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月形町まちづくりアンケート調査　自由意見
【問14】まちづくりへの意見・提案

No. 年齢 性別 居住地区 自由意見

9 40代 男性 中地区
町自体に元気がない。行政主導には限界があると思うが、何だかの手立てを打たないともっと町が寂れていくと思
う。何かアクションを起こしたのであれば、しっかりと結果が見える。住民にプラスに働くものを行っていただき
たい。街のいいニュースがない。とても残念である。

13 70歳以上 女性 中地区

無学な私には何と書いてよいかわからないところもありましたが、ゴメンナサイ。人口が少なくなっている今頃、
保育園の子供達、ご学生の低学年の子供達が行きかう時「コンニチワ」と声をかけてくれるのが、私は散歩をする
ときの楽しみです。できれば、ごみかごでも道においてあったら、落ちているゴミを拾ってくれるのではないかと
ふと思いました。失礼致しました。

15 70歳以上 無回答 南地区
町はこれからどう生きていくのか先が見えず、負の遺産を作ってはならぬ上に主導者は頭を使って行動する。町
長、町議に多い不満で有る職員を教育してほしい。少しダラケている様に見える。

17 30代 女性 無回答
子供の進学時、自宅から通うことができるように交通の便を良くして頂きたい。Ex)岩見沢⇔月形　公共の最終バ
スに乗り遅れた場合、迎えに行かなくてもいいよう2便くらい1時間おきに運行してくれる

19 60代 女性 中地区
町人口の多くが高齢者なので地元で最後まで暮らすにはたくさんの助けが必要となります。買い物にも通院にも何
かしらの対策が急がれると思います。

21 50代 女性 南地区 もう少し電車とか、バスの時間、3つ位増やしてほしいです。

23 40代 女性 中地区
皆楽公園の整備について。いつも利用している人からの意見を聞いてほしいです。普段、足を運ばない人が公園の
整備を考えても、うまくいくはずはないと思います。役場職員の方達は、いつもまじめに仕事をされているなぁと
感じます。これからも町民をよろしくお願いします。

34 70歳以上 女性 南地区 町全体に病院とか買い物等行ける交通運営を行ってほしいです。よろしくお願いいたします。

42 40代 女性 南地区

子育て世代、またまだ未婚の方々が結婚しても月形に住みたいという街づくりをして頂きたいです。若い世代がい
なくなると町全体が困ります。未就学のお子さん、小中高に通っているお子さんを持つ親の方々が、今どんなこと
に不便を感じているのか、子育てしていく中でどんなことが負担なのか、なぜ月形町から引っ越ししていく方々が
いるのか。集まって意見交換するよりも（仕事をしている方が多い）子育て世代、未婚の方々にアンケートをとっ
て改善策を考える等対応してほしいです。

43 70歳以上 女性 南地区

平成27年から計画をはじめて、どうなったのか？職員さん給料もらっていたんでないでしょうか。この忙しいの
にアンケート、ふざけていると思います。１つ言いたいですが、役場職員同士の横のつながりが、全くありませ
ん。それではダメではないのか。みんな困っていますよ。みんな見ていますよ。それで、協力してほしい、おかし
い。

50 70歳以上 女性 南地区
雪の利用法（年の約半分は雪が降る月形）農作物の保存、雪エネルギーを利用した冷房等。高齢者が外出しやすい
交通手段を確保すること（通院、買物等）小型のバスの運行、ハイヤーの割引などを充実すると、運転免許返納に
も効果があると思う。老人の家計も助かる
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月形町まちづくりアンケート調査　自由意見
【問14】まちづくりへの意見・提案

No. 年齢 性別 居住地区 自由意見

51 30代 男性 中地区
皆楽公園が素晴らしい（自然環境、アウトドア環境）と思うがあまり知られていない。すぐ横に温泉もあり、使用
しやすいのだから、もっとＰＲすればよいと思った。ＪＲがなくなり不安。

55 60代 女性 中地区
月形町の町の中全体がくすんで見えます。活気もなく、商店の後継者もいなくて、このまま過疎の村のようになっ
てしまいそうです。とにかく働く場所の確保、人口増が一番の課題だと感じています。それに向けた取組をお願い
します。

62 40代 女性 中地区
子供のワクチン接種時の交通費が支給されないのはなぜですか？病院受診の際には交通費が支給されるのに。保健
センターが本来行う業務を岩見沢市の病院に委託しているのになぜでしょう？ワクチン接種時も交通費が支給され
るようにしてもらいたいです。

66 50代 女性 北地区 老後、病気の時、病院への交通機関が心配しています。町内外の乗合バスの充実

69 30代 女性 北地区 住所の区画整理が分かりづらく、地図に地番が載っていない。こんな町はありえない

78 40代 男性 中地区

町長をはじめ月形町役場の皆様方の誠実な対応に深謝いたします。この町に住んでみて、一番感じたことは、行政
と町民との距離が近く、いわゆるゲマインシャフトであるということです。おそらく以前からこのような体制が構
築されていたのではないかと思料します。一町民として一つだけ意見を述べさせて頂くとすれば、保育について、
土日祝において急病等で子どもを預ける施設や組織がないため、そういった小さな子供を持つ親たちの不測の事態
に対応してもらえる制度を整備して頂きたいです。

82 50代 男性 中地区 月形町の物産品をもっと月形町内で販売すべき

84 50代 男性 北地区 年をとって買い物等全て町内で行うようになった時、使える交通手段や店があるかどうか。

87 60代 男性 南地区 特になし

90 60代 男性 中地区 月形町における観光による発展。商店街の活性化などによる人口の増加

93 60代 女性 中地区
町民の意見をとても大切だと思いますが、役場として１つシンを持っていただいて、速やかに事にあたってもらい
たいです。

95 60代 女性 南地区
1つの町で事業をおこすよりも、近隣の市町村と連携して事を進めていく方が、コストも低く良い考えも集まるの
ではないかと思います。ゴミ処理とか保健事業、児童、生徒同士の交流など。

101 40代 女性 南地区 バス転換になったら当別行きと月ヶ岡から月形の町の時間帯を本数増やしてほしい。

105 60代 男性 中地区
子供から高齢者までみんながまちづくりに一緒になって取り組んでいく意識や意欲の向上を図っていかなければな
らないと思っています。
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月形町まちづくりアンケート調査　自由意見
【問14】まちづくりへの意見・提案
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112 50代 女性 中地区

時々今回のようなアンケートに答えていますが、町民の意見がどのように活かされているのか結果が見えない。こ
れ以上人口が減らないようにもっと危機感を持って過疎化に歯止めをかけてくれなければ、将来（子供達）が不安
で仕方ない。三笠市のように成功した市もあるのだから、真剣に取り組んでほしい。観光地にして活気ある
町、、、無理なのでしょうか。町報の町人口の増減数を見るたび深いため息が出ます。寂しいです。今回のアン
ケートどうかプラスになりますように。

115 30代 男性 中地区
①家庭の事情等で教育の機会に恵まれない子供たちへのサポートをしていける体制が必要である。　②町外出身者
に対しての日常生活での関わり方の改善（月形町出身者が町外出身者を快く迎え入れる気持ちを持つこと）

116 60代 女性 中地区 雇用の確保（働き場の確保）

117 40代 男性 中地区
このアンケートが反映されるのか疑問に思うが、ハコモノ行政（バスターミナル）は、今後の世代のためやめて頂
きたい。行政もスリム化させてもらいたい。

118 30代 女性 中地区 空き家をもっと積極的に活用してほしい。空き家も売買だけでなく、賃貸でも行ってほしい

120 60代 男性 南地区
先日の新聞で空知管内市町村別の観光者数がのっていたが、当町は下から2番目と少なく、町外から来てもらうの
に「道の駅」を建設してみては。

127 70歳以上 女性 中地区
町としての考えを早めに知らせてほしい（何事も）たとえば来年バス運行移行にあたりバスセンターの場所等、
10年～20年先を考えて決めてほしい。ホームページを見てと言われてもアクセスができない。知らない人も多く
いることも知ってほしい

137 30代 女性 北地区
子育てや結婚しても住みやすい町づくり。頑張ってはいるのでしょうが、他の街（三笠市など）もっと参考にして
未来に希望が持てる住みやすい町になったらありがたいです。

139 20代以下 女性 中地区
住宅の数をもっと増やした方がいいと思います。子供を増やしたくても、家が狭いと無理があります。交通面も手
厚くしてもらえると嬉しいです。

142 無回答 男性 無回答
①役場職員能力無し者の退職　②能力の無い町議を能力のある小学生に移行する　③看護、福祉専門学校の設立、
運営すること　④農地、離農地を会社運営することにより土地再利用すること　⑤林道を整備し観光にする（2か
所程度ある）　⑥温泉施設を残し、ホテル、レストラン閉鎖、建物の解体

143 70歳以上 女性 北地区
今回はじめて町のホームページを見て月形町が各方面に頑張っていると広報とはまた違う角度から知りました。自
分がかかわったことしか見えていなったと反省しています。

144 30代 男性 中地区 子供がスポーツをする環境がない事が不満

147 30代 男性 南地区
月形に空き家はたくさんあるのに、空き家バンクをみても登録された物件はほとんどみつからない。これでは移住
しようにもできない。中には札幌から月形に通っている人もいる。都会の人は多少古い家でも、一軒家ならとても
高く評価する。住民がもっと気軽に登録できるように推進、支援を積極的に進めるべきである。
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No. 年齢 性別 居住地区 自由意見

148 50代 女性 中地区 他の市町村に出かけて行ってみて、どのような取組を行っているのか、研修等に出かけてみてはどうかと思う。

151 60代 男性 南地区

・施設等は、はい作りましたで放置の状況。工夫が必要
・案内板等は文字よりもイラスト等の方が分かりやすい。
・コンビニＰから見える一ん位博物館等へ誘導するアニメ、イラスト等で紹介するべき（駐車場と書かれるより
「Ｐ」と統一の方がわかりやすいですよね）昔はおらが町、おらが村で競い合っていたが、お互いに紹介しあえる
市町村の関係を築く方が大事になっていく

152 20代以下 女性 南地区

今まで以上に若者が住みやすく、移住しやすい環境をつくってほしい。高齢者や障がい者支援は素晴らしく思いま
すが、若者対する支援が少ないと思います。妊活や子育てしやすい環境がほしい。移住してきましたが、あまり他
の市町村に比べるとメリットがない。人口も減ってきているのに、何も考えてない気がする。もっと月形町の将来
を考えてほしいです。

153 60代 女性 中地区
町民のプライバシーについて役場職員の口から広まってくる噂話、まちづくり運営の前に職員の指導を行ってくだ
さい。

156 20代以下 男性 北地区
月形町には良い所がたくさんあり、育った町で働きたいと考えてはいるが、自分が学校で学んでいる分野での雇用
が充実しておらず、町外に出る選択肢しかないのが残念です。

157 20代以下 女性 中地区
月形町に住んで間もないですが、とても良い町だと思っています。しかし、もっと活気があったらなと思います。
工場なんかできたら、自然と人も増えるのかななんて思ってみたりしますが、沢山課題があるのもわかっています
ので、ただの意見として聞いて頂ければと思います。

159 40代 男性 中地区
月形町は人材不足。特に３０～４０歳代を強化すべきだと思う。次世代を引っ張る人の育成、発掘が重要だと思
う。

165 50代 男性 南地区
農業を営む者として、今後の月形町による農業に関する取り組みが不透明で分かりづらいと思われる。担い手が不
足していく中、ここ数年、全国各地で話題となっているスマート農業など、積極的に取り組もうとする姿勢が必要
と思われる（ＪＡも含めてだが）

168 70歳以上 男性 南地区

７月３日道新朝刊で平成３０年度の管内観光客数町村別の記事が掲載されたが、総数では残念ながら２４自治体
中、上砂川に次いでワースト２の結果でした。調査方法等必ずしも真には受けませんが、当町には樺太博物館や歴
史的遺産、皆楽公園等が存在するにもかかわらず、この結果。今一度立ち止まり要因等について分析、検証するこ
とが必要と思われる。

182 50代 男性 中地区
福祉に力は入れているが、色々な会社、向上などを誘致してこないと、月形町は刑務所、老人ホームの町になって
しまわないか？そういう現場にいた町長だから、もっと周りに目を向け優良な企業をひっぱってきてほしい。
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月形町まちづくりアンケート調査　自由意見
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No. 年齢 性別 居住地区 自由意見

185 30代 男性 中地区 皆楽公園や月形温泉などの施設はとてもきれいで使い勝手も良いのでしっかりと維持して頂きたいと思います。

186 70歳以上 女性 中地区
子供から高齢者まで安心安全な生活が確保され、未来に希望が持てること、生きがいを持てることが、節に一人一
人が願っていることだと思いますが。

187 40代 男性 中地区

○をつけるだけだけど、その量に比べて自由欄が少ないのでは？教育に関心あり。高校は道立ですが、中学、高校
は一貫校として一体化することは物理的には十分可能でメリットも大きいと思う。（法律的、行政的に不可能らし
いが）小中での一体化は複式学級ならわかるが、そこまでではないと思う。道の駅。国道２７４？５？の交通量は
相当なので（温泉ホテルそば）どこかに作れば大いに需要はあると思う。

188 40代 女性 中地区

住みよい町であると思う部分もありますが、まだまだ買い物など不便なこともある。観光として夏であれば皆楽公
園で楽しく過ごせるし、人も来るかもしれない。もう少し遊具も含め子供が楽しく遊べる場にしてほしい。やはり
冬にも人を集められる何かが必要だと思う。１年通してある程度楽しめることがあってはじめてそこに住みたい！
と思えると考えられる。

194 40代 男性 中地区
月形町に新たな店舗を開店させることは困難であると思います。安定的な売り上げが見込めないからです。まず
は、移動販売車を設けた方がいいと思います。住民も高齢化し、若者は都市に出ていくことから、コンパクトな町
づくりを行い、低予算の行政を行うことが重要と考えます。現在、実施している町の行事も縮小すべきです。

196 70歳以上 無回答 中地区 他の市町村からの移住者が明るく楽しく暮らしてゆけるような町になれば良い

199 40代 男性 中地区 町民にもっとわかりやすく色々な情報を発信してもらいたい。住民目線で町政運営をしてもらいたい。

202 70歳以上 男性 北地区

町の財政が厳しかったら、窓口業務は民間委託し、旭川市、苫小牧市やっている計画していると聞きます。町立病
院も診療所にして患者減、また人口減なので職員を減らすのも仕方ないでないですか。会社、役所だってやってい
る所あると聞いています。最後ですが、町が事業を計画したら町民皆分かるように今回のアンケート調査様式で
やってください。

205 70歳以上 男性 中地区

文化、コミティ会館の建設し、その中にバス停、町民の集い、学習、知識の向上等、人材の育成を含めて考えて
は。「文化ホールがまちをつくる」といわれています。それには住民目線で業務に取り組める能力を備え付けて。
住民の意思に沿った適切なサービスを提供するため、人材の育成と指導者の確保をお願いしたい。住民と向き合
う、寄り添った仕事をお願いします。

214 50代 女性 中地区
アンケートをとっても何も変わらないのではないですか。変わろうとしているのかわかりません。意味があるアン
ケートにしてほしいのですが、お金を遣っているだけのような気がします。役場の職員の意識が薄い。役場もサー
ビス業ですよね。小さな町ならではの何か発展をしてください。外から月形をみることも大切かと思います。
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217 50代 女性 中地区

町には孫が遊びに来ても、公園があまりなく、ブランコなどの遊具がないので考えてほしいです。皆楽公園にスワ
ンとか（前はボートがあったようですが）あったらキャンプに来られた家族連れとかが楽しめるのではないでしょ
うか。観光客を増やすにも必要だと思います。そのためには適切な料金を頂いて運営してゆけるように考えたらど
うですか。※字がきたなく見づらくてすみません。

219 60代 女性 南地区
担い手の育成に力を入れてほしいけど、今の農業に魅力がもてるか。と言えないと思ってる。花の町、月形なのに
「お花売ってる所ないの？」って言われてたことがあります。

230 70歳以上 男性 中地区 今後のＵＲ後のターミナルですが、駅の近くとのうわさですが、便利な町の中につくるべきだと思います。

236 40代 女性 中地区
住民の幸せと充実度の向上。外貨を落とされるような仕組み作り。農と歴史のアピール。通り過ぎるだけでなく、
目的を持って訪れたいと思われるような町の魅力づくり。農産物の情報発信。

243 70歳以上 女性 南地区 市外地域に住む者として、いつまで（高齢化）現在地（市外地）住み続けられるか不安です。

246 60代 女性 北地区

①福祉の充実　②交通の充実　③住宅の整備。一人暮らしになったとき（70歳以上）、町営住宅に家を処分して
住もうかと思っていますが、食料品を買いに行くのに今の町営住宅では遠すぎます。（あやめ、すずらん等）住む
住宅も古く老朽化していて暗いイメージです。友達がいる月形から離れたくない気持ちもありますが、今の状態で
は岩見沢へ移り住もうかと考え始めています。若い子達も住宅がなく、ＪＡの新人の子は札幌や当別から通ってい
るようですよ。

248 70歳以上 女性 南地区

月形町はインフラ（交通）以外は自給自足の満足度の高い、恵まれた住みやすい町だと思いますが、若い世代にも
夢のある魅力のある町とするために、更に定評のある特産物（花、豆類、野菜、トマト、キュウリ）に有機栽培な
どの付加価値を付け、また月の雫などどこにも負けないような美味なメロン類など販路を拡げ、有名ブランドとし
てファンを増やす。また、マイナスイメージの歴史資源や雪や森林、湖沼などの自然資源など将来の日本、世界の
将来にもつながる新しいエネルギーの開発に、町長、職員、議員さんが今までの実績を踏まえて更にチャレンジし
てみては如何でしょうか。

252 60代 男性 北地区 月形町らしさの色が見えない。人と人と交流する場面が少ない

257 70歳以上 男性 中地区 子育てにお金のかからない制度づくり

264 70歳以上 女性 南地区 月形町のまちからはなれて住んでいる私は年齢とともに、病院、買物に行く交通が心配になります。

268 40代 男性 南地区
路線バス等の公共交通手段や冬場の除排雪等の交通手段の充実。皆楽公園のキャンプ場を有料化し、その収益で施
設の充実や整備し、利用者を増やし、観光をさせたり、子育て世帯など本当に町営住宅を必要としている人が割り
当てられる入室基準を見直す必要があると考えています。
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月形町まちづくりアンケート調査　自由意見
【問14】まちづくりへの意見・提案

No. 年齢 性別 居住地区 自由意見

273 40代 女性 中地区
他の市町村と同じような取組をしていても、他町はうまくいっていて月形はうまく行っていないということが多々
あると思います。月形のやり方の何がダメなのかをもっと考えるところからまちづくりを考えるべきだと思いま
す。

276 20代以下 女性 中地区
もっと介護職員を増やしてほしい。施設、利用者は多くあるのに働き手が少ない、辞めていく。残った人たちが体
が壊れてしまう

278 30代 男性 南地区

農業、商業、観光対策。農業振興対策不十分。農業者の納める税金は結構あると思うので、もっと対策強化してほ
しい。商業については、店舗がどんどん閉店しており、道の駅、バスターミナル設置の際、商業スペースを設ける
等、コンパクトな町づくりを行ってほしい。月形町は、立地条件はそれほど悪くないのに、空知管内観光客数で下
から2番目であり、非常に残念。対策が急務だと思います。

280 20代以下 女性 南地区 月形町のシンボルフラワーを決めてほしいです。

283 60代 女性 中地区
人口減少になった町は、身の丈に合った財政運営を望む。公共施設の数を増やし、その後の運営費等に苦慮するこ
とのないように慎重な考え方を切に望む

286 無回答 男性 中地区
子育て世代への環境の整備（経済的負担軽減、スポーツ環境の充実など）　町全体の総合的な景観に配慮したまち
づくり。　外国人を含めた積極的移住政策や企業誘致

290 60代 女性 北地区 むずかしかった

293 60代 男性 南地区
町の観光拠点である温泉施設等の補改修の検討。老朽化した公共施設の解体を進め、定住化に向けた住宅整備の検
討。独居老人や買い物弱者への対応検討

297 40代 男性 南地区 ハコモノの整理、統合。小中一貫校、または義務教育学校の設置、移行。

298 60代 女性 南地区
ＪＲ廃止後のバスの運用（時間や停留所等）　最低限の病院の維持（診療所もありかも）　買い物難民にならない
ように（ニコットは助かります。Ａコープも存続を願います）

300 50代 男性 中地区

率先して行うべきは教育と福祉。特に教育については、幼保小中で一貫したカリキュラムを組み、子どもを育てて
ほしい。「人を育てるまち」として人材を町外、道外、海外へ送り出すくらいやってもらいたい。産業や観光に対
しては「お金を稼ぐことができるか」が唯一の命題で、それがかなわないなら支出すべきではない。観光の指標は
数でなく金額です。

303 20代以下 女性 中地区
どの町でもやっていることをやってるなぁという印象です。この町の住民が何を求めているのかを正しく理解し、
行政側からの一方的なサービスにならないといいです。若い人の意見を取り入れてほしいです。もっと新しくてと
がった街づくりをお願いします。
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月形町まちづくりアンケート調査　自由意見
【問14】まちづくりへの意見・提案

No. 年齢 性別 居住地区 自由意見

305 20代以下 男性 中地区
私は今、大学で観光学を勉強していますが、まちづくりに関して観光客が1日でも多く、滞在して頂けるようなこ
とをしなければいけないと思います。例えば、農家さんと連携したツアーや月形町でしかできない「体験」を考え
てみてはいかがでしょうか？

306 50代 女性 中地区

若い人が月形に住み続けられる職場、住居があると良い。高齢でも一人暮らしができる環境が整うと良い。友人
宅、病院、買物、自由に動ける町内巡回バスがあると良し。日曜、祝祭日に開いているスイーツ店や地元の食材を
使ったビュッフェやカフェがあると良い。年をとると本が読みづらくなるから、図書館よりインターネットや映画
やＤＶＤやＴＶなどみんなで集まって観られる場所があると良い。

311 50代 男性 南地区

住んでみてよい土地柄だと思います。しかし、買物、交通の不便さが際立ちます。それが持ち味かもしれません
が。。。夜空がキレイだし、夕焼けがとても素晴らしい。例えば、そういうことをアピールしてもいいかな。「花
の町」というのは住んで初めて実感し良いと感じます。しかしアピールするインパクトとしては外にいた時は感じ
ませんでした。ある意味「不便さ」や「古風景」をうまくアピールしてもいいかも。

312 70歳以上 男性 中地区
赤川第一踏切ですが、以前から車が交差できるよう要望してるが、いまだに叶えて頂けません。私が生きている間
に願いがかなった光景が見たいんですが。。。
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