
□転入者 コメント一覧□ ※前住地が「０」「０」は海外からの転入です。

1 性別 男 年代 50～59歳 前住地 大阪府 吹田市 住所 朝里 理由
自分または家族の仕事上の
理由

職業 会社員（正規雇用）

2 性別 女 年代 18～29歳 前住地 北海道 札幌市 住所 住吉町 理由 結婚のため（事実婚含む） 職業 専業主婦・主夫

3 性別 男 年代 30～39歳 前住地 北海道 札幌市 住所 住吉町 理由 結婚のため（事実婚含む） 職業
公務員・団体職員・教職員
（正規雇用）

4 性別 女 年代 70歳以上 前住地 北海道 岩内町 住所 若竹町 理由 自分の健康上の理由 職業 専業主婦・主夫

5 性別 女 年代 50～59歳 前住地 北海道 美幌町 住所 若竹町 理由 親や身内の健康上の理由 職業 パートタイム・アルバイト

6 性別 男 年代 60～69歳 前住地 神奈川県 横浜市 住所 若竹町 理由 その他 職業 会社員（正規雇用）

1
小樽は冬の雪が多いこと以外ではとても住み良い街であると思います。冬期の除雪の充実をよろしくお願いいたします。

2
小さい子供が遊べるような公園をもっと作ってほしい。住吉公園に遊具を作ってほしい。

3
結婚を機に移住しました。職場のある札幌市へのアクセスもしやすく、「丁度よい」規模の街で住みやすいと感じております。

5
結婚して他町村に住んでいましたが、夫と死別して兄弟の住んでいる小樽に住むことにしました。やはり生まれた土地は良いものです。

6

コロナもあるのでしょうが30年振りに戻ってきた小樽は良く言えばタイムスリップしたようなレトロ感がありますが、それは観光客や久しぶりに帰省した人々が思うこ
とで、ずっと小樽に住んでいる市民にとっては活性化のない不便な生活を送っているのではないでしょうか。都通りの商店も素通りしていく方が多く寂しく思いまし
た。駅から離れるとお年寄りが買い物に行く場も少なく、スーパーの配達に頼りがち。人との会話も減り、運動不足にもなり悪循環に。戻って来た小樽がこれから
市民が快適に笑顔で過ごせる街になって欲しいと心から思いました。

7
マイナンバーカードを使えるようにしてください。
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□転入者 コメント一覧□ ※前住地が「０」「０」は海外からの転入です。

7 性別 女 年代 40～49歳 前住地 北海道 札幌市 住所 稲穂 理由
自分または家族の仕事上の
理由

職業 会社員（正規雇用）

8 性別 女 年代 18～29歳 前住地 北海道 小樽市 住所 桂岡町 理由 親や身内の健康上の理由 職業
会社員（フルタイムかつ非正
規雇用）

9 性別 男 年代 18～29歳 前住地 北海道 札幌市 住所 豊川町 理由
自分または家族の仕事上の
理由

職業
公務員・団体職員・教職員
（正規雇用）

10 性別 女 年代 18～29歳 前住地 北海道 千歳市 住所 新光町 理由
自分または家族の仕事上の
理由

職業 パートタイム・アルバイト

11 性別 男 年代 50～59歳 前住地 青森県 むつ市 住所 銭函 理由
自分または家族の仕事上の
理由

職業
公務員・団体職員・教職員
（正規雇用）

12 性別 女 年代 18～29歳 前住地 大阪府 東大阪市 住所 住吉町 理由 結婚のため（事実婚含む） 職業 学生

13 性別 女 年代 40～49歳 前住地 東京都 三鷹市 住所 若竹町 理由 その他 職業 会社員（正規雇用）

10
粗大ゴミの収集が不便。札幌市のように改善するべきだ。

11
生まれ育ちは小樽だったためわかりませんでしたが、一度札幌中央に住んだ経験により、のどかさや生活のしやすさは実感が出来ました。こちらに帰ってきて、こ
こ数年で私自身が歴史などに興味を持ち始めたという理由がありますが、小樽の歴史や風情を今後も大切にしていって欲しく思います。

15
私は小樽の街並みや景色が好きで、毎回夜景を見るたびに感動しております。これからも市の力になれるよう努力していきたいと思っておりますので、何とぞよろ
しくお願いいたします。

25
都会に比べて交通なども不便に感じます。また、独自の風習がとても強い感じもあり、たくさんのいい所が伝えきれていなかったりするのではと思うときがありま
す。観光の発展につなげるにも、少しずつ他の地域の風を学んでいくことも大切な気がします。

16
札幌や千歳のように、室内で子どもを遊ばせられる施設がもっとあればとても助かります。また、保育園へ入れないかもしれないという不安等をなくすためにも、も
う少し園の数が増えればな、と思います。小樽市に住む高齢者の方たちはどこかマナーが良くないというか、自己中です。一部の人ですが、バスを先に待っている
人より先に乗り座っています。子連れでバスを利用するときはイラっとします。

18
テニスコートや野球場等スポーツが出来る場所が少なく、健康に暮らせる街という感覚がない。大人も子供も楽しめる街になって欲しい。

22
・観光地だけどゴミが落ちていたりすることもなく街全体がキレイだと思いました。
・産科、小児科が少ない。夜間診療しているところがないので小さな子どもを育てていると不安。
大阪から引っ越してきて、心配なこともあったけど親切な人が多くて食べ物もおいしくて、住みやすいと思いました。（真冬を除いて）
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□転入者 コメント一覧□ ※前住地が「０」「０」は海外からの転入です。

14 性別 男 年代 18～29歳 前住地 北海道 札幌市 住所 奥沢 理由 未回答 職業 会社員（正規雇用）

15 性別 女 年代 50～59歳 前住地 沖縄県 宮古島市 住所 最上 理由 親や身内の健康上の理由 職業
会社員（フルタイムかつ非正
規雇用）

16 性別 男 年代 50～59歳 前住地 埼玉県 入間市 住所 築港 理由
自分または家族の仕事上の
理由

職業 会社員（正規雇用）

17 性別 女 年代 30～39歳 前住地 東京都 0 住所 色内 理由
自分または家族の仕事上の
理由

職業
公務員・団体職員・教職員
（正規雇用）

18 性別 男 年代 50～59歳 前住地 北海道 札幌市 住所 稲穂 理由
自分または家族の仕事上の
理由

職業 会社員（正規雇用）

19 性別 女 年代 18～29歳 前住地 北海道 旭川市 住所 緑 理由
自分または家族の入学、進
学のため

職業 学生

26

夜道が暗い。商業施設が少ない。豊かな自然を推している割に整備が行き届いていない。観光地としても中途半端。テナントを安くする等、観光、特に若い人向け
の店を増やす方法を考えるべき。土地を遊ばせておくより良いのでは。家賃が高いのに建物は古い。まず物件も少ない。建物の外見も小樽らしく基準を設けて統
一する。自分は奥沢に住んでいるが、車がなければ買い物にも不便。全体的に古き良き、というより小汚い印象が強い。地元としてもっと良くなって欲しい。生意気
で申し訳ありませんが、がんばって良い街にしてください。僕もがんばります。

27
自然の多いいい所だけど、観光に対してはいまいち。オタモイ海岸や水族館等のいい景観がうまく活かされていない。ニトリがオタモイ海岸の地質調査をしている
みたいだが、運河しか整備されていないと思う。

33
スターバックスなどのチェーン店がもっとほしい。せっかく国立大学があるのだから周辺を充実させてほしい。

30
高齢者向けのサービス施設が多く、街に活気がない。また、移住者に冷たい”村社会”的な人間関係が根深く、どこに行っても街に情が湧かない。

31
歴史があり魅力的な街並みだからこそ、観光産業に注力するのは理解できますが、永続的な税収を期待するのであれば定住者を増やす方向にしなければ将来
的に安定した税収が望めないのでは？札幌へのアクセスの良さをアピールし高層マンション建設を増やしてほしいです。

32
小樽は歴史も古くとても素晴らしい町です。北広島や恵庭・江別などと比べても、町中に漂う情緒は抜群。もっと札幌市民にアピールして移住を促進させるべき。
もったいない。
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□転入者 コメント一覧□ ※前住地が「０」「０」は海外からの転入です。

20 性別 男 年代 40～49歳 前住地 東京都 0 住所 緑 理由 未回答 職業 自営業

21 性別 男 年代 40～49歳 前住地 北海道 余市町 住所 色内 理由 住宅取得のため 職業
公務員・団体職員・教職員
（正規雇用）

22 性別 女 年代 30～39歳 前住地 北海道 札幌市 住所 オタモイ 理由 親や身内の健康上の理由 職業 会社員（正規雇用）

23 性別 男 年代 40～49歳 前住地 北海道 北見市 住所 塩谷 理由
自分または家族の仕事上の
理由

職業
公務員・団体職員・教職員
（正規雇用）

24 性別 男 年代 60～69歳 前住地 北海道 留寿都村 住所 山田町 理由
自分または家族の仕事上の
理由

職業 無職

25 性別 男 年代 30～39歳 前住地 愛知県 0 住所 桂岡町 理由 愛着があるから 職業 会社員（正規雇用）

36
子供を中心に考えたとき、公園施設の破損が目立つ。有料でもいいので「こどもの国」のような面積をいかした広場（野外）が一つくらいあってもいいと思う。

38

・ランニングコース等の充実が進めば嬉しい。旧手宮線～高島方面～色内埠頭公園などを走っているが、観光も含めた周回コースの整備もいいのではないか。ラ
ンニングや散歩している人も多く、北海製缶をめぐるコースも入れて観光・文化・スポーツを体験できる都市になって欲しいと思います。
・同じくウイングベイ小樽をランニングステーションとして、ランニング・公園・買い物・温泉・ホテル・散歩・カフェ・写真etcで集える周回コースの整備なんて良いなと
思っています。

44
・小樽再興の切り札は、カジノ誘致とワイン用ブドウ畑です。
・Ⅳ（問１７、問１８）の生活面に関する質問群が、行政視点のものしかない。暮らしやすさ～にくさの質問の幅・角度が狭過ぎる。

39
子供達が遊べるキレイな公園や遊具の整備をもっと充実させてほしい。水遊びが出来るような人工の川や大きな滑り台等、子供達の喜びそうなアスレチックをもっ
と増やして欲しいです。

40
現在塩谷在住ですが、買い物をする場が少ないのが困ります。あと室内で身体を動かし遊ぶ場所もなく、冬の時期は子供達が退屈します。小樽イオンに行くには
遠く、余市へ買い物、遊びに行くほうが多くなり、小樽の良さを感じることが少なく残念に思います。

43
退職して毎日散歩して小樽の魅力を満喫しております。旭展望台、赤岩、天狗山は歩くと気持ちいいですね。水天宮、住吉神社、竜宮神社にいつも参拝しに歩い
ています。そして何よりも運河沿いの遊歩道、旧手宮線の散策路と歩きやすい街小樽が大好きです。
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□転入者 コメント一覧□ ※前住地が「０」「０」は海外からの転入です。

26 性別 男 年代 60～69歳 前住地 東京都 0 住所 潮見台 理由 愛着があるから 職業 無職

27 性別 女 年代 18～29歳 前住地 北海道 北斗市 住所 長橋 理由
自分または家族の仕事上の
理由

職業
公務員・団体職員・教職員
（正規雇用）

28 性別 男 年代 30～39歳 前住地 岐阜県 岐阜市 住所 新光 理由 その他 職業 自営業

29 性別 女 年代 30～39歳 前住地 神奈川県 川崎市 住所 新光 理由 その他 職業 パートタイム・アルバイト

30 性別 男 年代 60～69歳 前住地 北海道 札幌市 住所 桜 理由 住宅取得のため 職業 無職

31 性別 男 年代 18～29歳 前住地 北海道 千歳市 住所 新光 理由
自分または家族の仕事上の
理由

職業 会社員（正規雇用）

45
小樽で生まれ大学迄育った土地であり、祖父母の代より小樽で生活していた関係で幾度もいろいろな所へ転勤生活をしてきましたが、やはり仕事も終わり老後の
生活は小樽と決めておりました。東京でもアイサツで出身地はどこですか、と聞かれると、北海道とは言わず小樽ですと答えており、それ位、東京でも有名であり、
人気のある土地であり、ほこれる土地です。

47

除雪で苦労する高齢者が多いと思う。子育て世代や若者が利用できる場所（商業施設や勉強できるスペースなど）が全くと言っていいほどない。函館のようにツタ
ヤ書店やシエスタ函館のような人が集う場所が欲しい。いつまでも古さが目立ち、歴史はあるがそこから一歩進めていない。市なのに田舎っぽい。故郷なのに進
化が見られず、いまいち好きになれない。もっとより良く次世代が住みよい街にしてほしい。本気で思う。駐車場料金をいつまでも巻き上げないで欲しい！他市町
村ではとられていないのにおかしいです。小樽に来ると損をする。改善してください。

51

小２から大学（４年制）卒業まで住んでいた小樽に、春より２年ぶりに戻って参りました。比較的に土地が平らな場所に住んできただけに、久しぶりに小樽をじっくり
巡って坂が非常に多い中で住宅街やバス通りなどと化して発展している凄さを実感いたしました。一方で、市民が多く利用する施設（市役所別館や総合体育館な
ど）の老朽化も目につきました。札幌の存在に決して甘んじることなく、ハード面やソフト面を自分たちの力でアップデートしていき、新しい小樽を創っていけるように
精進しましょう！

48
夜になるといろんなお店が早く閉まるイメージ。もっと深夜まで営業してる店が増えると生活しやすそうな気がしている。役所の対応は以前住んでいた場所より丁
寧で親切だから何かと助かった。

49

高齢人口が多く、人口減少が急速に進んでしまうのはもう止められないと考えます。人口を増やす政策より。減ることを前提にして市民を行政の対話の場を設け、
どのような政策が必要か、維持することが難しいサービスについても情報を開示してどのように対策をとっていこうと考えているのかオープンにしていって欲しいと
思います。
人口を増やそうとする政策より、福祉に力を入れて欲しいです。また、新しいことに積極的に取り組み、出る杭を伸ばす風土を作っていって欲しいです。

50
除雪・排雪についてもう少し頑張ってほしいです。
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□転入者 コメント一覧□ ※前住地が「０」「０」は海外からの転入です。

32 性別 女 年代 40～49歳 前住地 神奈川県 横浜市 住所 潮見台 理由
自分または家族の仕事上の
理由

職業
公務員・団体職員・教職員
（正規雇用）

33 性別 女 年代 18～29歳 前住地 北海道 岩内町 住所 花園 理由 結婚のため（事実婚含む） 職業 パートタイム・アルバイト

34 性別 男 年代 18～29歳 前住地 神奈川県 藤沢市 住所 相生町 理由 愛着があるから 職業 自営業

35 性別 女 年代 30～39歳 前住地 北海道 栗山町 住所 新光 理由 結婚のため（事実婚含む） 職業 専業主婦・主夫

36 性別 男 年代 50～59歳 前住地 北海道 寿都町 住所 新光町 理由
自分または家族の仕事上の
理由

職業 会社員（正規雇用）

37 性別 女 年代 40～49歳 前住地 北海道 札幌市 住所 銭函 理由 通勤・通学の利便性のため 職業 会社員（正規雇用）

52
市立図書館なのに蔵書が少なくてびっくりした。通信制の大学で学んでいるが、レポートを書くための資料が小樽では手に入らないので困っている（道立図書館か
らの取り寄せに時間がかかりすぎる）。場所によってはバスの本数がないので車を持たない身としてはとても生活しにくい。住みにくいので札幌に引っ越します。小
樽は観光地としては素敵ですが生活しずらいです。

54
他の地域は１人につきクーポン（町内や市内で使える）が配布されていますが、何もないのが残念です。市内の個人店が活性化しない理由もわかります。

59

人が少ないのでとにかく静かで騒がしくない。転入後から今まで、夜すごく良く眠れています。夜が静かで良い。昼の生活の不便さは札幌市内とかなり差が大き
い。
街のさびれた雰囲気は、外出意欲が下がってしまいます。ガードレールの錆び、ペンキの剥がれ、雑草が全て放置されている。全体的にさびれている。さもしい雰
囲気がある。
広域なので銭函には手が回らないのかもしれないですが、せっかくＪＲ駅があるので、お手入れ（サビ、ペンキ、雑草、枝、廃屋の撤去）をお願いしたいところです。
あと、小樽は河の木がとてもキレイです。海鳥や野鳥も多く、銭函駅周辺の歩道の整備が行き届けば、散策を楽しめる環境かと思っていますが、今のところ残念な
状態であると感じました。ぜひ改善をお願いします。観光収入が減り、市の財政は大変だろうな、、、と思っていました。観光客が少ないのは静かでありがたいので
すが・・・。応援しているので頑張ってください。

55
今後のより深刻な高齢化社会の見本となる様な町を目指し、何事にも迅速に対応してほしい。だからと言って高齢者だけに目を向けるのではなく、これからを担う
若者に対しても充実した施策が行われることを切に願います。

56
住宅街の外灯が少ないせいか暗く感じる。夜に学生が歩いていると不安だろうなと思った。近くでの不審者の声かけなどもあったため、もう少し歩きやすくした方が
いいのかなと。バスや歩行者の多いところなので考えてほしい。

58
子供達が安全、楽しく住める町にしてほしい。また教育を充実させることにより小樽へ移住者が増え若年層の人口増が望める町づくりを期待します。
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□転入者 コメント一覧□ ※前住地が「０」「０」は海外からの転入です。

38 性別 女 年代 30～39歳 前住地 北海道 伊達市 住所 桂岡町 理由 結婚のため（事実婚含む） 職業 パートタイム・アルバイト

39 性別 女 年代 18～29歳 前住地 北海道 0 住所 奥沢 理由 結婚のため（事実婚含む） 職業
公務員・団体職員・教職員
（フルタイムかつ非正規雇
用）

40 性別 女 年代 40～49歳 前住地 北海道 恵庭市 住所 奥沢 理由 愛着があるから 職業 その他

41 性別 女 年代 18～29歳 前住地 北海道 札幌市 住所 稲穂 理由 その他 職業 会社員（正規雇用）

42 性別 女 年代 18～29歳 前住地 北海道 札幌市 住所 桜 理由
自分または家族の仕事上の
理由

職業 会社員（正規雇用）

60
主要道路以外も、除雪に気を配ってほしい。アパート前の小さな道ですが、去年は何台も埋まっていた。右にも左にも埋まっている車がいたり、ゴミ収集車も埋まっ
て道をふさいでいた。近所の方の話によると毎年何台も埋まっているようです。

62

・小樽市役所の職員で小樽をより良くしようとしている職員が小樽市外に住居を置いている人があるのは良くないと思います（人口対策をしているのに）。まずそこ
から変えるべき。
・今後の新入社員からでも良いので、小樽市に住居を置く職員を取るべき。
・小樽市の保育士、幼稚園教諭の給与が少ない理由で退職する人が多いので対策してほしい。人口減少に歯止めをかけて活気のある街にしていきたい。職員の
皆さんも検討をお願いします。

66
小樽市で生まれ育って、他の街にも住みましたが潮の香りのするこの街が忘れられず、他の街の医療機関を利用しているにもかかわらず帰ってきました。実家の
周りの公園が無くなっているなど、さみしいこともありましたが、ＪＲを利用していると見える海がこの上なく好きで、この風景をもっとＰＲしても良いのではないかと
思います。観光地としてのアピールもわかるのですが、住む人のための街作り期待してます。

69

お忙しい中ご苦労様です。私は小樽の景観が好きです。高い建物も少なく圧迫感のない感じが好きです。自然が身近で様々な歴史ある建築が混ざっている所も
魅力です。問題に感じているのは若者の良い就職先が少なく、札幌に流れてしまう事だと思います。外から来るのを期待するのは難しいと思います。すぐ隣は札
幌です。交通の便やショッピング施設等では比較するまでもないでしょう。流れを止めるとすれば、市外に出る大きな理由「大学」「就職」かと。私は札幌で就職しま
した。理由は小樽の求人より給金等が良く、女性でも行いやすいくらいの動く仕事だったからです。もっと選択ができる市になってくれればと考えています。
乗る人が少ないバスを増やして、利便性ＵＰ等で他と張り合うには現状人が少なく、無理が生じることは間違いありません。札幌が近い以上、小樽だからこその良
さを活かして欲しいと思います。また、学生の環境に関しても、現代にあったところを増やし他と差をつけても良いのかもしれません（固定概念となっている「スカー
ト」「ズボン」「リボン」「ネクタイ」）。メイクも、学生時代はダメと言われても社会に出たとたん逆の事を言われる理不尽。オフィスメイクの許容など、社会を見据えた
環境、性別の枠を無くした環境は現代では先駆けていれば注目度も高いと思います。

71
学生時代に比べ、交通の便が悪くなりすぎている。アパートを借りて気づいたが、不便な割に家賃が高い。大学生も札幌から通う理由が明確である。低所得層が
多いこの町で人が出ていく原因はまさにコレ。人を呼び込むなら、まず観光より地元民を大切にするべき。今はどちらも中途半端で上手くいっていない。コロナで小
樽には観光しかないことが良くわかった。
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□転入者 コメント一覧□ ※前住地が「０」「０」は海外からの転入です。

43 性別 男 年代 70歳以上 前住地 北海道 札幌市 住所 長橋 理由 住宅取得のため 職業 無職

44 性別 男 年代 60～69歳 前住地 北海道 札幌市 住所 梅ヶ枝町 理由 愛着があるから 職業 パートタイム・アルバイト

45 性別 男 年代 18～29歳 前住地 栃木県 宇都宮市 住所 銭函 理由 通勤・通学の利便性のため 職業 学生

46 性別 男 年代 40～49歳 前住地 北海道 札幌市 住所 星野町 理由 結婚のため（事実婚含む） 職業 会社員（正規雇用）

47 性別 女 年代 30～39歳 前住地 北海道 札幌市 住所 新富町 理由
自分または家族の仕事上の
理由

職業 会社員（正規雇用）

48 性別 女 年代 40～49歳 前住地 北海道 松前町 住所 桜 理由
自分または家族の仕事上の
理由

職業
公務員・団体職員・教職員
（正規雇用）

72

安価だったことと、年金生活のためと、札幌に近いことで決めました。小樽駅を終着にしているため交通が不便に思います。坂が多いところに歴史のある街がある
のはどうしてだろうかと思いながら街を散策しています（札幌は平野です）。にしんと札幌と言う大都会の入口だからではないか、しかし大阪から東京になり、苫小
牧に港が出来たので太平洋側に発展しているから静かなのかと思いました。でも小樽は歴史と観光の街とロマンティックなイメージがあります。

73
やっぱり生まれ育った小樽が良いです。これからもずっと住みたいと思っています。

74
マイナンバーカードを所持しているがコンビニで住民票等が発行できなくて残念でした。

76
・もっと街を活性化させてほしい。
・落ち葉のゴミ捨てを無料にしてほしい（札幌は無料でした）。
・星野町周辺に施設が何もないので張碓を越えなくてもいいようにしてほしい。

78
ドライブスルーが出来ると所を増やしてほしいです。

79
子どもの医療費助成の期間が短い。
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□転入者 コメント一覧□ ※前住地が「０」「０」は海外からの転入です。

49 性別 女 年代 70歳以上 前住地 北海道 札幌市 住所 稲穂 理由 愛着があるから 職業 パートタイム・アルバイト

50 性別 男 年代 40～49歳 前住地 北海道 函館市 住所 稲穂 理由
自分または家族の仕事上の
理由

職業 会社員（正規雇用）

51 性別 男 年代 30～39歳 前住地 東京都 0 住所 赤岩 理由 愛着があるから 職業
公務員・団体職員・教職員
（正規雇用）

52 性別 女 年代 18～29歳 前住地 0 0 住所 入船 理由
転入前の居住地は生まれ
育ったまちではないから

職業 会社員（正規雇用）

53 性別 男 年代 60～69歳 前住地 北海道 岩見沢市 住所 富岡 理由
自分または家族の仕事上の
理由

職業 無職

54 性別 女 年代 18～29歳 前住地 北海道 恵庭市 住所 東雲町 理由 その他 職業 その他

82
出身地が小樽と言うと「良いですね」という言葉が必ずと言っていいほど返ってきます。他の土地の方が良い所と思っているのは何故なのか、小樽生まれの私に
はよく判りません。あこがれられる理由をもっと追究してほしいと思います。あぐらをかいていてはいけないと思います。

86
教育に関する強化、公園の整備、図書館等の勉強できる環境整備（公共の）、賃貸アパート等を札幌より住みやすい状況に！高すぎて借りれない。知名度はある
のに人口は減っていく一方・・・

87

小樽で産まれ小樽で育ち、小樽に愛着があるので、通勤等に不便だったり転勤の際単身赴任になる覚悟で住宅を購入しました。しかし、小樽市役所の職員の方
に小樽市以外の場所から通勤している方が居ると聞いたことがあります。小樽市の職員なのだから、小樽市に居住するのは当然のことで、高齢化が進み一人でも
多くの働く世代が居なければならないのに、その親元である市役所の職員が市民でないということに大変疑問を持ちます。市民ではない方の業務で市民サービス
は向上するのかとも思ってしまいます。

88
小樽は日本一住みやすいと思います。梅雨、台風が無く、地震にも強く、海・山・自然があり、イオン、ドンキホーテもあり、生活に便利。その上札幌にも行きやす
く、空港まで電車一本で行けるので東京も近い。でもファミレスがほしいです。ガストかコメダがあると最高です（サイゼリアも）。

92
海、川、山があり、自然環境に恵まれている。また、医療機関が充実していて住みやすい。ただ仕事があまりないので人口がどんどん流出しているのは淋しい。働
く場所をもっと充実させて、人口流出を防ぐことは町の発展、活性化には絶対必要です。

93
転入理由は人が温かいから。小樽が住みにくいと思うのは坂が多いこと。もう少し活気が戻ればいいなと思います。
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□転入者 コメント一覧□ ※前住地が「０」「０」は海外からの転入です。

55 性別 女 年代 30～39歳 前住地 北海道 札幌市 住所 富岡 理由
自分または家族の入学、進
学のため

職業 パートタイム・アルバイト

56 性別 男 年代 30～39歳 前住地 北海道 札幌市 住所 緑 理由 住宅取得のため 職業
会社員（フルタイムかつ非正
規雇用）

57 性別 女 年代 40～49歳 前住地 東京都 0 住所 望洋台 理由 結婚のため（事実婚含む） 職業 自営業

58 性別 男 年代 40～49歳 前住地 神奈川県 大和市 住所 新光 理由
自分または家族の仕事上の
理由

職業 自営業

59 性別 男 年代 60～69歳 前住地 北海道 札幌市 住所 朝里 理由 その他 職業 会社員（正規雇用）

60 性別 男 年代 40～49歳 前住地 北海道 札幌市 住所 銭函 理由
勤務先は変わっていないが
居住環境を変えたかった

職業
会社員（フルタイムかつ非正
規雇用）

96
夜、街灯が少なく、住宅街を歩いていると真っ暗です。坂道を下るときや上るときに何度もつまずき、危ない思いをしました。また、歩道橋から下りたときに、自転車
とぶつかりそうになりました。歩道橋自体もサビがひどく穴があり危険だと思います。

98
・市役所、受付に態度が悪いのが何人かいる。かつて接客をしていた自分から見ればありえない！あんなのでよく人前に出ているなと本気で思った。要改善！
・小樽市特有と思われるが人格的にクセのある人が多いと思う。これは仕方のないこととは思うが全体的に見て住みずらい。

99
ほのぼのとしていて良いのですが、ずっと住むにはさみしくなります。

101

・ゴミの分別や資源回収に関しては、他の自治体に比べて大きく遅れているように感じる。資源回収ＢＯＸを充実してほしい。
・他の自治体では可燃物処理場の排熱を利用した温水プールや入浴施設が存在する。小樽市もプールを新設するのであれば可燃物処理場と一体化した方が良
いと思う。
・国民健康保険の高さは異常である。
・市役所の窓口対応はあまりいい印象がない。

102
車への予告信号メッセージ、あれば助かります。国道５号、張碓～朝里に降りる坂の信号（柾里、新光３丁目３）の前３００ｍ付近。

103
銭函は海や山が近く、お洒落な店も増えてきており、小樽や札幌へも電車で３０分程で行けるので非常に良い場所と思って転居いたしました。
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□転入者 コメント一覧□ ※前住地が「０」「０」は海外からの転入です。

61 性別 男 年代 18～29歳 前住地 北海道 七飯町 住所 富岡 理由
自分または家族の入学、進
学のため

職業 学生

62 性別 女 年代 60～69歳 前住地 千葉県 千葉市 住所 入船 理由 未回答 職業 無職

63 性別 女 年代 18～29歳 前住地 0 0 住所 稲穂 理由 結婚のため（事実婚含む） 職業 パートタイム・アルバイト

64 性別 男 年代 40～49歳 前住地 北海道 室蘭市 住所 幸 理由
自分または家族の仕事上の
理由

職業
公務員・団体職員・教職員
（正規雇用）

65 性別 女 年代 50～59歳 前住地 北海道 旭川市 住所 入船 理由
自分または家族の仕事上の
理由

職業 専業主婦・主夫

66 性別 男 年代 18～29歳 前住地 東京都 町田市 住所 朝里 理由
自分または家族の仕事上の
理由

職業 会社員（正規雇用）

104
転入して１年ほど経ちますが、自然が豊かで楽しい暮らしができています。観光名所が多く、見所が多いと感じています。

107

・道道を挟んで家の反対側に階段がありますが、高齢者や登下校の際に利用している児童を良く見かけます。その階段が破損が激しく、いつ事故が起きてもおか
しくないような状態です。なんとかならないでしょうか。このままでは危険です。
・今年は何度かキタキツネに遭遇しました。キタキツネ対策を考えていただけると安心です。
お願いばかりですみません。

109
主な交通手段が車やバスにも関わらず、道路状態が非常に悪いです。穴だけを埋めるのではなく、全体を補修して欲しいです。

111
冬期の除排雪が不十分だと思います。

113
道がでこぼこしていて雪が積もったときに歩きにくい。歩道にも傾斜がある。

119
住民税や水道代、物価（アパート家賃や駐車場代等）が札幌より高いため、小樽で働いていても星置や手稲に住む人が多いかと思いますので、値下げをし札幌と
の差別化をし、小樽市に住むメリットを生み出す必要があると思います。
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□転入者 コメント一覧□ ※前住地が「０」「０」は海外からの転入です。

67 性別 男 年代 40～49歳 前住地 北海道 音更町 住所 新光 理由
自分または家族の仕事上の
理由

職業
会社員（フルタイムかつ非正
規雇用）

68 性別 女 年代 70歳以上 前住地 北海道 札幌市 住所 桜 理由 愛着があるから 職業 無職

69 性別 女 年代 30～39歳 前住地 北海道 札幌市 住所 見晴町 理由 離婚のため 職業 パートタイム・アルバイト

70 性別 男 年代 30～39歳 前住地 神奈川県 横浜市 住所 入船 理由
自分または家族の仕事上の
理由

職業 会社員（正規雇用）

71 性別 女 年代 18～29歳 前住地 青森県 青森市 住所 長橋 理由 結婚のため（事実婚含む） 職業
公務員・団体職員・教職員
（正規雇用）

72 性別 男 年代 60～69歳 前住地 北海道 札幌市 住所 花園 理由 通勤・通学の利便性のため 職業 パートタイム・アルバイト

73 性別 女 年代 30～39歳 前住地 北海道 北広島市 住所 色内 理由 結婚のため（事実婚含む） 職業
会社員（フルタイムかつ非正
規雇用）

120
・私がコロナに感染したときは食料などを届けていただきました。ありがとうございました。
・車中泊してゴミを捨てていく連中や、車内から道路にゴミを捨てていくドライバーが多い気がします。

121
ふれあい回数券をＩＣカードにはできないのですか？

125
マイナンバーカードで住民票をコンビニで出せるようにしてほしい。何のための設定なのかわからない。色々と遅れているので早急な対応を希望します。

136
行政サービスをもっと向上させてほしいです。例えばマイナンバーカードでコンビニでも住民票を受け取れるようにしてほしいです。

126
・子育て世代が気軽に集まれる場所が少ない（冬にインドアで）。
・ごみの収集ステーションの設置を行政で行ってほしい。カラスが悪さをして困る。

130
パートナーも移住者ですが、移住における補助が無く残念と話し合っていました。

135
転入時、市役所窓口及び職員の皆様の対応はとても親切で札幌とは全く違い驚きました。有難く思っております。
残念なことは、観光地のせいか、食べ物が高価なこと。歴史の特性か人々と馴染みにくいこと（物価が高い、家賃・食料全て）。店舗等の店員さんたちの対応の悪
さ。閉鎖的な町という感じです。
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□転入者 コメント一覧□ ※前住地が「０」「０」は海外からの転入です。

74 性別 男 年代 30～39歳 前住地 北海道 札幌市 住所 稲穂 理由 結婚のため（事実婚含む） 職業 会社員（正規雇用）

75 性別 女 年代 50～59歳 前住地 神奈川県 横浜市 住所 住ノ江 理由 愛着があるから 職業
公務員・団体職員・教職員
（フルタイムかつ非正規雇
用）

76 性別 女 年代 18～29歳 前住地 北海道 名寄市 住所 緑 理由
自分または家族の入学、進
学のため

職業 学生

77 性別 男 年代 60～69歳 前住地 北海道 札幌市 住所 塩谷 理由 自分の健康上の理由 職業 未回答

78 性別 女 年代 50～59歳 前住地 北海道 札幌市 住所 朝里川温泉 理由 愛着があるから 職業 会社員（正規雇用）

79 性別 女 年代 70歳以上 前住地 北海道 札幌市 住所 築港 理由 その他 職業 会社員（正規雇用）

137
マナーが悪い。

138
現在、小樽市内で起業しようと考え進めています。（兼業で）小さな事業です。リモートワークと適正な賃金で雇用を生み出す未来をこの小さな店から始めたいと思
います。

145
高齢者が多いので、小樽市役所などの階段利用が困難のように思えます。小樽築港ＪＲ駅への通路やエレベーターの床などの汚れが非常に残念です。

141
私は大学入学を機に小樽に転入しました。慣れない環境の中でしたが、小樽のひとたちのあたたかさを感じ、不安はいつの間にか無くなっていました。私は小樽
のまちなみやひとが大好きです。大学でたくさんの知識や経験を身に付け、小樽のためにできることを、力になれることを少しでも多く見つけ貢献したいと考えてい
ます。卒業後も小樽に残ろうかなと考えています。これからもよりよいまちづくりを進めていただけることを願っています。

142

人口減少が多く高齢化が高いです。特に若い人の人口が大変少ないのですが住みにくい市なのでしょう。特に札幌と比較して生鮮品の物価は10％高いと思いま
す。同じチェーンスーパーなのに高いです。これは小樽が観光地を重要政策を進めて来た為の観光地価格となっている為と思います。農業、漁業も衰退し、余市・
仁木等の生産物もほとんど札幌に運ばれ、物流費をかけて戻ってくる為でしょう。このままの観光地化優先を進めると小樽市の若者はどんどん札幌に流出するで
しょう。実際、小樽に働いている若者は札幌から通勤している人が大変多いです。ただ病院が多く高齢者にやさしい街と言われていますが、スポーツジムもほとん
どなく、住んで働いて楽しむ、観光一辺倒では将来は厳しいと思います。まだまだ気の付いていることはありますが、又の機会に致します。

143
ゴミの分別が札幌市の方が良かったと思います。燃やす、燃やさないの袋も一緒で良かったと思います。観光地として運河は本当にステキだと思います。夜まで
やっているお店が少なく、暗くなるのが早い街のように感じます。住みやすいとは思います。市役所などはもう少し立地の良いところにあると良いのかなあと思いま
す。
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□転入者 コメント一覧□ ※前住地が「０」「０」は海外からの転入です。

80 性別 女 年代 30～39歳 前住地 北海道 池田町 住所 望洋台 理由 未回答 職業 専業主婦・主夫

81 性別 女 年代 18～29歳 前住地 北海道 札幌市 住所 入船 理由
自分または家族の仕事上の
理由

職業
公務員・団体職員・教職員
（フルタイムかつ非正規雇
用）

82 性別 女 年代 50～59歳 前住地 北海道 札幌市 住所 若竹町 理由 愛着があるから 職業 会社員（正規雇用）

83 性別 男 年代 40～49歳 前住地 北海道 札幌市 住所 山田町 理由 通勤・通学の利便性のため 職業 会社員（正規雇用）

84 性別 女 年代 30～39歳 前住地 北海道 札幌市 住所 豊川町 理由 離婚のため 職業 会社員（正規雇用）

85 性別 女 年代 60～69歳 前住地 北海道 札幌市 住所 望洋台 理由 その他 職業
会社員（フルタイムかつ非正
規雇用）

147
札幌が近いがレトロな感じもあるこのまちが好き

151
札幌からの距離も丁度良く、住みやすい街だと思います。

162
仕方のないことかもしれませんが、介護保険料が高いと思います。少ない年金がますます少なくなっていますので働かざるを得ません。

156

①自分もその１人ですが、空き家をもっと活かせば良いと思う。今は古民家流行（笑）私は古い家に越してきましたが、環境共にとても気に入っています。空き家を
安く賃貸でも売り家でも活かせないのかと散歩をしながらいつも考えています。散歩と言えば外灯が少ない。暗い。もう少し明るくしてほしい。
②堺町通などせっかく日中賑わっていても18時で閉店が多く観光客が楽しめないと思う。私は観光に携わった仕事をしておりますが、小樽に宿泊しないのはそこ
にも一因があるような気がします。ですが地元外にも小樽は大人気。私も大好きです。頑張ってまた活気ある小樽に一日も早く戻ってほしいと節に願っておりま
す。

157

・ＮＨＫに住所をおしえているのですか？転居先とか。
・問１８は「その他」を設けて記入させるようにしないのはなぜですか？都合悪いことを書かれたくないからですか？（問１７も）
・このアンケートによりどんな施策が生まれるのですか？生まれた際にはアンケートが役立ったことを表さないと、書いてて意味あるのかなと思ってしまいますの
で。
・転入後のフォローは何かしないのですか？例えば・・・・そっちで考えてください。フォローあるだけで転入してよかったと思ってもらえますよ。

159
子どもの遊べるような公園が少ないという印象です。買い物も結局札幌まで行ってしまいます。
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□転入者 コメント一覧□ ※前住地が「０」「０」は海外からの転入です。

86 性別 男 年代 50～59歳 前住地 北海道 帯広市 住所 若竹町 理由
自分または家族の仕事上の
理由

職業
公務員・団体職員・教職員
（正規雇用）

87 性別 女 年代 18～29歳 前住地 北海道 札幌市 住所 望洋台 理由
自分または家族の仕事上の
理由

職業
会社員（フルタイムかつ非正
規雇用）

88 性別 男 年代 30～39歳 前住地 北海道 留萌市 住所 花園 理由 結婚のため（事実婚含む） 職業 会社員（正規雇用）

89 性別 女 年代 60～69歳 前住地 北海道 札幌市 住所 信香町 理由 親や身内の健康上の理由 職業 自営業

90 性別 女 年代 18～29歳 前住地 富山県 富山市 住所 緑 理由 結婚のため（事実婚含む） 職業 パートタイム・アルバイト

91 性別 女 年代 40～49歳 前住地 北海道 札幌市 住所 新光 理由 未回答 職業 パートタイム・アルバイト

164

・若竹町に在住しているが、近所に商店街がなく、買い物は線路を渡りイオンに行かなければならず、不便である。セコマはあるが、１軒のみで食堂らしき店もな
い。全道各市を転勤しているが、若竹町のような商店のない地域に住むのは初めてである。小樽市内の飲食店の人は若竹町は小樽ではなく若竹町だからねと
言っていた。小樽市のイメージとはかけ離れていて残念だ。
・市内では車の運転が荒いように感じる。スピード出し過ぎでしょう。特に築港駅に向かうＲ５の坂道、歩道を歩いていても恐ろしい時がある。

165

小樽市は山も海もある自然豊かな場所なので、とても住み心地が良く大好きな私の故郷です。また、建築物の歴史的・文化的な価値も高い場所でもあるので、今
後も景観維持を続けて素敵なまま後世に残ってくれると嬉しいです。ただ、若い世代としての意見で多いのが、コロナ禍なこともあり、お店が閉まるのが早いという
こと、ショッピングモールが少ないという話をよくします。その結果、若い世代が札幌市などの小樽市外へと移住してしまっていると思います。また、市内での転職
活動を行ってみて、就職先がすくないことも理由の一つとして上げられると思いましたので、今後小樽をもっと住みよい場所として存続されていくように何かの役に
立てば嬉しく思います。

175
子どもが遊べる公園を整備して欲しい（遊具など）。

168
小学生・中学生の医療費の無料や高校生の医療費を１割など子育ての負担を少なくしてほしい。小～大学生など大変なお金がかかるから。他の市町村のモデル
になるような子供に優しい小樽市になってほしい。

170
子どもの頃はデパートが3つもあり町に活気があったが、今は商店街も観光が多く淋しい。観光地として運河周辺は賑わっているが、１８時過ぎると暗く淋しい。子
育て世帯が増える施策をもっと取り入れてほしい。人口が少しでも増加することを期待しています。

171
道路（歩道含み）がガタガタで歩きにくい。
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□転入者 コメント一覧□ ※前住地が「０」「０」は海外からの転入です。

92 性別 男 年代 60～69歳 前住地 北海道 中川町 住所 オタモイ 理由
楽しむ場所や機会が充実し
ているから

職業 無職

93 性別 男 年代 60～69歳 前住地 北海道 京極町 住所 豊川町 理由 自分の健康上の理由 職業 無職

94 性別 男 年代 18～29歳 前住地 北海道 余市町 住所 緑 理由
子どもが生まれる予定があっ
たor生まれた

職業 会社員（正規雇用）

95 性別 女 年代 40～49歳 前住地 北海道 札幌市 住所 赤岩 理由
自分または家族の仕事上の
理由

職業
公務員・団体職員・教職員
（正規雇用）

96 性別 女 年代 40～49歳 前住地 北海道 札幌市 住所 稲穂 理由 家賃や地代が安いから 職業
会社員（フルタイムかつ非正
規雇用）

177

・令和２年４月に転入し、これまでに利用した公共の施設は総合体育館、陸上競技場、図書館、市立文学館、美術館、高島プール。勤務されている方皆さん親切
に対応してくれると感じています。陸上競技場の個人使用は当日受付なので、自家用車を持っていない私には事前の受付が可能だと便利なのですが。
・１０月中旬、勝納川の川沿を国道のところから上流へ歩きましたが、サケだかマスだか遡上していました。カモも居ついているようです。道や川べりにゴミが結構
あり少し残念でした。
・定山渓の紅葉を観て来ましたが、小樽公園や手宮公園もものすごくきれいです。あと、オタモイから幸町～長橋を通るバスに乗っていてきれいだなと気づいたの
が道路沿いに植えられている黄色に色づく木です。
・高齢者のためのバス料金の割引があると助かります。

180
・せっかく海・山・温泉・食等、良い所が沢山あるのだからいかした町づくり、観光に力を入れて欲しい。
・風情のある古民家をもっと活用して欲しい。（小樽に初めて来た知人が”小樽の良い所はレトロで風情があるところ”と言っていたので）
・小樽ビールは本当においしいので、もっとアピールするべき！

183

問１９に「住みにくい」にした理由は単純です。僕は余市育ちで、自然を見るのが好きだったり、余市全体ののどかなゆったり感が僕にとっての癒しです。なので、
小樽がすごく嫌いだから「住みにくい」にした訳ではないので、理由があっての事です。ショッピングや遊び場（小樽ＡＥＯＮ）などすごい充実していて不便性が全くな
いですので、これからも「小樽の町」をよろしくお願いいたします！

184
札幌に近い魅力度ランキング上位などの好条件をうまく観光や人口増加に結びつけられていないと感じる。もっと小樽の魅力や良さを市外にアピールする（行政
主導で）必要を強く感じる。

189
２５年ぶりくらいで戻って来たのですが、小樽で働きたく、応募もしたのですが、高所得での仕事も得られず、、、なかなか厳しい現状でした。現在は結局札幌に通
勤になりましたが、ＪＲ小樽駅前近辺は便利なのでこのまま住みたいと思っています。高齢の両親は今のところまだ元気ですが、前より身近になったので良かった
です。私本人は車に乗らないので、小樽駅前近辺に日帰りサウナなどリフレッシュする場所があると良いです。観光客でもありませんが、ドーミーインによく泊まり
ます。
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□転入者 コメント一覧□ ※前住地が「０」「０」は海外からの転入です。

97 性別 女 年代 18～29歳 前住地 北海道 札幌市 住所 銭函 理由 その他 職業 会社員（正規雇用）

98 性別 男 年代 40～49歳 前住地 北海道 八雲町 住所 稲穂 理由
自分または家族の仕事上の
理由

職業 会社員（正規雇用）

99 性別 女 年代 40～49歳 前住地 北海道 苫小牧市 住所 東雲町 理由
自分または家族の仕事上の
理由

職業
公務員・団体職員・教職員
（正規雇用）

100 性別 女 年代 70歳以上 前住地 北海道 札幌市 住所 銭函 理由 未回答 職業 未回答

192
銭函に限定されるかもしれませんが、「海と山」ともに過ごせる環境は日本中探しても多くないと思います。また、札幌への利便性も良く（車がある場合）こんないい
いところはないと思っています。今は子供はいませんが、将来子育てをするならこのような環境がいいと心底思います。

193
高齢化が進む町と聞くと、マイナスのイメージが先行しますが、高齢者が住みやすい街は誰もが住みやすい街だと思いますので、そうした町をつくっていけると良
いのかと考えます。小樽のイメージは良いと思いますが定住と結びついていない印象を受けますので、「行きたい町」にとどまらず「住みたい町」になる様、住民
サービスの充実、魅力の発信を強化していければと思います。行政と市民が一体となって進めていけるのが理想ですね。

194
観光資源がたくさんあるのに、活かされていないと思う。石造りの倉庫やガラスはすばらしい歴史的財産であるので、もっと価値を高めていくべきで、そういう所に
税金を使って整備すると、小樽市に観光客がもっと来ると思う。運河を保存とした意味についても、もっと考えるとよいと思う。雪あかりシーズンの運河の美しさは
絶景であるのに、あまり知られていないと思う。小樽の歴史を上手に残した街づくりを行ってほしいです。

196

昭和５１年６月１日から夫婦で銭函に居住。令和元年１１月１日、理由があって妻（このアンケートの対象者）が家出。令和２年８月１日、夫が施設に入所したので銭
函に戻る。
市外に転出した主なきっかけは、小樽市内の不動産業者が相談（市内での転居）に消極的。戻った主な理由は自宅のため（自宅でなければ戻らなかったと思う）。
昭和５１年から４５年間、銭函に居られたのは、勤務の大半が市外への通勤で生活感が薄かったこともあります。その分、退職後はいろいろと・・・
●勤務地：札幌・岩見沢・滝川・苫小牧（小樽は３年のみ）
・地理的に札幌が生活の大部分を占めていて「ほぼ札幌市民」です。
・１０カ月の札幌での生活（家出中）は「便利」で「楽」でしたよ。
・小樽市への疑問
①オタルンカード（今もありますか？）の加盟店が銭函はゼロ
②除雪～歩道の確保は何とかなりませんか
※せっかくつけた歩道を除雪車がふさいでしまう
※排雪はマメにしてほしい
・日々の些細な出来事が生活を左右します。不満要素は人それぞれです。転出防止の参考として声を聞いてみては・・・
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□転入者 コメント一覧□ ※前住地が「０」「０」は海外からの転入です。

101 性別 女 年代 40～49歳 前住地 北海道 札幌市 住所 桜 理由 離婚のため 職業 会社員（正規雇用）

102 性別 男 年代 70歳以上 前住地 千葉県 袖ヶ浦市 住所 花園 理由 住宅取得のため 職業 無職

103 性別 女 年代 60～69歳 前住地 北海道 札幌市 住所 若竹町 理由 その他 職業 パートタイム・アルバイト

104 性別 女 年代 30～39歳 前住地 北海道 札幌市 住所 赤岩 理由 未回答 職業 会社員（正規雇用）

105 性別 男 年代 60～69歳 前住地 北海道 北見市 住所 若松 理由
自分または家族の仕事上の
理由

職業 専業主婦・主夫

106 性別 女 年代 40～49歳 前住地 千葉県 四街道市 住所 銭函 理由 愛着があるから 職業
会社員（フルタイムかつ非正
規雇用）

199

・小樽築港駅にコンビニ（キヨスクの様な）があるとちょっとしたものが買えるので便利だと思います（新聞など）。
・古い建物など残して欲しい。
・ビル・マンションなど高い建物を増やさないで欲しい。
・田舎の良さを残して欲しい（札幌との違いなど）。

200
自分の年代の交流イベントが少ないので転居予定。

201
古い概念にとらわれず若者が居住するのに良い環境を整えるべき。駅付近の環境はとても人口１０万人以上の街とは思えません。

197

札幌への通勤を考えると、札幌市内に住んでいた者にっとては住みづらいのは確かですが、小樽は大好きな市です。
高齢者が増えているので、高齢者向けのサービスをもっと充実させて、高齢者の住みやすい市になって欲しい。
交通機関や小樽で働く利点を作ると、逆に札幌からの通勤者も増え、小樽に移住したい人も増えるかもしれません。あと、小樽は賃貸マンション等の住宅にかかる
費用が高いと思います。札幌より選択肢が少ないのに高額なので取り組んで欲しいです。

198
歩道、道路が非常に悪い。場所によっては外灯が少ない。物価が高い。

204
海が近く休日に釣りに行ける等、自然で過ごす余暇が充実しています。今後はずっとここで暮らしていきたいと思います。
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□転入者 コメント一覧□ ※前住地が「０」「０」は海外からの転入です。

107 性別 女 年代 30～39歳 前住地 北海道 夕張市 住所 張碓町 理由
自分または家族の仕事上の
理由

職業
会社員（フルタイムかつ非正
規雇用）

108 性別 女 年代 50～59歳 前住地 北海道 北見市 住所 桜 理由
自分または家族の入学、進
学のため

職業 未回答

109 性別 女 年代 60～69歳 前住地 北海道 札幌市 住所 高島 理由 親や身内の健康上の理由 職業 無職

110 性別 男 年代 30～39歳 前住地 北海道 根室市 住所 稲穂 理由
自分または家族の仕事上の
理由

職業
公務員・団体職員・教職員
（正規雇用）

111 性別 女 年代 18～29歳 前住地 北海道 札幌市 住所 相生町 理由
自分または家族の仕事上の
理由

職業 専業主婦・主夫

112 性別 女 年代 40～49歳 前住地 兵庫県 姫路市 住所 長橋 理由 離婚のため 職業 パートタイム・アルバイト

113 性別 男 年代 50～59歳 前住地 山形県 米沢市 住所 花園 理由 その他 職業 パートタイム・アルバイト

207
保健所をなくしないでほしい。保健所、市職員は親切です。絶対保健所は必要なので、これからの時代、感染症がいつ流行るかわからないので必要であります。
読売新聞に２０万人人口にあるのが普通で１０万人人口であるのがめずらしいと新聞で書いてありました。小樽市の事を書いていました。

208
家賃相場が高く感じる。良い物件は多数あるが家賃で妥協せざるを得なかった。

209
夏カラスがうるさくて朝早く４時とかに起きることが多いので駆除してほしいとは思っています。

205
歴史ある街の魅力が多いすばらしい所と思います。どの市町村でも言えますが三世代～どの年代も過ごしやすい環境と感じています。芸術・文化豊かに市政・市
民一丸となってこのままの形が維持されたら良いな。いつもありがとうございます。これからもよろしくお願いします。

206
小樽へ引っ越しする際、物件探しに苦労しました。古くて家賃が高い印象です。ファミリー向けの物件も少ない感じがしました。

212
転入して１年程なのでまだわからないことだらけです。就職するのにシングルマザーは選択肢がなく大変だったので子連れ出勤できる企業があるといいなと思いま
した。

215
観光に力を入れていると思われるので、もっと美しく整った町づくりを希望します。市民にその誇りが持てるよう整備、行政を進めて欲しいと思います。
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□転入者 コメント一覧□ ※前住地が「０」「０」は海外からの転入です。

114 性別 男 年代 30～39歳 前住地 北海道 札幌市 住所 緑 理由
自分または家族の仕事上の
理由

職業 会社員（正規雇用）

115 性別 女 年代 40～49歳 前住地 東京都 0 住所 東雲町 理由 自分の健康上の理由 職業 専業主婦・主夫

116 性別 女 年代 30～39歳 前住地 北海道 札幌市 住所 新光町 理由 結婚のため（事実婚含む） 職業 専業主婦・主夫

117 性別 男 年代 50～59歳 前住地 北海道 倶知安町 住所 朝里 理由
自分または家族の仕事上の
理由

職業
公務員・団体職員・教職員
（正規雇用）

118 性別 男 年代 60～69歳 前住地 大阪府 吹田市 住所 豊川町 理由 親や身内の健康上の理由 職業 無職

119 性別 男 年代 70歳以上 前住地 北海道 札幌市 住所 新富町 理由 その他 職業 無職

218
車を持たすず生活をしようとすると街中に住むのが良い。しかし小樽の良さを景観、環境と考えると車がないと少し不便な街に住みたくなる。バスやタクシー電車も
多く小樽駅近くで暮らす分には不便さを感じない。外食が出来る場所が増えると人口が増えると思う。残念ながら食材は美味しいが料理の味がいまひとつの店が
多いと感じる。商店街もがんばっていると思うが、空き店舗の有効活用していただけたらと思う。まだ住んで一年、これから色々な小樽を知っていきたい。そして友
達や家族などを呼んでみたい。

219
小樽は坂道が多いため、冬の雪が積もったときに外を歩くことを控えています。排雪・除雪をして頂いていますが、よりあるきやすい道を求めます。とてもキレイな
街で観光も充実していて、海も山もあって楽しめるところが沢山あります。これからの小樽も期待して安心・安全なくらしができるように願っています。

222
ＪＲだと海を見ながら札幌通勤ができます。小樽に住もうと思った理由です。

216
子育て世代への支援をさらに充実させてほしいです。

223
道の駅ができると便利。運河付近に大きな駐車場を持つ道の駅ができると札幌方向から来るドライバーには便利。人口減、高齢化が全国でもいち早く顕在化する
小樽では、地域の外から来る交流人口、関係人口の増加が重要。

227
冬期間において幹線道路以外、道路が狭いせいも有るが除雪作業が少ない（予算が少ないせい？）気がします。
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□転入者 コメント一覧□ ※前住地が「０」「０」は海外からの転入です。

120 性別 女 年代 50～59歳 前住地 北海道 札幌市 住所 桜 理由
自分または家族の仕事上の
理由

職業
公務員・団体職員・教職員
（正規雇用）

121 性別 男 年代 60～69歳 前住地 愛知県 豊田市 住所 梅ヶ枝町 理由
自分または家族の仕事上の
理由

職業
公務員・団体職員・教職員
（正規雇用）

122 性別 女 年代 18～29歳 前住地 北海道 北広島市 住所 桂岡町 理由 自分の健康上の理由 職業
会社員（フルタイムかつ非正
規雇用）

123 性別 男 年代 70歳以上 前住地 愛知県 岡崎市 住所 東雲町 理由 愛着があるから 職業 無職

124 性別 男 年代 50～59歳 前住地 北海道 札幌市 住所 築港 理由
自分または家族の仕事上の
理由

職業
公務員・団体職員・教職員
（正規雇用）

125 性別 男 年代 18～29歳 前住地 宮城県 仙台市 住所 稲穂 理由
自分または家族の仕事上の
理由

職業 会社員（正規雇用）

233
海、山、坂道、歴史的な建造物がその街の中にあること、古い街並みなど風景には癒されます。今後高齢化に伴って福祉の充実、関わってくると思いますが、個
人的にはまだまだ現実として考えられません。その時に小樽で良かったと思える福祉を望みます。特に在宅医療が充実すると良いかと思ってます。

234
治安が悪いと思う。コンビニやスーパーで集団で溜まっている人が多い。子連れになるのが不安ですね。あと、ガス代が高いです（全体的に）。プロパンなのでどう
しようもないですけど。

238
高齢者なので税金等安いことを望みます。

229
小樽市は大好きな街です。今後は水道料金は日専連のクレジットでの支払いが可能になれば・・・と思いました。

239
都市環境と自然・景観がマッチした、とても住みやすい街です。

240
趣味がサイクリングなのですが、市街地でも歩道や側道に砂利やゴミが残っており、他の市町村と比べ自転車で走りにくいと感じています。清掃業者に委託する地
域住民にきれい化を促す等改善の取組をしていただけると幸いです。また、小樽駅近くの通り沿いに住んでいるのですが、深夜にバイクを吹かす音や除雪車の音
でなかなか寝付けないことがあります。こちらも何かしらの対応をしていただけると助かります。
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□転入者 コメント一覧□ ※前住地が「０」「０」は海外からの転入です。

126 性別 男 年代 60～69歳 前住地 北海道 網走市 住所 幸 理由 その他 職業 無職

127 性別 女 年代 70歳以上 前住地 東京都 0 住所 花園 理由 自分の健康上の理由 職業 無職

128 性別 男 年代 18～29歳 前住地 北海道 紋別市 住所 緑 理由
自分または家族の入学、進
学のため

職業 学生

129 性別 男 年代 30～39歳 前住地 茨城県 龍ヶ崎市 住所 高島 理由
自分または家族の仕事上の
理由

職業 自営業

130 性別 女 年代 50～59歳 前住地 東京都 三鷹市 住所 塩谷 理由 その他 職業
会社員（フルタイムかつ非正
規雇用）

244
・生涯学習、生活講座の種類は少ない。
・講座料が高い。
・一般ギャラリー広報希望。
・小樽に活気をもたらす観光以外の起業が増えたら良いですね。

246
イイマチダトオモウヨ。デモサカガキツイアルネ。ソコニクワエテ、ミチガユキトコオリデトゥルットゥルにナッテルのハ滑り易くて誠に遺憾であります。ユエニ”ホドーの
除雪”ヲテッテイシテホシイカナ。ジゴクザカ周辺、マジ歩きにくくてさ、カイモノニイコウト地獄坂86をクダルタビ、「おい、その先は地獄だぞ」と幻聴（コエ）がするヨ。

247
もう少し頻繁に除雪に来てほしい。坂がロードヒーティングではない場合、４ＷＤでもスリップしてしまい、上がれなくなってしまうので。

243
・高齢者の居住環境充実のためには公共交通の整備と充実が必要。
・観光客の取り込みのためには道路の維持整備そして冬季の除雪の徹底が必要。
・税収増のためにもふるさと納税制度を一段と充実させること。
・市内のイベントに若者から高齢者まで参加可能な方法を考慮することが必要（偏らないこと）。

250

・バスの入口が一つのバスは段が高いため高齢者は不便だと思う。またバス停車の際。歩道との幅が空いているバスもあって降りる時がつらい。高齢者が多い街
だからこそ、もっと考えて欲しい。
・バスの本数も少ないし、時間（終電）が早い。
・賃貸の家賃相場が高い。
・銭湯が少ない。コインランドリーも少ない。
・駅の周辺等の施設で休む（座れる）場所が少ない。
・もっと高齢者と若者とが交流できる場所や企画をもっと考えて欲しい。一方的な意見ですが、小樽に戻って感じている事です。
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□転入者 コメント一覧□ ※前住地が「０」「０」は海外からの転入です。

131 性別 男 年代 50～59歳 前住地 北海道 江別市 住所 新光 理由
自分または家族の仕事上の
理由

職業
公務員・団体職員・教職員
（正規雇用）

132 性別 男 年代 30～39歳 前住地 北海道 余市町 住所 富岡 理由 住宅取得のため 職業
公務員・団体職員・教職員
（正規雇用）

133 性別 男 年代 30～39歳 前住地 北海道 北見市 住所 花園 理由
自分または家族の仕事上の
理由

職業 会社員（正規雇用）

134 性別 男 年代 40～49歳 前住地 北海道 旭川市 住所 若竹町 理由
自分または家族の仕事上の
理由

職業 会社員（正規雇用）

135 性別 男 年代 50～59歳 前住地 千葉県 船橋市 住所 緑 理由 親や身内の健康上の理由 職業 無職

136 性別 女 年代 30～39歳 前住地 北海道 札幌市 住所 星野町 理由 結婚のため（事実婚含む） 職業
会社員（フルタイムかつ非正
規雇用）

257
文化・景観では魅力的な面が多くあるが、生活基盤、インフラ（道路など）では課題が大きいと感じます。

258
元若竹小学校の近くに住んでいますがどこの所有になっているか知りたい。市民が使用できる公共の施設にできなかったのだろうか。付近が物騒になっている気
がする。新しい建物が建てば良いとは思う。まさか外国人所有ではないですよね？

261
近隣の札幌市では駅前再開発等行われ、土地や住宅価格の上昇が伝えられており、本来ならば通勤圏内である小樽市に転入が期待されるところだが、大規模
な住宅（分譲住宅：戸建て、マンション）や駅前再開発の計画も無く、小樽に引っ越そうという魅力に乏しい。人口が増えなければ税収も増えす、必要なところに予
算が回せない。小樽市として転入者を増やす施策を講じることを期待します。

251
人生のほとんどを小樽で過ごしており、深い愛着を感じています。高齢化やインフラの老朽化など多くの課題を抱えていることと思いますが、さらに住みやすく、小
樽で生まれ育った方々が大好きなまちとなるよう市政をけん引してください。期待しております。

254
高齢化率が高いのにも関わらず若い世代の転居者、住宅購入者等に対する助成が無く、若い世代が住みにくい。少なからず若い世代の転居者に対して助成・給
付金等検討してほしい。

264
家を建てたのでずっと小樽に住むと思いますが、もっとお店ができたり、発展していってくれるとうれしいです！特にスーパーできるといいですね！人が温かくてい
い所だと思います。
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□転入者 コメント一覧□ ※前住地が「０」「０」は海外からの転入です。

137 性別 女 年代 40～49歳 前住地 北海道 札幌市 住所 見晴町 理由
子育て環境をより良くするた
め

職業 パートタイム・アルバイト

138 性別 男 年代 18～29歳 前住地 愛知県 小牧市 住所 松ヶ枝 理由
自分または家族の仕事上の
理由

職業 学生

139 性別 男 年代 50～59歳 前住地 北海道 札幌市 住所 星野町 理由 その他 職業 会社員（正規雇用）

140 性別 男 年代 30～39歳 前住地 北海道 古平町 住所 オタモイ 理由
自分または家族の仕事上の
理由

職業
会社員（フルタイムかつ非正
規雇用）

141 性別 女 年代 18～29歳 前住地 北海道 江別市 住所 銭函 理由 結婚のため（事実婚含む） 職業 パートタイム・アルバイト

142 性別 男 年代 60～69歳 前住地 北海道 函館市 住所 銭函 理由 自然環境に恵まれているから 職業 無職

268
ゴミステーションの規定がおかしい。

270
市民税がもう少し安くなれば良いです。

273
・図書館の本を銭函サービスセンターで受け取り、返却できることが嬉しいです（銭函に住んでいて小樽市立図書館は遠いため）。
・小樽は坂が多いので冬の交通（車）が心配でバスやＪＲの利用を考えていますが銭函～小樽間のＪＲは運休や遅れが多いので不安です。バス（銭函～小樽方
面）をもっと充実すると良いなあと思います。

266

・小樽市の街独自の発展→おもしろイベント、観光地を盛り上げる
・若い層の人口増加→街の安定
・住みやすい環境づくり→海のゴミ問題、子育てしやすい街へ
・冬の小樽、銭函エリアを盛り上げる→寒いけど行きたい場所、楽しい場所、おいしい場所、ゆっくり出来る場所

267
親に連れられて来たが大学卒業する際、就職先がないので、大学のあと名古屋に就職を検討している。親元で環境も良いので小樽に戻りたいが条件の良い働き
先が見当たらなくて残念。

278
現在入室している施設が生活環境がいい。
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□転入者 コメント一覧□ ※前住地が「０」「０」は海外からの転入です。

143 性別 男 年代 18～29歳 前住地 北海道 札幌市 住所 若竹町 理由 愛着があるから 職業
会社員（フルタイムかつ非正
規雇用）

144 性別 女 年代 18～29歳 前住地 北海道 千歳市 住所 築港 理由 結婚のため（事実婚含む） 職業
会社員（フルタイムかつ非正
規雇用）

145 性別 女 年代 30～39歳 前住地 北海道 帯広市 住所 清水町 理由
自分または家族の仕事上の
理由

職業
会社員（フルタイムかつ非正
規雇用）

146 性別 女 年代 70歳以上 前住地 北海道 札幌市 住所 稲穂 理由 親や身内の健康上の理由 職業 パートタイム・アルバイト

282
昔から観光地として有名なことが誇らしいですが、色内周辺の高層マンション・ホテルが景観を損なっており残念です。昔の建物がたくさん残っていて、レトロな雰
囲気を味わえるのが小樽の魅力であり、イメージ通りの小樽に来たと感じるような街並みであってほしいです。今後予定されている公共施設の建て替え、駅前再
開発、港湾整備について、建物の外観・高さ・色調の統一感など、街並みになじむように、小樽の魅力を損なわないように配慮して欲しいです。

286

30数年経って小樽へ戻ってまいりました。身内の介護や自身の将来を考えての上での決断でした。懐かしくて空気まで温かく柔らかい感じでした。やはり小樽はい
いと癒されています。
しかし昔そのものが残る街は良い反面、又情けなさを感じるのも事実です。街一番の繁華街や国道に面する場所に何とシャッターが沢山おりていることか。新聞
紙上でよく目にしていたのは小樽市の財政の厳しさです。貧乏、赤字、という言葉はいつも聞いていました。
コロナ禍の前には溢れるばかりの観光客が来ていました。がしかし、改善されているようには見えませんでした。
美しい海や山に囲まれた宝石のようなこの街を持ち腐れしてはならないと思います。色々と努力をなさっていることと存じます。それならどうすればいいのかという
ことです。お金が無いならどうすれば良いか。いつも考えています。
札幌に住んでいた時、ＪＲで小樽まで通っていました。銭函からおたる築港駅間での窓外に広がる日本海の景色に飽きることはありません。１５分も波打ち際を走
るのです。こんな素敵な旅はありません。海の無い街の住人は思わず歓声をあげることでしょう。しかしその列車の窓ガラスのなんと汚いことか。透明のガラスの
はずが磨りガラスのように曇っているのです。これならせっかくの景色が見えません。
その指摘は道外に住む親せきが小樽を訪れたときにしたものです。近くにいる者は慣れて何とも感じなくなっているのです。
ＪＲ北海道は何かと大変です。路線の廃線という大きなことだけでなく小さな積み重ねも大切だとおもいます。
札幌からの客をＪＲを使って小樽築港駅まで運びショッピングを楽しみながら港沿いに遊歩道で堺町のメルヘン交差点あたりまで繋げるのです。小樽は見所が離
れています。車の無い人には不便です。バスも本数が減りました。港の散策路。素敵だと思います。
大きな事を成し遂げるには並たいていではありません。多くの人や知恵や助けを借りて出来ることだと思います。何時までも札幌に油揚げをさらわれていてはかな
いません。
机上の空論や夢であってはなりません。日利益のあるものに繋げていってほしいです。商都小樽、ぜひ蘇らして頂きたいです。心からご健闘を祈ります。

279
冬、除雪が遅くて車が走りづらい（小道）。

280
子育て支援に力を入れていただけたらうれしいです。
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□転入者 コメント一覧□ ※前住地が「０」「０」は海外からの転入です。

147 性別 女 年代 70歳以上 前住地 0 0 住所 最上 理由 未回答 職業 その他

148 性別 男 年代 30～39歳 前住地 北海道 岩見沢市 住所 オタモイ 理由
自分または家族の仕事上の
理由

職業 会社員（正規雇用）

149 性別 女 年代 30～39歳 前住地 北海道 旭川市 住所 新光 理由
自分または家族の入学、進
学のため

職業 学生

150 性別 女 年代 30～39歳 前住地 東京都 0 住所 新光 理由 離婚のため 職業 会社員（正規雇用）

151 性別 女 年代 30～39歳 前住地 北海道 恵庭市 住所 花園 理由 結婚のため（事実婚含む） 職業 会社員（正規雇用）

152 性別 男 年代 18～29歳 前住地 北海道 札幌市 住所 若松 理由
自分または家族の仕事上の
理由

職業 会社員（正規雇用）

288
雑草・荒れ地が気になります。おもてなしの小樽であれば雑草などはボランティアで切りそろえるだけで「クリーン」のイメージに変わる。ヨーロッパの古都などから
町の美しさ、Zoningを学びとることも必要。
SeasideもCity Planningの一つとして美しい海辺を作り上げてはどうでしょう。東小樽の海は旅人の心を癒さない。美しいbridgeで、線路を越えて自動車も行き来で
きるよう、外観を意識した建設が必要。小樽のイメージが変わります。

294
子育てしやすい町作りをし、若い人口を増やしてほしいです！！

296
コロナの煽りを受けてなかなか満喫できてはいませんが、歴史・文化や個人の飲食店などが充実していて住んでいて面白い街だと感じています。

290
・スーパーが少ない
・全体的に駐車場が狭い
・タクシーのマナーが悪い

291
市民プールがほしい。マイナンバーカードで住民票とりたい。

293
教育環境や働く場があれば、北海道に戻りたいという友人（道外在住）はとても多いです。よりよい暮らしができるように協力したいと思います。
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□転入者 コメント一覧□ ※前住地が「０」「０」は海外からの転入です。

153 性別 女 年代 40～49歳 前住地 三重県 桑名市 住所 長橋 理由 親や身内の健康上の理由 職業
会社員（フルタイムかつ非正
規雇用）

154 性別 女 年代 40～49歳 前住地 北海道 札幌市 住所 桂岡町 理由 通勤・通学の利便性のため 職業 会社員（正規雇用）

155 性別 男 年代 50～59歳 前住地 北海道 札幌市 住所 奥沢 理由
自分または家族の仕事上の
理由

職業 会社員（正規雇用）

156 性別 男 年代 60～69歳 前住地 北海道 札幌市 住所 桂岡町 理由 未回答 職業 未回答

297
・道路の停止線等が消えかけて夜及び雨天時の運転が怖い。雪解け後すぐに修正するようにして欲しい（特に旧５号線、臨港線）。
・ゴミ袋の料金が高過ぎる（桑名市は10枚150円）。何か理由があるのでしょうか。

298
札幌から小樽に引越ししたら水道代が高くなった。お水はとてもおいしいですが。

299

観光の街といったイメージが強かったのですが、製造業等の産業がかなり存在することにおどろきました。また気候についても札幌とさほど変わらないといった印
象でしたが、いざ住んでみると夏はけっこうすずしめで、かつ冬は意外に荒れるので大変だと思いました。水道料金が札幌から比べると２割程度高く、ガス料金も
プロパンで３割程度高くなることから、転居してきた方で負担に思われる方も多いと思います。賃貸物件の家賃も他の市町村と比較して高めなので、負担に思われ
る人もいると思います。

300
小樽市は山坂が多く、道も市内のほとんどが坂なので、足の不自由な者には軽い障害でもタクシー助成を発行してほしい。
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