつくったキャッチ
フレーズ）

除雪・排雪の充実
★住みよい自慢したい街おたる！
★除排雪がいきとどいたまち
★すべての人にとって優しく動きやすいまち

意見等の内容

除排雪が行き届いた街にしたい
除雪地域格差を無くする（車がすれ違える程度の除雪）
除雪地域格差を無くする（通学路の除雪）
除雪地域格差を無くする（市民意見に対応できる組織）
倶知安のような除雪
除雪が進んでいる
排雪が多い
排雪までしっかり！
雪があっても、歩くスペースがある
歩行者のための除排雪を！

投票結果

●

●

国道付近や通学道にロードヒーティングが通り、歩きやすい冬道になる

歩道の除雪をしっかり
高齢者の住みやすい除排雪
新しい除雪のシステム
除排雪の予算と効果→地域対策、仕組みつくり→転出へ
公道の除排雪をしっかり！市・道・国は関係なし「窓口１つ」

●

除雪は市と市民の連携で
地域で冬季間仕事の少ない労働者に除排雪してもらう
私道の除排雪

雪の活用

公共交通・都市間交通の充実
★バス路線の充実した街
★住みよい自慢したい街おたる！
★移動手段で小樽を支える
★どこでもバス
★すべての人にとって優しく動きやすいまち

交通安全対策の充実
★交通安全

市民が総出で雪に親しめる街作り
雪の活用 エネルギー（水素）、子供の遊び場
公共交通機関（バス）が充実している(3)
バス路線くまなくアクセスの良さ(3)
乗り降りしやすいバスが増えるといい
ベビーカースペースをもっと付けてバスに
車いすの人も気軽に（常にスペースを広げておく）
ふれあいパスの継続・充実
バスのアナウンスで小樽の歴史など情報発信
市でバスを出す！（交通手段がない方用）
専用バスが多く運行してる
桂岡から札幌へバスで行ける
JRの夜の本数を増やす
学生にＪＲが安い
交通アクセスＪＲ（鉄路）を確保・充実
生活している人にとっては新幹線は必要ない
小樽病院と南小樽駅をエレベーターで継ぐ
バス停など待合所の充実（寒くないように）
新しい移動手段
モノレールがある
船のタクシーをつくる
住んでいる人の交通手段として船を活用（復活）
交通手段の充実 例えば札幌地下鉄、路面電車
歩車分離の交差点充実
歩行者天国が増えてる
安全な交通環境 信号、歩道橋、歩道

●
●●●
●

●●

●
●
●
●●
●
●

●

生活基盤（２）
中項目
（★は、グループでつくったキャッチ
フレーズ）

隅々まで、整備の行き届いた道路

住宅・空き家
★住環境が充実した街
★永住したいまち 次世代も
★住みよい自慢したい街おたる！
★すべての人にとって優しく動きやすいまち

★市街地が整備された街

意見等の内容

投票結果

小樽の統一（小樽全体で考えるしくみを）
道路の整備がいきとどいている
歩道が整備されている（旧道やスクールゾーン）
渋滞のない国道（５号線）
道路の排水がいい
家賃をもっと安く！（３）
安心な住居、市営住宅の充実
市営住宅の充実（空き家の活用）
市営住宅の充実(銭函地区)（２）
市営住宅の充実（若い人単身者用）
住環境が整備された街にしたい
住む人のためのまちづくり
外観ダメでも内はキレイ 危険は×
年代によって欲しい間取りがちがう
入れ替えて住むような仕組

●●●

年配：小

郊外の大きい家

子育て：広い

中心部のマンション

空き家の対策 シェアハウス、サロン
空き家解消したい
空き家スペースに病院に建ってる

地域環境づくり
★住環境が充実した街
★子育てに困らない街
★永住したいまち 次世代も

防災・安全
★永住したいまち

世代間交流ができるまち
高齢者が住みやすい
若い両親が安心できる子育て
魅力ある商店街、楽しいショッピング
自分達の街は自分達が作って行く気概に溢れた街
若者が一杯いる
子育て世代が多くまとまっているエリア
住民交流 町内住民、不満吸収ＰＲ
治安の良いまち
災害が少ないことを発信して人を呼びこむ

●

ゴミのないきれいな街にしたい
おいしい水が飲めるまち

●

次世代も

清掃・環境
★住みよい自慢したい街おたる！

望洋ジャンプ台の活用してほしい
その他

●

10年後、こんな「おたる」にしたい（第３回の投票結果）

第2回の意見のまとめ

産業振興
中項目

意見等の内容

（★は、グループでつくったキャッチ
フレーズ）

企業誘致、新たな産業・起業家
の育成
★若い人に夢を与えられる街 おたる！
★まちの魅力復活
★そうだ！小樽の駅に行ってみよう
★雇用の充実

雇用の創出
★雇用の充実
★雇用環境の充実

商業の活性化
★まちの魅力復活

農水産業の振興 ◆
★水産業復活
★雇用環境の充実

地域ブランドの発信と活用
★まちの魅力復活
★小樽の魅力を発信する観光
★ブランド力のある街

投票結果 投票結果
（グループ１）

企業誘致（４）
企業化しやすい町
起業家を育て雇用をふやす（２）
地元企業の育成（ＴＶによる参加）

●●

●●●
●
中央バスと良好な関係（路線確保、利用促進 いっしょにまちづくり）
●●
風力・自然エネルギーを育成する

保育園を増す 福祉の仕事を増す
医者・看護師の雇用増加
働き場所が多くなってほしい 病院の方を含めて
若い方々が活動できる場とそれを支える体制
働き口の充実（大卒者でも…）
働き手が集まる町
働ける職場
観光土産品、製造（生産）工場での生産での雇用拡大
労働とレジャー、バランスよく生活できるまち
労働者の定着化を図る
サービス業など３次産業の雇用の充実

卸団地を作る
商店街が活性化している
商店街を整備して店を集約
市民重視の商業体制 安定
トドの排除
水産学部のある大学がある
魚貝類の養殖業
優秀な人材をつくる
専門的な高校や大学をつくる
漁師が増加
水産基地と加工産業が拡充している
農業・水産業を応援するまち
農産物や水産物が一体となった直売所がある
農産物の大工場生産

（グループ２）

●●●

●

●

●

銭函で「小樽」ということをアピール
音楽家が集まるまち
小樽イメージ、小樽らしさの統一とそれを活かした産業振興
新幹線の駅まわりに特産品などの新しいブランドづくり

●

現行の取組だけに頼らず、新しい取組にも目を向けたまち（例えば寿司だけでなく…）

●

小樽ブランドの輸出

●

産業振興（２）
中項目
（★は、グループでつくったキャッチ
フレーズ）

港湾を活かしたまちづくり
★若い人に夢を与えられる街
★ブランド力のある街
★港湾施設の充実

おたる！

意見等の内容

港湾をいかした街づくり
海を活かした遊興施設
フェリー航路や外国船などがもっと増えている
フェリーに乗って小樽と北陸の人が婚活をする
フェリーに乗る人、車が増える。船のたびが人気に！！
クルーザーがいつも停泊している
港を活かす（中心部の近くにも大型船接岸）
港を活かす（小樽港が活用されている）

投票結果 投票結果
（グループ１）

●

（グループ２）

●●

●

外国の方々が非常に街にあふれて観光を楽しんでいます。会話の勉強も希望カナ…と

国際化への取組
★小樽の魅力を発信する観光
★国際化小樽

観光の充実 ◆
★若い人に夢を与えられる街 おたる！
★まちの魅力復活
★歴史・古い建物を大切にする街
★観光資源の利点・体制をしっかりと
★小樽の魅力を発信する観光
★うまいっしょ小樽
★古さと新しさがゆう合したまち小樽

ロシア貿易の拡大
海外企業がある町
銭函をインターナショナルな町とする、いろいろな国の人が居る町
外国人観光客へのインフォメーションセンターの設立

水族館をいかした街づくり
リピーターが楽しめる更なる観光地の充実を目指す。
豊かな景色をＰＲ
観光客向けの店は市内業者に
隠れた観光資源を生かす。鉄道博物館 うだつ など
歴史的建造物のツアーをひらく
トドのウォッチングツアー
歴史的建築物の保全
古い建物も手入れがゆきとどいているまち

自然がそのまま
夜型観光施設を充実させる
小樽の自然の利点を活かした新しい観光等を体験、開拓していく
人の呼べる観光
バスツアーの充実（自然めぐり、歴史的名所）

小樽でなければ体験できない観光・サービス
奥沢水源地を活用してほしい（鮭子と）
郊外の観光資源（史跡）活用
外国人に対応できる観光（外国語で接客）
観光価格の排除
夜に観光客がいける良い店が増えてほしい

人を呼びこめるようなおいしい食べ物
素材の良さを活かして
情報発信もっと知られた

いいものを残して新しいものを取り入れて
内装をおしゃれに
観光地に活気
にぎわいだけじゃなくいやし空間も

観光マネーがもっと地元におちる仕掛け

●

●

●
●

●

●

●

●

●●

産業振興（３）
中項目

意見等の内容

（★は、グループでつくったキャッチ
フレーズ）

お祭りなどによるにぎわいづくり

おまつり、イベントが続いている小樽
イベントの認知度が高い

★イベント（お祭り）がたくさんにぎわう街

潮まつり、雪灯りの道とＪＲ、中央バスと増便し観光客をプラス出来るカナ？！

投票結果 投票結果
（グループ１）

（グループ２）

●
●

★小樽の魅力を発信する観光

滞在型観光都市へのホテルの充実
多種の宿泊施設がたくさんある（安価や民泊なども）
大きなホテルがある町
宿泊施設増→雇用増 移住者も増
宿泊施設を今の倍に！
宿泊施設が多くなり、観光に来た方に泊まって頂く。

宿泊施設の充実
★小樽の魅力を発信する観光

若い人が求める施設等の整備・充
実
★若い人に夢を与えられる街 おたる！
★観光資源の利点・体制をしっかりと
★雇用環境の充実
★そうだ！小樽の駅に行ってみよう
★まちの魅力復活
★古さと新しさが融合したまち小樽

札樽在来線を維持・充実
モノレールを敷設して、イベント施設をつくる
在来線充実
人を楽しませる鉄道事業
銭函地区の人たちが小樽市内で買い物しやすい

地域交通の維持・充実
★小樽の魅力を発信する観光
★レールの街

●

●
●●

●●●●

●
●

●
●

新規取組
食のパワーの核 駅前、築港
札幌の衛星都市になる 都市化

その他
★小樽の魅力を発信する観光
★若い人に夢を与えられる街
★まちの魅力復活

ラウンドワンやファミレスの誘致
若い人が定着できる環境整備の充実した街づくり
安全なレジャー施設のあるまち
若い人達と年寄りがバランス良く生活できる町
若者が遊ぶ場所
人口構成を三角形になる様若年層を増す
ファイターズ球場の誘致
複合施設にプールを 冬でも１日過ごせるような
複合図書館
買い物する場が魅力ある
商業施設の充実
ウイングベイの活用方法
ウイングベイなどを活かして
ポスフール⇒産学複合施設（市役所）
駅からのアクセスがいいところに複合施設
駅前に活気を
駅前にも人が居ない
小樽駅バス、タクシー車どうにか再開発する
道の駅ができてる（地場産品販売）
「道の駅」「海の駅」を合わせた建物が全国初で小樽に出来る

●

おたる！

銭函地区が大きく変わる！！商店街が出来て住宅も増える。働く人にとって良い町
芸術の森への等々、マイクロバスで出席者へ声かけして車の持ってない人々に参加を希望します

行政区域の撤廃
現行＝異業交流
空き地を活かす制度
市役所が力不足
生活スタイルの変化

●

家の中での楽しみ少

●

10年後、こんな「おたる」にしたい（第３回の投票結果）

第2回の意見のまとめ

環境保全
中項目
（★は、グループでつくったキャッチ
フレーズ）

自然（山、海(港)）を活かした
街づくり
★自然環境を生かした街づくり
★市民参加の美しい杜
★公園の中にあるまち

自然環境の保全
★自然環境を生かした街づくり
★公園の中にあるまち

景観・環境の美化
★市民参加の美しい杜
★公園の中にあるまち

街なかに公園や緑が充実したまち
★自然環境を生かした街づくり
★市民参加の美しい杜
★公園の中にあるまち

意見等の内容

自然遊歩道の設置（コース指定）
散策ツアーならゲーム感覚でボランティア参加（ゴミひろい）
坂のまちでも住みよいみまち 自動リフトなど
天狗山に登って体験しよう！
小樽にある海岸線（ビーチ）の散策→（ビーチウォーク）
海水浴場の整備→北海道一であるので（ボランティアでも可）
小樽朝里～銭函間の海岸線の保全と散策
海（港）の活用
マリンスポーツとかもっと海を活用して欲しい
マリンフェスタなど海を活かしたイベント
軍艦の入らないみなとまち
安全・安心なみなと（観光船ホテル）

投票結果

●
●
●●
●●
●●

空気がきれいなまち
大気汚染の対策を中国に売る
現在（今）以上自然破壊ないように！！
海がもっときれいなまちにしたい
昔のままの自然環境の保全 塩谷・忍路港
オタモイ・祝津海岸の遊歩道

●

ゴミ拾いボランティアを広い世代で行う
ゴミ拾いを犯罪者の改善プログラムに
自然環境、都市環境は最後の財産 次世代に引き継げるまち

●

緑がいっぱいの公園の整備を望む！
公園が多い
公園の中にまちがある考え方を広げる
空き地を大きな公園に
空き店舗で公園のような遊び場をつくる
緑の豊かな公園の充実（人々がくつろげる子供が遊べる）
市役所と地域の人たちが協力し合って公園を整備
街なかに緑を！
公園に広い駐車場を 道の駅も！

●
●

●
●

●

公園も含めて街なかをもっと散策できるまち（スタンプカードなど）

公園のトイレを整備！利用者増！
ボランティア交通費くらい補填を！公園をきれいに！
お年寄の健康増進 生きがいになる

景観を活かしたまちづくり
★自然環境を生かした街づくり
★公園の中にあるまち

夜景は素晴らしい！！
歴史的建造物を残そう（２）
歴史的建造物の活用（２）
展望台へのアクセス

●

資源循環 銭函工業団地で
空き地・空き家の活用

●
●

