
□転出者 コメント一覧□

1 性別 女 年代 50～59歳 転出先 北海道 札幌市 転出前 桂岡町 理由
バスや電車などの公共交通
の利便性をより良くするため

職業
公務員・団体職員・教職員（正
規雇用）

2 性別 男 年代 30～39歳 転出先 北海道 札幌市 転出前 奥沢 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）

3 性別 女 年代 60～69歳 転出先 北海道 札幌市 転出前 相生町 理由 その他 職業
公務員・団体職員・教職員（フ
ルタイムかつ非正規雇用）

4 性別 男 年代 60～69歳 転出先 北海道 札幌市 転出前 色内 理由 その他 職業
公務員・団体職員・教職員（正
規雇用）

5 性別 女 年代 30～39歳 転出先 北海道 江別市 転出前 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）

6 性別 女 年代 50～59歳 転出先 北海道 豊富町 転出前 長橋 理由 結婚のため（事実婚含む） 職業 専業主婦・主夫

4
札幌の近いのにもったいないなと思います。長く銭函地区に住んでいましたが、どんどん不便になっていった様に思います。ＪＲもバスもタクシーも、車がなかったら
大変です。環境は海も山もあって良いのに残念です。

9

札幌に出なくても不便はありませんでした。海鮮類や空気がおいしく、そこそこな都会暮らしができる等、札幌に行かなくても大丈夫と言うことを今後アピールできれ
ばと思います。仕事（勤務先）が札幌なので、高速バスを使ってましたが、23時近くまで働いて小樽戻りが24時ですので、下手な札幌市内の郊外よりも早く自宅に戻
れるところは最大の発見でした。
余談ですが、高速バス内は書斎替わりとなるので、勉強の場として活用ができました。今後も何かしらの形で小樽に関われればと思いますので、よろしくお願いしま
す。

12

ずっと小樽に住み続けるつもりでいました。1人暮らしだったので、退職後老後に暮らせる市営・道営・公営住宅の情報を集めてもいました。が、小樽で老後を1人で
暮らそうとすると上記の住宅の所在地が高齢者向きではないなと感じました（坂の上、周辺にスーパー・コンビニがない立地etc）。小樽は自然環境がすばらしく、休
日に散歩や登山をするのが楽しみでした（海もいいけどもっと山の良さをアピールすべき！）。今の心配は風力発電で、その美しい景観がダメにされてしまうことで
す。太陽光パネルもしかり。長いスパンで電力については考えるべきだし、小樽独自の安全なやり方がきっとあるはずです。コロナで今は思う様に訪問出来ていませ
んが、休日にはまた遊びに行きたいです。

13
田舎者のキズのなめ合い。
小樽に骨を埋めるつもりで移住したが、第三セクタープロパー職員にひどい目に遭わされて大金を払って引っ越した。小樽に二度と足を踏み入れたくないし、九州の
知人にも本当の姿を知らせたい。

17
短期間でしたが、小樽に住めて良かったです。観光地ということもあり、すぐ近くに歴史的建造物があったり、美味しい食べ物があったり楽しかったです。山と海の両
方が近くにあることも感動しました。また機会があれば住んでみたいと思える街でした。

18
観光だけではなく、市民にとって生活しやすい市にして欲しいです。
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□転出者 コメント一覧□

7 性別 男 年代 50～59歳 転出先 北海道 釧路市 転出前 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）

8 性別 女 年代 40～49歳 転出先 北海道 室蘭市 転出前 入船 理由 結婚のため（事実婚含む） 職業 専業主婦・主夫

9 性別 女 年代 70歳以上 転出先 北海道 苫小牧市 転出前 緑 理由 未回答 職業 専業主婦・主夫

10 性別 男 年代 60～69歳 転出先 北海道 札幌市 転出前 色内 理由 その他 職業
会社員（フルタイムかつ非正
規雇用）

11 性別 女 年代 40～49歳 転出先 北海道 札幌市 転出前 稲穂 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

12 性別 男 年代 40～49歳 転出先 北海道 根室市 転出前 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）

19
自宅が帯広市にあり、家族は帯広市に居住し、自分は単身赴任での生活が続いています。小樽市の前の住まいは、妻は一度も来ませんでしたが、小樽市の２年間
では遠いのに３回も来ました。自分は帯広市に遠かった為、小樽市に住んで良かったとは思いませんでしたが、妻は小樽観光が出来て喜んでいました。よそからみ
たら大変魅力的な都市だと思いますので、これからもがんばってください。

23
小樽の硝子産業の発展を期待しています。いつも楽しませてもらっています。小樽の街並みは他にはない魅力が沢山あると思います。観光はもちろん、若い方が住
みたいと思える環境やサービスがあると良いのではと思います。

25

冬の雪が無かったら、子供に同居をもとめられても一人暮らしをしていたと思います。生協の助け合いの会で介護の仕事をしていましたので、助ける側にまわって仕
事をさせてもらって、又自分も老人年金なのですが、自分以上の歳の方と接することで元気でいられたら人助けになることを実感していましたので、そういう生活の
方が私に合っていましたので、少々早く同居したかなと小樽の事をなつかしく思っております。
観光都市で散歩したり、都通り、運河通り、堺町通りとたくさんの商店街がなつかしいです。意外と苫小牧はそういう所が少ない様で少々淋しいです。
寿都より転勤して20年以上も住んでおりました。大変お世話になりました。ありがとうございました。

26
選択肢にはなかったが、食べ物、食料品店は札幌と比較しても劣るものではなく、却って自宅から市中心部迄の距離等では上回っており、使い勝手が良かった。コ
ロナが沈静化すればより観光飲食業により観光客を呼び込み、宿泊させるためのアイデアを考えるべきと思う。

29
税金、家賃が高い、除雪後の道路わきの雪山もしっかり排雪して欲しい。

34
坂が多く、車の燃費は非常に悪かった。家賃相場が高く大変だった。夜早くに閉まる店が多く寂しかった。
でも、その坂の上から見る小樽港や日本海は素晴らしかった。あの景色を見ながらの生活は一生忘れないです。
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□転出者 コメント一覧□

13 性別 男 年代 70歳以上 転出先 北海道 札幌市 転出前 見晴町 理由 その他 職業 無職

14 性別 男 年代 60～69歳 転出先 北海道 登別市 転出前 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（フ
ルタイムかつ非正規雇用）

15 性別 女 年代 50～59歳 転出先 北海道 札幌市 転出前 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（フ
ルタイムかつ非正規雇用）

16 性別 男 年代 70歳以上 転出先 奈良県 奈良市 転出前 潮見台 理由
楽しむ場所や機会が充実し
ているから

職業 無職

17 性別 女 年代 70歳以上 転出先 北海道 札幌市 転出前 赤岩 理由
自分または家族の入学、進
学のため

職業 無職

18 性別 女 年代 18～29歳 転出先 北海道 中標津町 転出前 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）

19 性別 男 年代 18～29歳 転出先 北海道 当別町 転出前 オタモイ 理由
自分または家族の仕事上の
理由

職業 未回答

37
兄が施設に入所して50年位になりますが札幌の病院に入院することになり、転出することに。小樽市役所さんに長い間お世話になりました。ありがとうございました。

38
わずか1年の居住でした。坂は多かったけど、住みやすい町でした。マラソン大会にも出場させてもらい、楽しい思い出ばかりです。今でも時々営業でうかがっていま
す。これからもよろしくお願いします。

39
海の街小樽に住んでみたくて仕事についた。もし契約が3年以上だったらそのまま住んでいた可能性もある。スーパーの食材も良かったし、落ちつきのあるコンパク
トにまとまった街だった。海風の空気も良かった。友人と観光に来たいと思う。雇用が増えるよう頑張って下さい。小樽は本当に素敵な街だと思います。

46
ＳＴＶラジオの「加藤さんと山口くん」を聞いてとても思い出の土地だったのを感じます。すごくよい街でしたので又何かの縁で住むことがあれば良いと思っています。

41
私の個人的な問題で小樽を離れましたが、小樽が住みにくい地域だとは感じていませんでした。ただ北海道全体として冬場屋外での活動が制約されている点が自
分の生活サイクルとの相違が生じてしまい、最終的に小樽（北海道）を離れる決断の大きなきっかけになったと思います。
迫市長に宜しくお伝えください。

42
若い人の職場が少なくなっている。物価は安いがサービスの質が低下している。

44
すごくいい街だと思って過ごしていました。小樽大好きです。それ以上に家族のいる地元が好きで引っ越したので、また何かきっかけがあれば嬉しいです。遊びには
沢山行きます。
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□転出者 コメント一覧□

20 性別 女 年代 18～29歳 転出先 山梨県 都留市 転出前 若竹町 理由
自分または家族の入学、進
学のため

職業 学生

21 性別 男 年代 60～69歳 転出先 富山県 朝日町 転出前 勝納町 理由 その他 職業 会社員（正規雇用）

22 性別 女 年代 30～39歳 転出先 北海道 札幌市 転出前 花園 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）

23 性別 男 年代 18～29歳 転出先 北海道 札幌市 転出前 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）

24 性別 男 年代 40～49歳 転出先 福島県 郡山市 転出前 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）

25 性別 女 年代 60～69歳 転出先 北海道 札幌市 転出前 松ヶ枝 理由 その他 職業 パートタイム・アルバイト

48
出身を聞かれた際に北海道の小樽と答えるととても興味を持ってもらえるので小樽に住んでいたことはよかったと思っています。きれいで歴史のある街なので次回
帰省したときは観光もしていこうと思っています。

49
観光都市としての印象が強いのと、小樽はどうしても札幌のベッドタウンとしてのイメージがあるので人口の流出をおさえるための基幹産業の創出が必要かと思う。
例えば港湾を利用しての物流の拠点の強化という風に。

54
結婚して小樽に住み、２人の娘たちも自然と空気のキレイな町で過ごせたことには感謝し、小樽は趣のある町で大好きです。小樽を転出したのは、歳をとると除雪も
大変になり、持ち家だったので排雪費用もかかりました。春夏秋は自然の移り変わりがはっきりしていて楽しむことができました。冬の雪の大変さがなければ、小樽
に住み続けていただろうと思います。

50

住んでいる人が住みやすい、誇りの持てる特徴を出していかないと人口は減るのみと考えました。観光より力を入れるべきところがある。
・店の店員の対応が悪い（殿様商売のところが多い）
・バイトの質が悪い（特にコンビニの若い店員）
・古い建物が多い（観光以外、居住区で）
・除雪が悪い
観光で行くのには良いですが、住むとなると魅力が足りません。子ども達が働きたいと思う街づくりを望みます。若い働き手が住める街づくりをしないと、老人、保護
世帯を多く抱えている現状では小樽は衰退します。

51
生まれ育った街なので、いずれは小樽に戻りたい。子どもの頃はとてもにぎやかに栄えていたイメージがあり、今はすっかりとさびしくなっているなと思いますが、もう
一度輝いている小樽になれたらなと思います。

52
美しい天狗山、小樽の港、観光地としてはまずまず。もっと地元の安くて住みやすいところを力入れて欲しい。プラタナスの木の落葉の処理は小樽市の市民ではなく
役所もしくは委託業者にすべきです。いいかげんにしてほしい。だらしない。
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□転出者 コメント一覧□

26 性別 女 年代 30～39歳 転出先 北海道 札幌市 転出前 奥沢 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）

27 性別 男 年代 18～29歳 転出先 北海道 札幌市 転出前 長橋 理由
子育て環境をより良くするた
め

職業 会社員（正規雇用）

28 性別 男 年代 40～49歳 転出先 北海道 札幌市 転出前 新光町 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（正規雇用）

29 性別 女 年代 18～29歳 転出先 北海道 札幌市 転出前 桜 理由 通勤・通学の利便性のため 職業 会社員（正規雇用）

30 性別 男 年代 50～59歳 転出先 北海道 根室市 転出前 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）

31 性別 男 年代 40～49歳 転出先 北海道 根室市 転出前 山田町 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）

55

オリンピックで海外から観光客を呼ぶ営業職（ホテル業）の就職のため2020年3月に30年住んだ仙台を離れ小樽に引越しを決意しました。長引くコロナウイルス感染
症の為の自粛生活に伴い、3カ月の自宅待機、職場に戻ってからの給与の不安定さによる退職、就職活動のために札幌へ引っ越しと、6カ月ほどしか小樽にいられ
ませんでした。でも、地元のレストランやおみやげ屋さんのスタッフの方の元気の良さ、美しい海辺や運河、住んでいたアパートの新築のきれいさ、今でも夢に出るく
らい、とても魅力的でした。離れてしまったこと、後悔してます。今後の小樽のますますの発展を心から祈っております。

57
全体的に高校生と高齢者の治安の悪さが目立ちます。特に、バスの利用が悪いです。あと、歩きタバコをする人もいるのでとても困ります。

61
坂が多い、雪が多いなど、不便に感じることもあったが、それ以上に魅力の多い街だと思う。またいつかくらしてみたい。

58
実家が小樽なので、今もよく小樽に帰っています。良い街だと思います。私が若いころに比べて市内バスの本数が減り、車を持っていない方は不便だと思います。
山、坂が多く、お年寄りも多いので、交通機関を充実させてほしいです。

59

小樽は生まれ育った街なのでとても大好きだしいつでも帰れる場所であってほしいと強く思います。幼少期にウイングベイができ、少しづつ廃れていく様子はとても
切ないものでした。いつか地元がなくなってしまうのかもしれない、と思うことも時々あります。おそらく私自身のように就職（や進学）にともない転出し、戻らない小樽
出身者がほとんどなのだろうと思いますが、そうなると今以上に観光に力を入れ、財源を確保する必要があると考えます。現状、小樽は夜に楽しめる観光施設があ
まりにも少ないと思います。観光中心地である堺町商店街は17～18時にはシャッター街になります。堺町から花園の居酒屋街に観光客の動線を作ったり、潮まつり
のような、札幌市民でも小樽に遊びに行きたくなる大きな（夜に楽しめる）イベントを開催するなど、「昼だけで遊び終わる観光」を脱却できると良いなと思います。私
も現職で少しでも貢献できるよう、精進します。除雪がより行き届けば、住みやすい街になると思います。

60
「訪れたいまち」として魅力的である反面、「住みやすいまち」ではないと思います。オール小樽で住みやすいまちづくりを進めていただきますようお願いいたします。
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□転出者 コメント一覧□

32 性別 女 年代 18～29歳 転出先 北海道 札幌市 転出前 望洋台 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（正規雇用）

33 性別 男 年代 18～29歳 転出先 千葉県 木更津市 転出前 緑 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（正規雇用）

34 性別 男 年代 18～29歳 転出先 神奈川県 横浜市 転出前 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）

35 性別 女 年代 30～39歳 転出先 北海道 函館市 転出前 住ノ江 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）

36 性別 女 年代 60～69歳 転出先 千葉県 富里市 転出前 緑 理由 その他 職業 パートタイム・アルバイト

37 性別 男 年代 60～69歳 転出先 北海道 室蘭市 転出前 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）

62

小樽は個人的には食に恵まれた場所だなと思います。海産物をはじめ、ラーメンやケーキなどもおいしいお店ばかりです。今は札幌に住んでいますが、引っ越した
からこそ住んでいた頃に気付かなかった小樽の魅力があり、定期的に帰りたくなる場所です。
私が住んでいた望洋台は駅から遠いためバスを利用していましたが、終バスで帰ることも多かったため（札幌から）少し不便だなと感じていました。バスの本数が少
ないです。また、除雪の日も、雪が降っていようが降っていないかに構わず、〇日と決まった形での除雪だったので、降雪量に合わせての除雪、また高齢の方がたく
さんいる町なので、台数を増やすか、頻度を上げるなど、改善は必要だと思います。

63
小樽に住む前は観光地で住むには騒がしいのかなと思っていましたが、駅から山側の方は騒がしくもなく良かった。住んでいた場所は坂の上で近くにスーパーもなく
車は必需品でしたが、少し走ると複合施設もあり助かってました。ぜひ、また小樽に遊びに行きたい、そんな町です。

69
勤務地が変わりますので、住民票の移動もありますので、住みなれた小樽なので、また変更で小樽に戻って来ます。

64
来月、北海道小樽市に戻ってきます！

66

2年ほど住みましたが、住めば都でとくに住み心地は悪くなかったです。オシャレなものを買ったりするのには札幌に出ていましたが、小樽ならではの良さも沢山ある
と思いますよ。年パス買って水族館にも行きましたし（野趣あふれる展示が魅力）、蔵を活かしたすてきな飲食店、おいしいお寿司屋さん（安くて美味しい！）、船旅の
起点としても。コロナがなければゴチャッとした飲み屋街ももっと行きたかったです。ただ若い人の定住という意味ではきびしそうな印象があります。対策は教育費や
子どもの医療費減免、若い人の職場の充実とかでしょうか・・・。うーん・・・。富山に住んでいるときに、舟橋村は人口が増えているときいたことあります。そういうとこ
ろにヒントあるかもしれません（もういろいろ調べていらっしゃると思いますが・・・）。全体に切実さが伝わりました。実りある調査になるよう願っております！

68
富里市に転居してきて、市役所の職員の方々の対応が皆さんとても親切でスピーディーであることに大変感心しました。上の方々の方針なのかと思いました。
混んでいても窓口職員だけでなく、ベテラン風の男性職員の方々も出てきて対応してくれ、待たされる時間はさほどありませんでした。
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□転出者 コメント一覧□

38 性別 男 年代 18～29歳 転出先 北海道 札幌市 転出前 奥沢 理由 結婚のため（事実婚含む） 職業 会社員（正規雇用）

39 性別 男 年代 30～39歳 転出先 北海道 壮瞥町 転出前 銭函 理由
自然環境に恵まれているか
ら

職業 会社員（正規雇用）

40 性別 男 年代 50～59歳 転出先 北海道 室蘭市 転出前 オタモイ 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）

41 性別 女 年代 30～39歳 転出先 石川県 金沢市 転出前 新光 理由 結婚のため（事実婚含む） 職業 専業主婦・主夫

42 性別 男 年代 50～59歳 転出先 東京都 0 転出前 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）

43 性別 女 年代 18～29歳 転出先 北海道 札幌市 転出前 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）

71
除排雪に関してもっと力を入れるべき。公共の施設がおおむね汚いのはなぜなのかわからない。観光業が現状厳しいのは周知ではあるかと思いますが、大きな対
策が無いのはなぜかわからない。対策を打ち出しているのかもしれないけれど、そういう事に無関心な人にも伝わるように打ち出していくべきなのではないか？あま
りにもどうにもならない状況が続くので、職場も小樽ではない所でと考えている現状です。書いていて腹が立ってきました。がんばってください。

72
札幌が近いというのはとても住みやすく便利な環境でした。ただ、人口が減っていくなかで、空き家が増えて、そのまま誰も住んでいない古い建物がたくさんあるのは
気持ちが悪く、活用すればいいのにと思っていました。人間が作ったものは変えることができます。自然とは違って。

83
人柄が良くて地域性を感じました。観光地であり、カフェや飲食店なども充実していたと思います。

73
歴史的建造物を生かして、訪れる人が楽しく過ごせる街づくりを今後も期待します。若年世代の地域への定着は、魅力ある仕事が沢山なければ果たせないと思いま
す。楽しく働ける場の創出を期待します。

77
小樽に住んでいた時にはわからなかったけど、一度離れるとすごくいい場所だったと感じます。道外に出て小樽出身というとみんな行きたいと言ってくれるし、海が
あったり食べ物もおいしいし、ほどよい田舎でとても住みやすい。道外の人と結婚してなかったらずっと小樽に住んでいたかったです。

81
市役所の職員、管理職が、市民、ユーザーの立場になっていない。わかりにくい文章でパンフレットを配布。毎年わかりやすさを追求してバージョンアップをはかるべ
き。今、東京にいるが、いろいろユーザー視点に立って頑張っている。毎年デフォルトの文章やパンフを同じく繰り返し出して使うことは思考停止していることと同じ、
お金がなくても知恵はいくらでも絞り出せる。意識改革、つまり市民ファーストでサービスを向上させることを浸透してほしい。がんばれ小樽！
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□転出者 コメント一覧□

44 性別 男 年代 70歳以上 転出先 北海道 旭川市 転出前 富岡 理由 自分の健康上の理由 職業 無職

45 性別 女 年代 70歳以上 転出先 北海道 札幌市 転出前 望洋台 理由 自分の健康上の理由 職業 無職

46 性別 男 年代 50～59歳 転出先 北海道 帯広市 転出前 色内 理由 通勤・通学の利便性のため 職業 会社員（正規雇用）

47 性別 女 年代 30～39歳 転出先 北海道 札幌市 転出前 稲穂 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（正規雇用）

48 性別 女 年代 70歳以上 転出先 北海道 稚内市 転出前 桜 理由
自分または家族の仕事上の
理由

職業 無職

49 性別 女 年代 18～29歳 転出先 北海道 札幌市 転出前 桜 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

84

・約50年、貴市には長きに渡りお世話になりました。ありがとうございます。
・職場や町内の方々に恵まれ、終生の住み地と考えておりましたが、老齢の体力と健康には勝てず、介護保健事業所のお世話になっておりましたが、冬期間の一人
住まいは無理になり、老人ホーム等を探しましたが、空きがありませんでした。
・生活の見守りや資産（家屋）の管理等に不安が残り、貴市での施設入居を断念しました。
・親族（兄弟）の居る旭川市に転居する事を、介護支援専門員との相談や弟との相談で旭川市に施設も見つかったので転居となりました。
・小樽市はふるさと倶知安町にも近く、又道都札幌市にも便利であり、住まいからは港や街並みが見え、お祭り等大変良い思い出が沢山あります。
※当該アンケート並びにメッセージは本人より聞き取って弟が代筆致しましたので申し添えます。皆様にはお世話になりありがとうございました。

86
小樽は坂道が多く、冬はたいへん。冬は雪がたいへん。

92
結婚のため札幌へ転出しました。交通の利便性や医療環境が充実している点など、札幌に来て良かった事もありますが、20年以上育ってきた小樽には小樽しかな
い良さがあると思います。沢山の歴史的建造物、小樽運河、水族館等観光に特化していて素敵な街です。これから「住みよい街」へ焦点を当てるのであれば、①産
科を増やす、②子育て支援に力を入れる（医療費や教育費の助成等）、③市内での就職支援など、若い世代に有益な施策が充実すると良いなと思います。

87
集客力のある商業施設や学校、企業を誘致してにぎやかな小樽を再建する。

90
稲穂町に住んでいたが、お水がおいしかったです。また、堺町などの観光は楽しかったです。
ただ、私は車を運転できないので、そのような人にとっては住みにくく、また仕事も少ないので生きていくのは大変な町だと感じました。また札幌に比べて家賃が高い
と思います。家を持っていないと老後は住めない町だと思います。

91
小樽市で家を建て子供を育て、仕事も約30年させていただきました。とても感謝しております。この度は娘家族と住むために稚内市に転居いたしました。まだ子供2
人は小樽市内で家庭を持っておりますので時々小樽に帰るのを楽しみにしております。
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□転出者 コメント一覧□

50 性別 男 年代 40～49歳 転出先 北海道 札幌市 転出前 富岡 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）

51 性別 女 年代 18～29歳 転出先 北海道 苫小牧市 転出前 緑 理由 その他 職業 学生

52 性別 男 年代 50～59歳 転出先 北海道 稚内市 転出前 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）

53 性別 女 年代 18～29歳 転出先 埼玉県 川口市 転出前 最上 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）

54 性別 女 年代 40～49歳 転出先 北海道 旭川市 転出前 東雲町 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）

55 性別 女 年代 18～29歳 転出先 北海道 札幌市 転出前 オタモイ 理由 結婚のため（事実婚含む） 職業 会社員（正規雇用）

97
色々と転勤をしてきた中で小樽はとても住みやすく定年後にまた住みたいと思いました。

101

大学在学期間は居住を続けるつもりでしたが、苦しくもコロナによって断念せざるを得なくなったのは非常に残念でした。2年と少しと言う短い期間ではありましたが、
大変有意義な生活を送ることが出来ました。
コロナ前、観光地付近でアルバイトをしており、様々な都市の方、他国籍の観光客や留学生と交流ができ、とても良い経験でした。生まれ育った地域はそういう土地
では無かったので、思い出深いです。楽しかったです。またいつかお世話になります。

108
小樽市は素晴らしい資源に溢れているので、もっと有効活用してほしいです。ウイングベイや長崎屋の中身の内容が薄すぎて楽しくない！１つ２つ新しいお店などが
できても、華やかな雰囲気でないと、そこすら行く気にならないかもしれないです。タピオカもすぐなくなってしまった・・・

105
新型コロナの影響で転職したが、正常化すれば戻りたいと思う。

106
祖父母が住んでおり、かなり高齢で自宅周りも年配の方が多いと聞きます。もうすぐ雪が降り積もり除雪作業が行われるかと思いますが、降った雪の除雪がなかな
か入らなく、地域の皆さんが朝早く起きて雪かきして頂いていますが、なかなか行き届くはずもなく、市でもブルドーザーで入ってくれてますが、祖父母の自宅地域で
はなかなか入らなくて、心配をしております。毎年赤字になっているのも承知ですが、どうか栄えているところばかりではなく郊外の方も周って頂きたく思います。

107
道内出身者にとっては歴史的建造物が住まいのすぐ近くにあることがとてもぜいたくな事でした。古民家再生プロジェクトに興味があります。もしまた小樽に住むこと
ができたら、その時はアパート・マンションではなく空き地や空き家を手直しして自分の住居としてみたいな、と思っています。古きよき姿がこれからも永く保たれます
よう願っています。お世話になりました。

9 / 23 ページ



□転出者 コメント一覧□

56 性別 男 年代 30～39歳 転出先 茨城県 神栖市 転出前 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）

57 性別 女 年代 18～29歳 転出先 北海道 札幌市 転出前 銭函 理由 通勤・通学の利便性のため 職業 会社員（正規雇用）

58 性別 女 年代 18～29歳 転出先 北海道 札幌市 転出前 山田町 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）

59 性別 女 年代 70歳以上 転出先 北海道 札幌市 転出前 桂岡町 理由
バスや電車などの公共交通
の利便性をより良くするため

職業 無職

60 性別 男 年代 18～29歳 転出先 北海道 札幌市 転出前 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）

61 性別 女 年代 18～29歳 転出先 北海道 札幌市 転出前 勝納町 理由
生活環境（買い物など）の利
便性を良くするため

職業 会社員（正規雇用）

62 性別 男 年代 50～59歳 転出先 愛知県 尾張旭 転出前 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）

110
小樽に帰りたいです。

113
生まれ育ったまちであり、歴史的建造物があり、自然があり、素敵なところだと思います。ただ、働く場所が少ないように感じ、また札幌とつながっているＪＲの駅近く
に借りやすい（安く借りられるような）賃貸物件がないので、札幌に職場がある人にとっては、また車を持っていない人にとっては住みにくくなってしまうと思います。
小樽がより良いまちになるよう願っています。

122
22年間、小樽で生まれ育ち、小樽は札幌と違って空気もいいし、水もおいしいので、離れてみて、とてもいい「市」だなと思いました。もし将来結婚ができたなら、小樽
で暮らしたいなと思っています。

124
小樽市は歴史、景観、食など魅力が多くあります。観光都市として発展を目指して欲しい。他県からの移住者を増やすため就職、住居、子育て支援を充実して欲し
い。

115
転勤に伴い小樽から転出してしまいましたが、単身者が住みやすく、居心地の良い街だったので未練があります。通勤時間を考えるとどうしても引っ越すしかなかっ
たのですが、また小樽で暮らしたいと思っています。といっても小樽市内で転職先を見つけるのはかなり難しいと思うのできっと実現しないのでしょうが・・・。

116
山があり、海がありの自然環境の中で子育てできたことは良かったと思います。子ども達も自然を愛する生活を学びました。素直に育ちました。
桂岡で45年過ごしました。今高齢になった私達には住みずらい地になりました（車がない）。思い出の多い場所でしたが将来の事を考えて今後に引っ越しました。
小樽は大好きな町です。長い間ありがとうございました。

120
小樽潮風高校プロジェクトのコラボがありがたかった。
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□転出者 コメント一覧□

63 性別 男 年代 60～69歳 転出先 北海道 札幌市 転出前 桜 理由
医療機関への受診をより便
利にするため

職業 無職

64 性別 男 年代 18～29歳 転出先 静岡県 浜松市 転出前 梅ヶ枝町 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）

65 性別 女 年代 30～39歳 転出先 北海道 札幌市 転出前 望洋台 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

66 性別 女 年代 30～39歳 転出先 千葉県 市川市 転出前 最上 理由 結婚のため（事実婚含む） 職業 会社員（正規雇用）

67 性別 女 年代 18～29歳 転出先 東京都 調布市 転出前 潮見台 理由 結婚のため（事実婚含む） 職業 未回答

68 性別 男 年代 18～29歳 転出先 山梨県 甲斐市 転出前 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）

125
元々は小樽が好きで新居を建てたのですが、いざ住んでみると（28年間）、坂道が非常に多く、冬期間の車の運転や、バス停まで遠い等の不便さが際立っていた。
多分自家用車を所持しない市民（両親も含めて）にとっては買い物や病院等に行くにも、高齢になるとタクシーを利用することも多くなり不便です。自分の今後の老後
を考えると、これらの不便さが転居を考えさせた。また両親の高齢者施設での対応にもいろいろ問題が発生し、不安を感じた。

132

結婚を機に小樽を出ましたが、小樽は大好きな町です。若者の就職先（特に大企業）が少ないため、小樽を出たくなくても、出なければいけなくなった人は多いと思
います。地元を離れると地元の良さが良くわかるので、一度小樽を離れた人が戻ってきやすい環境、転職の道筋、住む所などが整備されていると戻りやすいと思い
ます。また、「出身地小樽」と言うと100％の確率で、良いなあ、行きたい、小樽好きだよ、と言ってもらえます。こんなに有名な観光地なので、日帰りではなく、宿泊し
てもらえるような企画や施設が増えるといいなと思います。大好きな小樽の発展を祈っています。

133
いつか帰ってきますね。

127
観光・サービス業をやるなとは言わないが、それに依存するのは本当にやめてほしい。おかげでロクな就職先がありません、昔どれだけ栄えていたのか知りません
が、過去の栄光にすがり「昔は札幌より～」「これがかつて～だった建物です」とか聞くのはウンザリです。実際それで利益が出ているのかと言えば、超大赤字です
し。もう手遅れです。私は泥船から脱出させて頂きます。いつか小樽が生まれ変わってくれることを願います（私の生きている間に）。

130
10年後、20年後、その先にもしまた小樽市に戻ってこられることがあったら暮らしてみたいです。

131
結婚のために転出しましたが、前に働いていた職場がとても恵まれていたので、また戻りたいです。子どもが産まれるので小児医療や教育が充実していると戻りや
すいと思います。
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□転出者 コメント一覧□

69 性別 男 年代 40～49歳 転出先 北海道 札幌市 転出前 銭函 理由 通勤・通学の利便性のため 職業 会社員（正規雇用）

70 性別 女 年代 18～29歳 転出先 北海道 札幌市 転出前 見晴町 理由 住宅取得のため 職業 会社員（正規雇用）

71 性別 女 年代 18～29歳 転出先 宮城県 多賀城市 転出前 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）

72 性別 女 年代 18～29歳 転出先 北海道 札幌市 転出前 入船 理由 結婚のため（事実婚含む） 職業 専業主婦・主夫

73 性別 男 年代 60～69歳 転出先 北海道 当別町 転出前 色内 理由 離婚のため 職業 無職

74 性別 女 年代 18～29歳 転出先 岩手県 盛岡市 転出前 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）

134
①銭函や張碓の海側の住民は高齢者が多く、自家用車も持たない住民も多く、近くに商業施設が無いため買い物難民と言われる住民が多い。５号線まで昇れば商
業施設はあるが、坂が急で高齢者の徒歩では負担が大き過ぎる。ＪＲで商業施設に行っても帰りの荷物が重く負担が大きい。海商の跡地のあたりに商業施設が出
来ればありがたい。
②銭函海沿いの路の歩道が狭く、車と人が接触する危険視がある。特に冬期間は危険。住民の生活道路である。

142
小樽で生まれ小樽で育ち68年間、小樽にお世話になりました。理由あって小樽を去る事になりました。墓は小樽ですので死んだら戻ります。その折はよろしく・・・。

143
坂が多く、冬は特に大変だった。4年間の大学生活を小樽で過ごすことが出来て良かったと思っている。良い思い出も、あまり思い出したくない思い出もあるが、観光
でまた遊びに行きたい。

137
私は24年間小樽に住んでいましたが多くの美味しいものがあり良いと思いました。特に銭函のスーリヤのカレーは世界一美味しいです。また行きたいです。よく、学
生の頃は小樽築港に行き遊びに行っていたのですが、今行くと懐かしく思います（コロナに負けないよう、お店がつぶれないよう願うばかりです）。

140
自分の都合により地元の北海道を離れましたが、道外の人に北海道のおすすめスポットを聞かれたら迷わず小樽と答えています。大切な街です。コロナが終息した
らすぐに遊びに行きます！

141
坂の多い町ですが、それも小樽の魅力だと思います。とても大好きな地元です。これからも住み良い素敵な町でいて下さい。
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□転出者 コメント一覧□

75 性別 女 年代 30～39歳 転出先 北海道 札幌市 転出前 住ノ江 理由 家賃や地代が安いから 職業 会社員（正規雇用）

76 性別 女 年代 40～49歳 転出先 北海道 札幌市 転出前 奥沢 理由
生活環境（買い物など）の利
便性を良くするため

職業 会社員（正規雇用）

77 性別 男 年代 50～59歳 転出先 北海道 岩見沢市 転出前 奥沢 理由 通勤・通学の利便性のため 職業 会社員（正規雇用）

78 性別 男 年代 50～59歳 転出先 北海道 函館市 転出前 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）

79 性別 女 年代 18～29歳 転出先 大阪府 枚方市 転出前 富岡 理由 自分の健康上の理由 職業 パートタイム・アルバイト

144

・小樽は坂が多くて自転車が乗れない。
・家はボロいのに家賃は高い。
・冬は雪が多くよく吹雪くのに、除雪が行き届いていない。
・高齢者が多すぎるため娯楽施設がなく、新たにOPENしてもすぐに潰れてしまい、結局札幌に遊びに行くことになる。
・小樽は観光するには良いが、住んで生活していくには魅力が無いと感じた。

156

小樽が好きなので住みたいと思い住んでましたが、仕事や交通の利便性がなかなか厳しいんだなと実感しました。
ゴミの仕分けもなかなか難しかったです。
大阪は燃えるゴミとビニール（きれいな）と極端で、ゴミ袋も専用袋がないので初めてのことだらけでゴミの仕分けに時間がかかりストレスでした。昔から住んでいる人
は慣れているのでしょう。後から住み始めた人にも分かりやすいイラスト付の冊子などあれば助かると思います。

145
地形的に高齢者には厳しい上に、住民の高齢化に歯止めがかからない状況を少しでも改善して欲しいと感じています。

149

転勤族の為、道内各地を転々としております。道東の港町から小樽へ来ましたが、観光地として昔から有名であり、スケールも大きく他の町とは違うメリットを保持し
ていると感じます。ただ、地場の企業が観光業に対し注力するべきかと思います。札幌など近郊の町から来てもどこで食事をすれば小樽名物を食べられるかわから
ず、「余市まで行こう」となってしまいます。市としても色々とやられていると思いますが、地場企業とより一層の協力の下で活性化につなげて欲しいです。

152

・生活の地であり、人口減少がとまらず淋しい思い
・観光地として相応に有名であるが、コロナもあり低迷が続いている状態～盛り返しに期待します～
・小樽商科大学と連携し様々な面で飛躍してほしい
・後志管内町村（特に余市・ニセコ・倶知安等）との情報連携・協力体制等の強化は図れないだろうか？
※小樽市通算居住年数26年前後です
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□転出者 コメント一覧□

80 性別 女 年代 70歳以上 転出先 北海道 苫小牧市 転出前 桜 理由 自分の健康上の理由 職業 無職

81 性別 男 年代 18～29歳 転出先 北海道 札幌市 転出前 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）

82 性別 女 年代 30～39歳 転出先 沖縄県 石垣市 転出前 入船 理由
自然環境に恵まれているか
ら

職業 パートタイム・アルバイト

83 性別 女 年代 18～29歳 転出先 北海道 札幌市 転出前 銭函 理由 住宅取得のため 職業 無職

84 性別 女 年代 18～29歳 転出先 北海道 札幌市 転出前 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）

85 性別 女 年代 18～29歳 転出先 千葉県 市川市 転出前 望洋台 理由
自分または家族の入学、進
学のため

職業 会社員（正規雇用）

157

坂の街小樽、車の運転、特に冬道での恐ろしい体験は商売上多々ありました。今苫小牧という土地に移ってきて、その雪の少なさにビックリ。小樽での除雪が何か
懐かしくさえ思われます。高齢者ドライバーの1人として、免許返納を考えた時、つくづく小樽での鉄道交通、バス交通の便利だったのを（特に若竹町にいた時）思い
起こします。これからゆっくり苫小牧に慣れて坂の少ない土地なので散歩するよう心掛けていくつもりです。健康保険料が少ないのに病院通いばかりして（亡き両親
共々）本当にお世話になりました。

158
住宅購入の補助金があったら嬉しいです。小樽のＨＰをスマホからも見やすいようにしてほしい。現状ではＰＣ画面をスマホでのぞいているイメージ。

169
北海道、小樽市の知名度はかなり高いと思います。飲食店など、事業を始めやすいなど補助があれば街が活性化するんじゃないかなと思います。

160
気候の良いところへ住まう為沖縄県へ転出しましたが小樽はとても住みやすい街だと思います。雪の多さ、除雪の不便さが大変でしたが、寒くない時期は問題あり
ません。飲食店のレベルは全体的に高く感じます。札幌が隣にあるのでそちらへ移ってしまう人が多いと思いますが、観光客に一泊してもらう何かトリガーがあれば
さらににぎわってくれると思います。

164
観光地に行く際、無料で使える駐車スペースがあって欲しいです。おまつり等たくさん人が集まるイベント時は有料駐車場もとても混み、停められないと思います。

165
就職のため、小樽から転出してしまいましたが、今でも小樽が大好きです。これからもステキな小樽市であり続けてほしいです。
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□転出者 コメント一覧□

86 性別 女 年代 30～39歳 転出先 北海道 帯広市 転出前 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）

87 性別 男 年代 40～49歳 転出先 北海道 名寄市 転出前 新光町 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）

88 性別 男 年代 40～49歳 転出先 北海道 苫小牧市 転出前 銭函 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）

89 性別 男 年代 18～29歳 転出先 北海道 札幌市 転出前 富岡 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）

90 性別 女 年代 30～39歳 転出先 北海道 当麻町 転出前 蘭島 理由 結婚のため（事実婚含む） 職業 専業主婦・主夫

91 性別 女 年代 40～49歳 転出先 北海道 札幌市 転出前 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）

172
3月に帯広に転出しましたが、小樽は商店やスーパー、量販店が徒歩圏内にたくさんあり、札幌へも近く、大変住みやすい街でした。古いお店や建物も多く、街の雰
囲気も大好きです。今は遠いのでなかなか行く機会もありませんが、またいつか遊びに行きたいです。

173

学生の頃から小樽が好きで、小樽に居を構えようと決めていました。札幌市在住時は市道の除雪が行き届かずに苦労しておりましたが、今はマメに除雪いただける
ので快適です。
今後新幹線駅の開業を控え、益々の観光都市としてのポテンシャルに期待しています。個人的には、スキー場や温泉街がありインターチェンジや道道１号線を経由
した札幌市南部（定山渓や国際スキー場）へのアクセス利便性の良い朝里地区に新幹線駅がならなかったのが残念ではありますが・・・。

183
観光地だから仕方ないかもしれませんが、車で移動する際の土日の混雑ぶりや駐車場の少なさを感じていました。

175
生まれも育ちも小樽なので小樽が大好きです。環境も良く、町なみが好きです。仕事上で苫小牧に来ましたが、将来的には小樽に戻りたいと思っています。

178
勤務先、結婚等の変化が無ければ引っ越すことはなかったと思います。今も実家に両親が住んでいるため、よく行くことがあります。小樽への思い入れは強いので、
ぜひすたれることなくにぎわってほしいです。

180
小樽を離れて、小樽は良い町だったと思います。ただ、町の中心は交通の便など充実していましたが、少し町の中心から外れると不便な所もあった。あと産科が少な
く、結婚して子供のことを考えると不安な面もあった。コロナで大変ではありますが、観光地として有名な町であったことは誇れるし、今後も頑張って欲しい。
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□転出者 コメント一覧□

92 性別 女 年代 30～39歳 転出先 北海道 札幌市 転出前 富岡 理由
生活環境（買い物など）の利
便性を良くするため

職業 自営業

93 性別 女 年代 18～29歳 転出先 北海道 札幌市 転出前 入船 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（正規雇用）

94 性別 男 年代 70歳以上 転出先 神奈川県 川崎市 転出前 潮見台 理由 親や身内の健康上の理由 職業 無職

95 性別 男 年代 18～29歳 転出先 愛知県 みよし市 転出前 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）

96 性別 女 年代 18～29歳 転出先 北海道 札幌市 転出前 若竹町 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）

97 性別 女 年代 50～59歳 転出先 北海道 美瑛町 転出前 幸 理由 未回答 職業 パートタイム・アルバイト

185
小樽はとても美しい街で、また住む機会があれば住みたいです。ただ、坂道が多く、慣れない者にとってはとても大変でした。娯楽が少ない（カラオケ、ネカフェ等）の
も少しさみしかったです。

189
職場が嫌いで離れたくて引っ越しましたが、観光地としては素敵な場所だと思います。私も含め若年層の方たちは観光地ではなくもう少し商業施設があると嬉しいと
思います。

195
鰊は本当に本当においしかった。小樽は道内で一番好きな街だったので知人に「手伝ってもらえないか」と懇願された際に行ってもいいかな・・・と思い引っ越しまし
た。が・・・コロナが無ければずっと住んでいたと思う。小樽は魅力的なものが沢山あって素敵な街であることは変わりないけど、これからは観光で遊びに行くだけで
す。

190

核家族化が始まった時代から今の人口減は想像できますね。同じ器（小樽）の中で分割しているうちは統計値は動かないでしょうが、若者に限らず適正な働く場所が
ないと、北海道、小樽を離れ主に関東方面に職を求めます。結婚して居住します。そしてのちに老齢になった親と同居を考えますね。総てとは限りませんが潮見台
時代にも少なからず居ました。住めば都ではありませんが、終身住んでいたかったですね。市としては職員の中の若年層（20、30歳代）の皆さん全員に行政全般の
前向きなアイデアを提供していただいては如何でしょうか？

191
新型コロナで大変でしょうか、頑張ってください。

194
不便
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□転出者 コメント一覧□

98 性別 女 年代 60～69歳 転出先 北海道 札幌市 転出前 長橋 理由 通勤・通学の利便性のため 職業
会社員（フルタイムかつ非正
規雇用）

99 性別 女 年代 18～29歳 転出先 北海道 札幌市 転出前 赤岩 理由 自分の健康上の理由 職業 無職

100 性別 男 年代 18～29歳 転出先 岩手県 滝沢市 転出前 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）

101 性別 男 年代 40～49歳 転出先 岩手県 北上市 転出前 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）

102 性別 女 年代 40～49歳 転出先 北海道 北見市 転出前 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）

103 性別 女 年代 40～49歳 転出先 福岡県 古賀市 転出前 朝里川温泉 理由 親や身内の健康上の理由 職業 会社員（正規雇用）

104 性別 女 年代 60～69歳 転出先 北海道 札幌市 転出前 緑 理由
生活環境（買い物など）の利
便性を良くするため

職業 会社員（正規雇用）

198
小樽は好きです。通勤の関係で転居しましたが、退社したら小樽に戻るつもりです。

199
お土産屋さんが多いのはいいけど、肝心な遊び場が少ない気がします。交通機関も少なく、観光客だらけで、家に帰るのも観光客の皆様と同じバスになると乗れな
いんじゃないかとヒヤヒヤし、マナーの悪い方がたくさん増えた気がします。だからかピリピリしている人が多い印象になりました。前は落ち着いていて自然もあり、良
かったところが多かったので、マナーの良い人がいても地元のマナーが悪い人のせいで観光業がすたれていったのが残念です。

203
小樽は、道内他のとこも見たが１番好きな所でした。住宅の家賃がもう少し安ければと思います。

205
私は60年あまり小樽で生まれ育ちました。便利は良くありませんでしたが大好きなまちです。子供達がそれぞれ小樽を出て単身で生活している私の老後を考え坂の
少ない札幌へ転居を進めてくれて、また私もまだ働きたく、小樽より札幌の方が高齢者の働けるところが多く定年を機に転居を決めました。今も正規雇用で働いてい
るので良かったと思っていますが、小樽での生活は私にとってとても楽しいもので、戻ることができるのなら戻りたいと思います。

200
札幌からも近く、海も山もあり、街もステキでした。住んでいて誇れ、知名度もあるので今も「北海道のどこに住んでたの？」と聞かれても恥じることなく堂々と「小樽
だ」と言います。自分の希望の仕事だったなら小樽にずっと住んでいたかったです。なんとも名残惜しく、もったいない気分で転出しました。

201
観光よりも工場の誘致に力を入れてみては。じゃないと人口減る一方ですよ。

202
仕事の都合で短期間しか住むことができませんでしたが、機会があればぜひまた住みたいです。雪の降る時期に住んでいないので、雪道での坂道の大変さは未経
験ですが、車でしか移動しなかったこともあり、非常に住みやすかったです（友人に、小樽は坂が大変と聞いていたので）。教育や医療の充実度が分かるほど住んで
はおりませんが、道内５市町村以上に住んだ中では１番か２番に税金の使い方が上手に感じました。お世話になりました。
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□転出者 コメント一覧□

105 性別 女 年代 18～29歳 転出先 北海道 札幌市 転出前 長橋 理由
楽しむ場所や機会が充実し
ているから

職業 会社員（正規雇用）

106 性別 男 年代 18～29歳 転出先 北海道 札幌市 転出前 富岡 理由
生活環境（買い物など）の利
便性を良くするため

職業 会社員（正規雇用）

107 性別 女 年代 40～49歳 転出先 千葉県 習志野市 転出前 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）

108 性別 男 年代 18～29歳 転出先 北海道 札幌市 転出前 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）

109 性別 女 年代 18～29歳 転出先 北海道 札幌市 転出前 花園 理由 結婚のため（事実婚含む） 職業 会社員（正規雇用）

110 性別 女 年代 60～69歳 転出先 北海道 札幌市 転出前 奥沢 理由 その他 職業 パートタイム・アルバイト

111 性別 女 年代 18～29歳 転出先 北海道 札幌市 転出前 新光 理由 結婚のため（事実婚含む） 職業 会社員（正規雇用）

208
生まれてからずっと小樽に住んでいました。学校卒業し、小樽で一度就職をしましたが、やはり札幌で一人暮らしをしてみたいという気持ちが強くなり、今年転居しま
した。ですが、月に一度小樽に戻り、小樽運河を見るといやされますし、やはり食べ物（特に海鮮）がおいしいのは素敵だと思います。私はスキーをするので冬になっ
たらスキーを滑りに帰りたいと思っています。小樽のより良い発展を楽しみにしています。コロナに負けず頑張って欲しいです。

218
7年住み、とてもお世話になりました。海が見えて、季節に合わせたイベントも多く、静かで住みやすい街だと思います。小樽に来てから海鮮が好きになりました。食
べものもおいしく、また遊びに行きます。更なる発展を願っています。大変な時期ですが、手を取り合って頑張って下さい！！

219
生まれ育った小樽なので何処に行くにも不自由はありませんでした。年を取って色々な面で子供の世話をしたり、世話になったり、お互い大変な事もありますが、今
の所に慣れなければと思っています。仕事は小樽なので、大好きな海を見て「ホッ」としている自分がいます。さほど遠くはないし、友達とも逢うのは小樽なので・・・。

220
自然が豊かでとても住みやすい町だと思います。

210
高校から小樽に来てお世話になりました。一度余市に住みましたが、それから小樽に住みました。札幌に引っ越しましたが、職場が小樽ということで、これからも小樽
に関わります。これからもよりよい街になるように、よろしくたのみます。

213
駐車場を完備していない施設が多く、加えて交通の便も悪い。特に駅周辺だけでももっと駐車場を整備してほしい。

214
・雑草や、歩道が狭くなっていたり（道路全般）、観光客が来るのにはずかしい。
・道路のゴミが多すぎ。きれいな街になってほしい。
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□転出者 コメント一覧□

112 性別 男 年代 18～29歳 転出先 北海道 札幌市 転出前 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）

113 性別 女 年代 30～39歳 転出先 北海道 札幌市 転出前 新富町 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）

114 性別 女 年代 18～29歳 転出先 北海道 札幌市 転出前 オタモイ 理由 結婚のため（事実婚含む） 職業 専業主婦・主夫

115 性別 女 年代 60～69歳 転出先 北海道 札幌市 転出前 手宮 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

116 性別 男 年代 30～39歳 転出先 青森県 青森市 転出前 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）

117 性別 女 年代 40～49歳 転出先 北海道 岩見沢市 転出前 銭函 理由 結婚のため（事実婚含む） 職業 その他

226
医療機関は充実していました。バスの便も良かった。健康診断の再連絡いただけて良かったです。市民の方の人柄が良かった。

227
職員が市内に居住することを常識だと思ってほしいし、札幌から通っている職員はそれが非常識であることを認識してほしい。特に管理職以上で札幌に住んでいる
職員は自分が若手職員にとっての悪い見本になっているということを認識し、それを恥じてほしい。
札幌から通っている職員に通勤手当を満額支給する理由が理解できない。平然と満額を受け取る職員の気持ちが理解できない。市民の見本になれない市職員は
必要ない。

230
小樽市は第2の故郷だと思っています。とても住みやすい街だと思います。冬場の除雪・排雪をもう少し力を入れてやって欲しい。小樽ガンバレ！

222
社会人1年目、雪国では初めての一人暮らしだったこともあり、小樽への赴任が決まった際には（特に積雪寒冷地での暮らしぶりに）漠然とした不安があったのです
が、生活家電の量販店やホームセンター、スーパー等の店舗も、ゴミ収集・除排雪等の公共サービスも、市立病院を筆頭とする医療機関も充実しており、（その後仕
事の都合で生活した札幌や東京都比べても）特に不自由することなく生活できました。また仕事を通じて小樽市の生活環境向上に寄与できれば幸いです。

224

・雪や坂が多く、滑りやすい土地であるのに砂をまくという文化がないのか、市でまくわけでもなく、砂が設置されているわけでもない。お年寄りにはつらいと思う。札
幌市はあらゆるところに砂があり、とても便利に感じた。冬は整形の入院が増え、ベッド数の確保も厳しくなるのではと思う。
・タクシーの運転手は昔から小樽の人のためか不親切で、住み始めたときは乗るたびにつらかった。住所を言ったら、近くの店を言えと言われて、次は店を言ったら
住所を言ってくれないとわからない、小樽って川とか線路とかあるからうまく場所案内してくれないと困るんだよねと怒られた。札幌や帯広、神奈川、網走、様々な所
に住んだが、初めて毎回嫌な思いをした。他の人も同じことを言っていました。札幌のタクシーの運転手さんも小樽のタクシーのことを言っていました。

225
老後帰ってきたいと思える町です。
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□転出者 コメント一覧□

118 性別 男 年代 40～49歳 転出先 北海道 札幌市 転出前 築港 理由
生活環境（買い物など）の利
便性を良くするため

職業
公務員・団体職員・教職員（正
規雇用）

119 性別 女 年代 18～29歳 転出先 岡山県 岡山市 転出前 奥沢 理由
自分または家族の入学、進
学のため

職業 学生

120 性別 女 年代 18～29歳 転出先 北海道 札幌市 転出前 末広町 理由 その他 職業 会社員（正規雇用）

121 性別 女 年代 30～39歳 転出先 北海道 札幌市 転出前 望洋台 理由 結婚のため（事実婚含む） 職業 会社員（正規雇用）

122 性別 男 年代 18～29歳 転出先 北海道 札幌市 転出前 望洋台 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）

123 性別 男 年代 50～59歳 転出先 北海道 札幌市 転出前 桜 理由 離婚のため 職業 会社員（正規雇用）

242
生まれ育った小樽は何にも代わりのないかけがえのない町です。なにもないのも良かったり・・・のんびりとした時間が流れているようでとても落ち着く大好きな町で
す。より良い町へというよりも今のままの姿が残っていくように願っています。

245
港の再開発楽しみにしています。

247
高齢者の割合が多く、高齢者への対応が大切と思いますが、高齢者対策ばかりでは若い世帯がますます住まない町になってしまうと思います。

235
小樽市は世界的にも有名な観光地です。とても魅力があると思います。なのでもっと新しいものを取り入れるなどして町を活性化させていって欲しいです。運河の観
光地の店が閉まる時間が早すぎて、夜の人手が少ないことも残念に思います。みんなで良い街にしていけたらいいと思います。小樽市職員のみなさん、いつもあり
がとうございます。

238
・坂道がとても多く。歩くだけで良い運動ができた。冬は歩くだけで怖かったが、コンビニも沢山あったうえに身近な場所に綺麗な景色が広がっていて、好きだと思っ
た。
・すぐ海を見れるところはすごいと思った。
・飼い犬がよく拾い喰いを公園でしていて、ごみがよく落ちていると思った。

239
生まれたときからずっと小樽だったのでどこに何があるかとかお店の位置とかもわかるので住みやすいのは小樽です。なので、いずれは・・・お金が貯まり次第、小
樽に戻りたいと考えています。たまに小樽に帰るとやっぱり落ち着くので小樽はとっても大好きです。改めて思いました。ただ、コロナの影響でお店が潰れてしまった
り、働けない人がとかが沢山でてきちゃったのがなければ、なお良かったなと思いますが、そうゆう面では札幌の方が働きやすいのかな？と思いました。
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□転出者 コメント一覧□

124 性別 女 年代 18～29歳 転出先 北海道 札幌市 転出前 住吉町 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）

125 性別 男 年代 18～29歳 転出先 北海道 札幌市 転出前 若竹町 理由 結婚のため（事実婚含む） 職業 会社員（正規雇用）

126 性別 男 年代 18～29歳 転出先 北海道 札幌市 転出前 末広町 理由 愛着があるから 職業 会社員（正規雇用）

127 性別 男 年代 40～49歳 転出先 北海道 札幌市 転出前 最上 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）

128 性別 女 年代 18～29歳 転出先 岩手県 盛岡市 転出前 緑 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）

129 性別 男 年代 18～29歳 転出先 北海道 岩見沢市 転出前 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）

254
道路の除雪は良いが、車庫前に山のように雪を置いていくのは許せない。

257
大学進学がきっかけで小樽に住みましたが、海もあり山もあり、とても景色がきれいで、素敵な場所だなと思いました。食べ物もとてもおいしかったです。
道外で就職したので、なかなか訪れることはできなくなりますが、また何度も来たいなと思っています。
これからも魅力のある小樽を創っていってください。

259
大学進学を機に4年間小樽市に転入し生活していました。文化的に魅力がたくさんの街で、とても楽しい4年間を送ることができました。
坂が多いところでしたが、バスも整っていたと思います。ただずっと生活することを考えると、もう少し歩道の整備がされているとより住みやすいと感じました。

249
小樽は好きだし、住み続けるのは無理だと思ったけど、地元としては最高だと思います！ウーバーイーツほしい！スタバとか！

251

昨年まで、生れてから24年間小樽市で楽しく幸せに生活を送ってきましたが、結婚を機に札幌市へ転出する事となりました。同年代の友人もほとんど小樽には残っ
ていない状況ですが、小樽が住みずらい訳ではなく、仕事の関係上転出にならざるを得ない様な状況でした。
日本の中でも群を抜いて超高齢化社会に突入している小樽だからこそ、古き良き小樽の文化を大切にしながら、また新しい小樽を作っていって欲しいです。応援して
います。こちらこそお忙しい中ありがとうございました。

252
がんばー、未来のない小樽市民へ
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□転出者 コメント一覧□

130 性別 女 年代 18～29歳 転出先 北海道 札幌市 転出前 真栄 理由 通勤・通学の利便性のため 職業
公務員・団体職員・教職員（正
規雇用）

131 性別 女 年代 40～49歳 転出先 北海道 札幌市 転出前 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）

132 性別 男 年代 18～29歳 転出先 静岡県 静岡市 転出前 富岡 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）

133 性別 女 年代 30～39歳 転出先 東京都 0 転出前 銭函 理由
自分または家族の仕事上の
理由

職業 無職

134 性別 男 年代 40～49歳 転出先 北海道 寿都町 転出前 色内 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 女 年代 18～29歳 転出先 北海道 札幌市 転出前 赤岩 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）

136 性別 女 年代 18～29歳 転出先 千葉県 流山市 転出前 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）

265
たまに帰省する程度でちょうど良い。

268
また転勤したら小樽市に戻って来ます。あと、返信が遅くなり、申し訳ございません。

269
働く場所が少ない気がします。結局大企業で働きたい人は札幌に行ってしまう気が・・・

260
こういったアンケート類はインターネットで回答できるようになれば、より回答率が上がると思います。他市ではありますが、同じ市職員として小樽市の方々にも頑
張っていただきたいです。

261
海も山もあり、家族との思い出もあります。特別にどこが良いかと聞かれると困るのですが、札幌まで近く、程良く住み易いと感じます。観光が栄え嬉しくもあり、しか
し街中の衰退は淋しくもあります。運河や堺町通り、あまとう等、レトロなところがおしゃれで美味しくて自慢できます。小樽人が親しみ、懐かしい所を活かして、発展
して欲しいです。

262
小樽市は他の市区町村と比較して坂が多く、冬には雪が多く降り積もります。たまに除雪費の不足で坂道やその他道路の除雪が十分にされていなかったり、ロード
ヒーティングが二車線のうち片側一車線のみになっているのを見かけます。道路状況の悪化は交通の不便や事故の増加につながりかねません。大変な事だという
ことは重々承知しておりますが、ご一考いただけますと幸いです。

271
街なみがとてもステキです。子どもができたら子どもと主人と帰省し、観光しに行きたいと思います。コロナに負けずに堺町通りの皆さま頑張って下さい！またＲ３年
度の成人式も中止ではなく延期をかさね12/12に開催決定して頂きありがとうございます。あこがれていた振袖を着て成人式に出席する夢が叶うことがとても嬉しい
です。
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□転出者 コメント一覧□

137 性別 女 年代 18～29歳 転出先 高知県 土佐市 転出前 新富町 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）

138 性別 女 年代 18～29歳 転出先 大阪府 吹田市 転出前 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）

139 性別 男 年代 18～29歳 転出先 神奈川県 横浜市 転出前 富岡 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）

140 性別 女 年代 18～29歳 転出先 東京都 0 転出前 若竹町 理由
楽しむ場所や機会が充実し
ているから

職業 パートタイム・アルバイト

141 性別 男 年代 50～59歳 転出先 北海道 函館市 転出前 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）

275
大学進学のため4年間小樽に住みましたが、言葉にできない良さがありました。近年は厳しいかと思いますが、潮まつりや雪あかりのイベントなどとても楽しかったこ
と、記憶に残っています。堺町のにぎわいなど懐かしく、いつかはまた帰りたい、私にとって第2の故郷となっています。これからもそのような魅力的な”まち”づくりを
してほしいです。いつ帰ってもそのままの背伸びをしない小樽市であることを祈っています。コロナに負けずに頑張って下さい。ご一読、ありがとうございました。

276
東京に住むとおもしろいものや遊びが充実しています。でも時々小樽にかえりたくなります。交通の便や遊びはどちらかといえば不便に感じていたのに、やっぱり小
樽が恋しくなります。観光地とされているメインストリートは、地方の観光地によくあるつくりで、面白さや小樽の独自性を感じられず好きではありません。しかし手宮
や小樽築港、南小樽らへんは建物等好きでまた散策をしたいとよく思います。

284
問18で「特にない」としましたが、小樽の良い点は環境（自然環境、街並み）だと思います。

272
学生時代と社会人になり5年間住んでいました。個人的に、こじんまりとした町並が丁度良く、交通の便も便利な方だったと思うので住みやすかったです。病院勤務で
したが、給与が低く転職することに決めました。それ以外は小樽市は良いところでした。あ・・・少し税金が高い気がしました。

273

小樽には生まれたときから22年間住んできたため、とても大好きな町で小樽に就職することも一度は考えましたが、やはり小樽市外の方が職の幅も広く結果として
は小樽市外の職に決まり、現在は違うところに住んでおります。しかし、小樽を離れた今でも小樽に帰ってきて小樽の町を歩いているときが一番安心しますし、大好
きだと感じます。小樽といえば観光地であることが一つの魅力ですが、今はどうしてもコロナウイルスの影響で難しいこともあると思いますので、現在の仕事は小樽
の商品を扱うこともございますので、離れていても大好きな小樽に遠くから貢献出来たらいいなと思います。
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