アンケート 問１ その他 自由記述
今の町役場についてお聞きします。あなたのお考えに近いものをそれぞれ1つずつ選び、□に✔をつけてください。
1 書類が見えるところに山積みなど整理が必要では？
役場の施設が老朽化していて、町民にとって使いづらいのは仕方がないが、職員自体の意識が低すぎる！！民間
2 レベルで考えたら倒産しても当然の仕事レベルだと思う。いくら施設を新しくしても、無駄だと思う。
3 無駄に広い。職員全員が見渡せる必要はない。暗い。(雰囲気も）
4 全体的に車いすへの配慮が足りていない
⑫「休憩スペース」は役場に行った町民の、ということですか！？町民だとそばにさんさん館があるので、重複にはなり
ませんか？タクシーを待つなどのスペースは今くらいでよいと思いますが。町民が集うという意味では、さんさん館との差
別化をどう図るのでしょうか？人を集めるためのイベントはやり過ぎてマンネリ化、特別感が無くなってきているので、休
5 憩スペースの自販をしっかり検討してほしいです。
設備だけでなく、声かけの案内や部署間の連携がなく、非常に不便。もっと窓口業務は接客であるという基本に戻っ
6 てほしい。
7 利用したことがないので、判断できない項目はわからない
8 『町の窓口』としての入り易さに欠ける。挨拶は？と思う。
9 問1は町民にわからない質問が多い。③駐車場に関して、「職員の駐車場になっている」とのコメント有）
担当部署の名前がわかりにくく、窓口を探してしまう。（昔のように係名がわかるようにしてほしい。グループとか括られ
10 ても町民には適さないと思う。）
11 役場の場所がわかりにくい。駐車場が狭すぎる。
12 あまり役場に行く機会がないのでわかりません
13 建物が古過ぎて、時代のニーズに合っていない。残す（保存）などの建造物ではない。
14 駐車スペースが狭く、以前車に当て逃げされたことがあり、駐車スペースをもっと広くしてもらいたい。
15 そうは思わないを誘導する質問では？
一箇所で窓口用務が終わるよう、カウンターを半円等でつくり、来客がスムーズに物事が出来る様に。トイレを職員
16 用、来客用と別々に設置すべき。
17 役場の照明が明るくない。
18 少し間違えてもにらまないで。
19 ⑩については男性ですので、わかりません。
20 行く機会があまりないので、わからない項目が多い。
21 20歳未満はそういう役場に行く機会がないので、宛にならないと思います。
22 駐車場に職員の車が多い、特に近い所。
特に暑い日の夏季の庁舎内の環境が悪い。エアコンどころか、扇風機もなく、暑さのガマン大会になっている。冬季の
23 暖房についても同じ。
24 トイレは職員専用なんだと思い、利用したことはない
25 トイレが古くて汚いイメージがある。議会場も同じ。2階へ行く階段がつらい。
26 部署や人によるが、もっとテキパキと働いてほしい時がある。こちらも時間に余裕があれば良いが、そうでない時もある
27 ⑧について「夏場とても暑い」とのコメントあり。
28 全体的に照明が暗い。トイレが古く、利用しづらい。
29 庁舎内が散らかっている。汚い。物が乱雑に置かれている。
建物は古くなっていると思います。駐車場は混んでいるところを見たことがないです。施設内容については、利用したこ
30 とがないのでわかりません。利用者も多いのかわかりません。
31 特に今まで不便に思ったことはありません。
32 わからないというのが適切です。ほぼ利用しないので。
33 ⑦と⑩は使用したことがない。
34 ⑦は使用したことがない。
35 ベビーカー利用の時、入口の扉の所で躓く（スムーズに入れない）
36 10年間で二回しか行ったことがないので良く分からない。

アンケート 問２ その他 自由記述
新庁舎の建設にあたり、あなたが重要視すること、求めるものは何ですか。次の中から３つまで選んで、
□に✔をつけてください。
1 人口減と高齢化に対応していること
2 総合的な庁舎にする事！！（居食住などが・・・）
コストを抑制し、デザインにも拘らず、シンプルで機能的な建物にしてほしい。職員は基より、町民も利便性を感じ
3 る、交流に多様化した新庁舎をお願いしたい。（さんさん館の町民の利用は一部である）
そもそもの市民サービス（対応時間、土曜、日曜日対応）を第一に強化すべき（昼休みに誰も居ないこともあっ
4 た）
防災に関する資器械の整備、保管をきちんとするため、庁舎に附帯して、防災倉庫を建設、管理を十分にして、い
5 つでも対応できるようにする事が必要
6 ムダに税金を使用し、ムダな建物をつくらないでほしい。
7 語る言葉が難しく、質問に答えられないです。
8 空調設備の充実
9 庁舎に利用のある人が近くに停められ様に、職員の駐車は近くに停めない様に考えた方が良い。
10 庁舎本来の持つべき機能を備えていること(①～⑬は当然備えるべき機能）
冬でも「あ、役場に行こう。あそこに行けば○○○の楽しみがある」と思えるような施設にしてください。そうすれば自然
11 と人が集まり、いつでも賑わいや交流がある、幸せを生む町になります。
⑦について、待合室やトイレなどを充実し、優しいつくりにした方が良いと思うが、何でも間でも新しくするのではなく、
しっかりと考えてください。役場を交流の場とするならば、それによって、人の足が遠のく場所もあると思うので、そこを無
くして維持費を抑えるとか、バランスが大切だと思う。
⑧について、何となくですが、さんさん館建設の時、こういう目的があったのではないかと思うのですが。
⑩について、役場はシンプルに分かりやすくが良いと思う。観光はさんさん館を中心に進めては。
⑬について、さんさん館があるので、こちらに集約した方が、色々と連携もとれ、人員も少なくてすむのでは・・・。
⑭新庁舎を建設するにあたり、町内にある施設の目的・役割を改めるのが大切だと思う。役場が町内の施設、観光
のマネジメントをする…という感じが良いのではないか。人口5000人の町。一つの会社と見立てて考えてみると、何
が必要で、何が不必要であるか、とか見えてくるのではないか。

12
13 来庁者のプライバシーに配慮されたつくりであること
新庁舎建設にあたり、①～⑬の全てが求められる項目だと思う。全ての項目が当たり前すぎる。強いて選ぶなら、
14 ①、③、④。だけどそれを果たせない建物は、作る意味がない。
15 ⑩の優れたデザインは必要ないと思います。シンプルにコストを下げた建物が良いと思います。
新しい役場庁舎を建てる前に上下水道の老朽化したところの、取り替え（配管道路に埋められているところ）など、
16 住みやすい町にしてほしいです。
17 新築ではなく、現庁舎をリフォームするかたちで活かす事
18 コンパクトな仕事中心の低コストに心がけ、別途コミュニティ施設を望む。
①に合わせて、今後予定される消防署の建設も含めた、合理化の名の下に、全てひとまとめたにした巨大な物は必
19 要ない。

アンケート 問３ その他 自由記述
中心市街地及び新庁舎周辺に整備すると良いと思う施設（機能）はありますか。
特に必要だと思う項目を3つまで選び、□に✔をつけてください。
1 パン屋
眼科を建ててほしい。北見まで行かなくてはならないし。患者さんが多くて、病院で3時間も待たされる。通院は大
変。行くだけで、一日5時間くらいとられる。津別にあれば、美幌の人も来るかもしれないし、お店の売上にもつながる
2 かも。北見まで通院している人は喜ぶと思う。
3 タクシー等
4 買物などが出来るスーパーなど
津別の特産品を飲食・販売していてなおかつ地域の人も利用する小規模ショッピングモール。その中にチャレンジ
5 ショップもあるといい。道の駅。
アンテナショップはあるといい。津別の地元だけでなく、近隣市町村又は、オホーツクの特産品と名うって、特産品で考
6 えた飲食メニューの販売があると立寄る人を呼びこめるのでは？と思う。
7 大型駐車場を共有、まわりに役場etc 、各施設があるのが理想的。
8 高齢者の増加と人工減が進む中、なるべく質素に。
9 コンビニ型ショップ
10 ⑨ 温浴施設について「遠いし、カーブが多い」とのコメント有。
11 質問内容が意味合いとして重複している。
12 道の駅のようにしてその中に①と②をつくり、観光客を呼ぶ。
13 優しい言葉で申し出て下さい。
14 その施設の目的、目標に合ったものが良いと思う。
15 各施設を集約するのは良いが、今機能している施設が無駄になるのでは？
老若男女が気軽にごはんが食べられる、いわゆる「食堂」的なお店があると・・・。和・洋・中のメニューがあるとベスト。
16 これからは、一人暮らしの老人が多くなると思うので。
17 ③と④はセット。⑨について市街地の公衆浴場更新時にはよく考えられたものにしてほしい」
18 さんさん館とは似てない施設になる様に、カフェ等は不要です。
19 町営タクシー、健康センター
近い将来、人口3千人、高齢化率50%以上になります。ケアハウスのような福祉施設を中心市街地に建設する発
20 想が重要に思います。
①について、道の駅で良いのでは・・・。役場を観光地にするのであればいいと思うけど。役場は役場。もしアンテナ
ショップを作るのであれば、同じ敷地内に別の建物として建てた方がいいような。
②について、これは空き店舗を利用すれば済むのでは。役場の中にどちらかというと、介護や育児でも戻ってきたり、
避暑を求める人に貸し出せる小さいサイズの部屋(オフィス)がいくつかあっても良いのかも、働き方もそれぞれなので。
⑱その他。キレイで広々としたトイレ施設。観光バスや、都市間バス、観光や営業をしている人にとって、安心して利
用できるトイレは大切だと思う。さんさん館のトイレがもっと広く、沢山あれば、良いのにと思ったことがある。年配の方
21 で歩いて移動する人もいると思うので、疲れた時に座れるベンチが町の中にあっても良い気がします。
22
23
24
25
26

町史を知ることができる施設
①のアンテナショップ→道の駅を活用すればよいと思う。
各種サービスがワンストップで対応できるように施設を集約する。
①⑤⑥⑦⑯を兼ね備えた道の駅
消防署、防災センター

アンケート 問５ その他 自由記述
あなたは、町内での買い物環境について感じていることはありますか。それぞれ1つずつ選び、
□に✔をつけてください。
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

スーパー、精肉店、鮮魚店、お弁当、薬局それぞれバラバラに点在。ワンストップでいきたいところ。
地元で中々物が揃っていないので、不便さがある。
ホーマック、ユニクロ、ABC-MART、DAISO,スターバックスコーヒー、ミスタードーナッツ、マクドナルド
美幌や北見に行かないと本当に欲しい物は手に入らない。
競争相手がいないので価格がわからない
必要最低限はそろうけど、新しいものや、品数は、市外に出ないと揃わないのはあります。
特にグリーンマートは入り口がわかりにくい。町外の人が気軽に寄れる外観ではない。やっているのかわからない。
町内の買い物はコンビニしか行かない。
駐車場が狭い
町内のスーパーは鮮度に問題有り（？）
鮮度が悪くても価格が高い
そもそも町内で買い物をしないので、解答の意味合いがない
食材が新鮮で価格が安ければ、地元のスーパーへ行く。特売品など広告を出すといいと思う。
閉店が早いのでコンビニを利用する。
グリーンマートは値が高い
商品が雑然と置いている店には入りたくないものです。
コンビニ以外の生鮮食品を扱っている店舗の鮮度、値段がひどすぎる。数が少ないから、仕方ないのでしょうが、期限
切れのものを堂々と売る店。高齢者が多いので心配。
接客態度はイマイチかも・・・
オムツが売っていない
子ども用のオムツが足りなくなった時に、買える店舗がない。
フルタイムなので、町外への買い物はレジャーと思っています。
きちんとした病院
ドラッグストアがなく、美幌まで買いに行かないといけない

アンケート 問６ その他 自由記述
日常生活を送る上で、町内にはどのような業種の店舗が必要だと思いますか。
1 書店、リサイクルショップ、衣料品店（もう少しヤング・ミドル向け、）大手チェーンと同程度のドラッグストア、スーパー
2 手作りパン屋、ドラッグストア
3 ツルハのようなドラッグストアー、アークスのようなスーパー
ドラッグストアーがあれば、営業時間も長い上、食品なども良く買えるので、町外に買い物に行けない人にもべんりだと
4 思う。
5 コンビニ、スーパー
6 1つでいいから、サツドラ、ツルハ等のドラッグストア。きっと誰もが思っていると思います。
7 しまむらやホーマックなど、安くて生活用品が買えるホームセンター
8 大型スーパー
9 必要と思われる店舗は沢山考えられるが、津別町の現状では、無理ではないでしょうか。
10 ドラッグストアー
ツルハ、サツドラのような安い日用品、簡単な食料品、医薬品としまむらのような安い衣料品店、 ホーマックとかの
11 店とか(美幌では全て揃っている）
12 コンビニをもう一店舗増やしてもいいと思う
13 大型スーパー、ホーマック、コープ、サツドラ等
14 娯楽施設、レジャ-施設など休みの日に遊べる場
・DIY(ホーマックのような)総合店
15 ・宅配を更に拡充(coopのみでなく、Amazon等を意識したもの）
16 必要だと思う。特に「サツドラ」など・・・。
17 ドラッグストアー等の充実（安く品物を手に出きるから）
・介護用品の店舗
18 ・乳幼児用品(ベビー用品）の店舗 があると助かると思います。
現在営業している店がもっと『客』を意識して営業しないと、利用しません。どのような業種の店舗が必要かどうか以
19 前の問題です。
20 ホームセンター
まだ歩いたり、自転車、車などで買物に行けるけれど、市街中心地外の人達はだんだん弱って行けなくなると、町内
21 のお店の移動販売があればと思います。
必要という回答で、実際にその業種を町に呼ぶことになって、補助金をその業種に対して出して、誘致を行うかどうか
22 の方が気になる。
23 ツルハ、ダイソー、ホーマック、大手チェーン店
24 子どものおむつが買えなくて非常に不便なため、ドラッグストアがあるといい。
25 薬局
26 デパート
27 カラオケボックスなどの夜にも過ごせる場所
28 食品、靴
29 もう少し飲食店があれば良いと思う。ブックカフェがあれば良いと思う。
30 大規模小売店舗
美幌にあるサツドラ（雑貨、食品、日用品などもある）、女満別にあるホーマックの小さい店舗（生活用品が金物
31 店より充実している）
32 ドラッグストアがほしい。カフェ等あっても町内の人に会う・・・と、利用しにくい。
33 ツルハやサツドラのような商品の種類が豊富なドラッグストア
34 大型チェーンのドラッグストア
35 特になし
パン屋さんを今の場所ではなく、さんさん館で販売（木・金・土）してほしい。駐車場が便利なので！！クマヤキも
36 販売すると売れると思います。（新聞やテレビなどで知っている人も多くなってきているので）相生までは遠いです。
総合店舗、例）ニコットや、ツルハみたいな。価格が高すぎる。燃料を使っても、北見、美幌に出向く。全道展開し
ているような、店舗があれば、町内での買い物ができる。そうする事により、今の町内の店も、色々考えて販売するよ
37 うになるのでは？
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・車で行けない時（老いて）に、重い物（米）を買ったりした場合、昔のように届けてくれる様な店。
・日曜日が休んでいる店が多く、町外で買い物をしてしまう。
日用品やベビー用品等の充実を求めます。
訓子府町に出来た、シティのような小型店
介護用品を扱う店舗
ツルハ等のオムツなどもすぐ手に入るお店が欲しい。医薬品もツルハの倍の値段とかするから、急な時とか困る。
大型店
衣料品店
サツドラ等の安価な日常品販売店
総合店舗（一箇所で買い物が出来る店舗）
赤ちゃん用品の置いてある店があったらいいのにと思う！
ツルハなどのドラッグストア
衣料品、服飾品を町内で開くのは厳しいと思う。外食のできる店（できれば10時頃まで開いている）を2店ほど。
日曜日に子供が風邪をひいて薬がほしかったが、町内の薬局は休み、美幌町まで買いに走ったので、薬局（ドラッグ
ストア）で薬、オムツが買えるところがないと（土日も）困る。
薬局、スーパー、TSUTAYA等、本が買える、CDが借りられる。
生鮮食料品店、飲食店、日用品店
品揃えがある程度充実しているスーパーがもう一箇所あっても良いのではないでしょうか。
生鮮食品、食料品店が少ない。
ローソン
ホームセンター的なもの
個人商店の薬局はありますが、やはり北見や美幌などのドラッグストアーに行かないと買えない（高い）ものは多いで
す。（シャンプー、洗剤、生理用品等）
ドラッグストア、お弁当屋
利便性が感じられる内容だと思う。（価格、品揃えは二の次）
生鮮食料品店
グリーンマートや小さな商店が大きな店の中に一緒にあれば良い。
ツルハなどのドラッグストア（品数や価格で、圧倒的に便利）
子供向け、キッズ用品がないこと
・衣料品店
・建具直し（ドア、キッチン、引き戸、ふすま、家具、畳など）
医薬品、衣料、雑貨、生鮮食品まで揃う、大（中）型店があると便利ですね。他へ流れるのが減少する。
遊べるようなところ、気軽に入り易いお店。
生活用品の充実
町内の若者向けの店舗、本屋やカフェ等
ある程度、生活に必要な物が、一店舗で買い揃えられたら、とても便利で、高齢の人には助かります。
ショッピングモール等の複合施設
スーパーマーケット
期間限定でアイス屋さんが必要。20代の子供も、昔あった宮坂さんを今も言います。記憶の中の味は、どこのご当
地アイスも負けていませんでした。つべつ牛乳もありますので、あったらいいなぁと、夏になると思います。
配達してくださると助かります。
ほぼ町内にあるが、品揃えや価格に不満足なので、町外で買い物することになる。
遅くまで開いているカフェ。大人が勉強したり、読書したり、一人で静かに過ごせる場所。
気軽に買える日用品や乳幼児用のものを売っているお店がないので、ツルハやダイソー、コープなどの日用品の店が
必要。
日用品、医薬品の店舗（価格や品数が美幌や北見に比べると、高いし、少ない）
ドラッグストアや100円ショップがあると便利かも。
小さなホームセンターみたいな店があるといいなと思います。
ドラッグストア
価格や品質が納得できるスーパーマーケット
乳幼児用品を取り扱える店舗。PC修理、相談が出来る店舗
おおよそのものが、町内で帰ると思う。ただ、どこの店も態度やサービスが悪く、物を買おうと思えない。大手のスーパー
や、ドラッグストアがあれば、便利だと思うが、弊害も生じると思う。
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一店舗型で駐車場も大きく、一度で買い物を終えれる場所。
大型スーパー、ホームセンター
日用雑貨の量販店
生活用品、ちょっとおしゃれな生活雑貨（小型家具や、キッチン用品など）を売るお店があるといいですね。
学生などが利用できるカフェなど
ペット用品、文房具、雑貨
ドラッグストア
ドラッグストア、ホームセンター、お弁当屋さん
総合型の食料品店（コンビニと差別化されたもの）
ドラッグストア
ツルハやホーマックなどのような日用・家庭雑貨が購入できる店
ツルハドラッグ、まともな本屋、ホーマック、コープ。
作業用品、作業服等を扱う店（プロノのイメージ）
地元野菜や新鮮な野菜、魚が買えるスーパーマーケットが出来たら、良いです。（小さくても）
コンビニ
各種揃っていると思う。ただ何を扱っているか、営業しているのか（照明が暗い、間口が狭い）が、とてもわかりにく
い。老朽化した店舗ばかりなので、その点を建替えすべき。
町内活性化のためにも、大形スーパーマーケットの一つや二つでも。
現在、車利用でき、外出も楽しみなので、町外を利用しているが、運転できなくなると、宅配等も頼る事になると思
う。町内利用はないと思う。
現在、有る物も含めれば、必ず中心地にスーパー（生鮮食料品店）は必要。病院、バスセンターの近くに。
100円ショップ、ドラッグストア

アンケート 問７ その他 自由記述
あなたは普段、さんさん館をどのような目的で利用していますか。あてはまるものを2つまで選び、
□に✔をつけてください。
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
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ギャラリー
えくぼで仕事をしている(掃除)
ほとんど利用しないので無駄なスペースだと思う(協力隊など、人もいらない、ムダ）
カフェコーナーでの勉強
ほとんど利用していません
町のことを知るため
トイレ
友人とのおしゃべり
普段は行かない
利用する機会がない
お友達とお茶
イベントや他の開催にも興味がないので
利用は選挙の投票だけ
あまり行かない
まる太君グッズ購入
クレシェのパン購入
あまり利用したことがない
トイレ
アンテナショップ
勉強会
遠方から来る友人との待ち合わせ。
トイレ
トイレ
パンを買いに行く
アセニアを買いに行った事が2,3回あるだけ
土産物購入
軽トラ市
ラジオ体操

アンケート 問９ その他 自由記述
さんさん館を地域コミュニティーやにぎわいの拠点として、さらに活用を進めていくためには、
今後どのようなことが必要だと思いますか。２つまで選び□に✔をつけてください
1 道の駅の役割にすれば良い。今は中途半端。
2 お持ち帰りメニューの充実(ソフトクリーム、クマ焼き、たい焼き、たこ焼きなど）
3 外観が暗い。道の駅のように、入りやすいようにしたらいいと思う。
さんさん館そのものが普段はムダなスペースだと思う。たかり屋協力隊など。必要全くナシ。税金の無駄遣い。単なる
4 生活保護の一環か！？（協力隊）
5
6 外観の色が暗くて入りづらい
7 さんさん館を道の駅にして、品数を多く、相生まで行けない人、観光人口など増えると思います。
今の状態が最大限だと思う。さんさん館の建物が利用しにくい形なので。中庭？の部分も室内だったら、もっと利用
の幅が広がったと思う。コンサートを行うにしろ、チューニングの音が観客に丸聞こえなのも、利用しにくい点であると思
8 う。
9 コマーシャルの充実、やっていることを伝える方法を工夫したらいい。町の広報にはのっているけれど．．．。
10 間仕切りもなく使いづらい
11 駐車場の拡大、屋内活動空間の追加
12 現状は中途半端だと思う。町民が行きづらい。わかりづらい建物、高い植壇。入り口などがわかりづらい。
13 軽トラ市は昼間にもやってもらいたい。さんさん館自体、場所が入りにくい。わかりにくい。看板場所の工夫を！
②の販売と言っても、ごく一部鹿の商品しかなく、もう少し考えた方が良い。生鮮食品（農産物）の販売など、町
14 内みんなで生産物を持ち寄って販売してみては？ハンドメイド品とか。手数料などを払って販売、
15 まったくわかりません
16 自由に使える（座れる）スペースの充実
17 もう少し気楽に入れる環境
18 津別と津別周辺の遊び場や、観光地の情報発信の強化
19 入口が奥まった所にあるので、入りづらい。車で通りがかった時に、見渡せるレイアウトに変えた方が良い。
まず、さんさん館がどういう建物なのか、町外から来る人にはわからないため、宣伝をしたり、看板を道路から見える向
きに変えないと、通り過ぎてしまうだけだと思う。特産品を売っている、食事、ソフトが食べられることを看板やのれん等
20 で、大きくわかりやすくした方が良いと思います。
21 町内外へのアピール（認知度）
22 カフェメニューも増えているし、よくやっていると思う。
23 モーニングサービス等を充実させて、リタイヤした人達が、毎朝軽食をとって、雑談できるような空間になってほしい。
24 公園のような野外施設があると良いと思う。
25 ②「地元特産品の販売強化」は現状は役を果たしていないのでは。販売方法、スペース等に問題があるのでは？
26 営業していても、黒い為暗いイメージがあり、入りづらいので、外観を明るい感じにしてリニューアルしてほしい。
27 防災拠点としても考えられそう
親を津別に残して遠方で働いている子どもたちに、観光ではなく、福祉や介護サービスの情報発信をしてはどうか。
28 で、帰省時期にあわせて子ども向けの体験プログラムの案内や、相談会、意見交換会をしてはどうか。
29 お客に対する接客があまりよくない
30 インバウンドへの対応強化
31 クマヤキを売る。
32 イベントありすぎ。いらない。今ある店をもっと支援したらどうか。店側の人も意識変える必要があるのでは。
33 イベント等の告知方法
地元新鮮野菜が買えると良い。（一週間に一度でもいい！！）。メニュープライスを安くしてほしい。ソフトクリームは
34 美味しいので。
小さな講座なら、2つ同時に開けるくらいの、イベントスペース（室内）を拡大しては。さらに、民間人が気軽に集会
35 を開けるような、場所取りがスマホやネットでできるようにしては。今はハードルが高そう。
36 スペース利用の無料化
37 高齢者のくつろげるスペースの充実。
イベント中心の賑わいではなく、普段より、地域の情報（自分の足で）集め、発信する）商店、商工会を巻き込
38 む。

アンケート 最終問 自由記述
最後に全体を通じてご意見・ご感想などがあればお聞かせください
津別ならでは…というものも大事にしつつ、なんで津別にこんなものがあるの？という「まさか！」がほしい
気もします。隣の芝生は青く見えるのかもしれませんが、そのマネをしても意味はありません。どこにもない
もの、ダレでもマネしたくなるが、けっしてマネできないものをつくって下さい。それは、公務員的発想では、
ゼッタイにつくれません。ワクワクするようなまちづくりを期待します。
・町の知名度が低い。
・立派なこども園があるのに、保育士不足で入園できない。地方でも働きたくても働けない。
・ボランティアなどで年配者が子供とふれあう機会がもっとあってもいいと思う。
・イベントなどの告知がわかりにくい。
・わざわざ寄ろうと思う道の駅が遠すぎるので、さんさん館でもクマヤキを売れば良い。
・土曜日のパン屋休み(臨時）が多すぎる。
正直、中地半端感をぬぐえないさんさん館が本当に必要だったかを考えると、あまり期待を持てない。私は
これまでに、2度、カフェコーナーを利用しただけで、他に利用することはなさそう。カフェ併設の図書館、イ
ベントもまんねり。どれも似ていて、あまり関心が持てないので、もう少し工夫が必要だと思う、散歩したくな
る町並み、そのついでに買い物ができる商業施設が必要。台湾との交流もいまひとつ意味がわからない
ので、その分のお金を町づくりにまわして前でも書いた図書館作り、福祉施設作りに力を入れてもらいた
い。21世紀の森は他町民の方からも良いと何度も聞いたことがあるので、町作りも頑張ってほしい。
低所得の若者にも、安く住宅を貸し出してほしい(空き家など）。地元や近郊に就職しても自家から出れな
い。
何もする必要はない。このままゆっくりと過ごしていきたい。
新しい建物を建てるよりまず津別を広く知ってもらい、人にも来てもらわなければ、何をやっても変わらない
と思う。
とにかく、眼科を津別に！ですね。おじいちゃん、おばあちゃんは目が悪くて、北見に通院している人もいる
でしょう。美幌にも。津別に眼科があれ、美幌からも人が来て、ついでに津別で買い物を…という人もいる
かもしれないし、津別に住んでくれる人もいるかもしれませんし・・・。津別、美幌からの患者さんが減れば、
北見の病院、患者さんも助かると思います。個人病院でもいいので、眼科を津別に!よろしくお願いします。
空き家だらけなので、変な人が出入りしているかもと思うと、気味が悪いので､出来れば、壊しりを見通し良
く、明るく、みんなが過ごしやすいようにしてほしい。
除雪の入りが甘い。
何か買いたいものがあっても、北見や美幌に行かないといけない。買い忘れなんてあると大変。町の薬や
さんや某スーパーは反対だと思いますが、日用品、食品、コスメなど一気にそろう、ドラッグストアが一つあ
ればといつも思います、とっても不便です。
若い人が公住に住んでいて、所得に応じて住宅費が高くなるので、北見に引っ越したという話を聞きまし
た。新しく建てた公住も空いている様ですが、何故若い人達が、北見・美幌から通勤しているのか、もっと
真剣に考えて頂きたいです。買い物をする大型店舗がないという理由だけではないと思います。
さんさん館で働ける人を確保してほしい。福祉にも力を入れて差別のない住みやすい場所がほしい、若い
人が働ける場や子供達の憩いの場があればいい。
町内に大型スーパーがほしい
・いつも思うのですが、町で何かを企画し、協議する際のメンバーが同じというか、代わり映えのないメン
バーで新しいアイディアが生まれるとは思えない。それに町外での仕事をしている方々が沢山居るのに、
その方をメンバーに加えてもいいのでは。
・クマヤキ、津別和牛、双子桜、等のイベント企画の強化（SNSの情報拡散）
・ラグビー合宿での練習試合のイベント強化。
・等々、町外の方々に来てもらえる企画立案・実施も必要なことだと思いますよ！！

郊外の住民にも、やさしい、配慮ある考えも、大切であると考えます。中心市街地への利用しやすい、交通
体系の整備も重要であると考えます。郊外で生活しているお年寄りの方を大切にした「街づくり」を期待しま
す。
中心市街地の活力低下はどうする事も出来ない部分もあると思います。思い切って、美幌・北見へのアク
セスの利便性向上も1つかもと思っています。
町長をはじめ、無能な職員の退場を求める。話はそれからだと思う。一般町民の話など、どうせ何も反映さ
れないのだから・・・。もっと津別町民の働く場所を作るべきである。子供たちももっと大事にした方がいい。
役場の職員の奥さん方を臨時で雇用したり、一部の人間の利権の巣窟になっていると思うので、そこから
改善すべき。都合の悪い話を握りつぶすのは、やめて下さい。事実関係も確認すべき。まだまだ書き足り
ない程です。

地元で働けるようにしたら、若い人が入ってくるように思えます。
インターネット接続の拡大。津別町内は良くてなぜ少し離れた活汲は特別地域に指定されているのか納得
がいきません。以前、役場に問い合わせたら、”調べてみます。”で終わって、その後の返信がありません。
活汲でも繋ぎたい人は少なからずいるはずです。忙しいのはわかりますが、町民の意見を最後まで、責任
を持ってやりこなしていただきたい。永遠に活汲という場所はインターネット接続ができないんですか。もう
一度調査お願いします。
雇用の拡大について町民一丸となって考える。 例：大企業の誘致、新しい産業 ・・・等
この再生基本計画のアンケートは大変良いことだと思いました。出来得るだけ多くの皆さんのご意見を取り
入れられて進められる事を希望します。
・ショッピングモール化（大きなビル or 札幌の狸小路のようなアーケード）。できるだけ多くのテナントを入
れて(町内の商店）、一箇所で買い物が終えられる。
・海外の小さな町でも、人がたくさん歩いています。日本の文化とは異なりますが、気楽に歩きまわれる
モールや、フードコートなど。また、釧路や帯広方面からの「町を通り過ぎる」人たちもちょっと寄りたくなる
ような場所【上記モールのような）があるといいですね。
まちなか中心の取り組みは大変良いことと思いますが、なかなか難しいとは思いますが、大手の格安の
（ドンキホーテ等）の参入とか、夢のような事とは思いますが。そのくらいの大きな改革が行えられれば、町
にも、若い人にも働く場所ができるような事が考えていかなければ、ただ中心に集めただけではあまり変わ
らないような気がします。
・働く場所がないというのが、人口減少にも繋がっているような気がします。
・お食事をするところがない(少ない）かなあと思います。現在、定休日が同様の曜日ということもあり、その
曜日は、他の町村に出向く感じになっています。
(何割ぐらいの人たちがアンケートに協力しているのか、知りたい感じです！！）
・町の中の空き店舗の再利用 （例）（安く これからお店を出したい人に貸す）
・地元の食材で美味しい物を出すカフェ（ランチだけでも）
不動産情報の発信
賞味・消費期限が過ぎた食品を売っていたり、付属品が足りない商品を客に売って、付属品が足りないこ
とを指摘しても「それがどうかしましたか？」と発言する店で、次も買い物をしようとは思いません。「まちな
か再生」以前の問題です。
住んでいる人がなぜ過疎地になったか、自覚が足りない。
町内には働く場所が少ないので若者が移住して、住み、人口増につなげ、何かしらの応援・支援（特に農
業）をするのはどうは？農業法人の様な数人でやれば、励みにもなる。
複合庁舎建設の計画がありますが、JAとか銀行など声がとありますが、社会福祉協議はいいとして、あと
は民間はどうかと思っています。

あの問題、この問題と、問題をあげて解決のために取り組むのはよいことだが、問題に取り組む人間が同
じ人ばかりで、一人一人の負担が大き過ぎると思う。かといって、共働き世帯の増加で子育てしながら働
き、更に、そういう問題に取り組む活動を行ってもらうのもムリだと思う。家事・育児・フルタイムでのパート・
正社員で夫婦ともども子どものため、生活のためにがんばっている状態で、更にボランティア活動を求めら
れても不可能。何でもかんでもボランティアに頼り過ぎており、新しくその活動に参加できる人がいないの
であれな、早々にムリであると判断することも、必要だと思う。その時代に合ったやり方でないと、何も解決
しないと思う。若い人の手が必要であれば、共働きで、家事・育児で生活するので手一杯な人がどうすれ
ば、そういう活動に参加できるのかまず考えてほしい。
・津別に転入してきて、まず感じたことは”何をどうしたらいいのか分からない”ということでした。しかもそれ
が多い！
・地域の人は知っていて当然のことが、転入者には、分からない。町内会（回覧板の回すルート）のことや、
地域でのごみひろいのやり方、ごみぶくろは、各自で用意するのか、拾ったものはどこに集めるのかなどな
ど…
・津別町はとっても魅力的な要素がたくさんあるのに、それが外に伝わっていない、伝わってこない。三笠
市？みたいに移住を促進するようなコマーシャルをつくるのも一案かと思う。その場合移住してきた人たち
のサポートをするきめ細やかな対応ができる体制を整えておく必要があると思います。
中心部の様子が離れた地域だとあまりよく見えて来ないので、アンケートの内容自体がぼやけてしまうの
が正直な印象です。結果を広報等で有しているかと思いますが、対象がどこなのかをまず明るくして欲しい
です。
林業大学校の誘致により、若者の増加、さらに卒業後の就職先を確保できれば、住み付く人も増えるので
はないかと思う。ぜひ前向きに取り組んでほしいと思う。
問1は愚問。新庁舎建設にあたり、町民に問う質問ではない。買い物の質問も、記入例で北見市内の大型
店に◎を付けているのは、地元を捨ててると思える。さんさん館の事については、建設前に町民から問う
べきこと。
新庁舎を建設するなら、今の役場とは違い、入りやすい、利用しやすい所にすべき。今の役場は対応も悪
い。アンケートも形式だけに思える。未来の津別を創造するなら、アンケートをするのではなく、津別町内を
歩いて見て回った方が問題点が見えてくるのでは？アンケートだけでは、室内の集計だけでは何も見えま
せんよ。
働く場所、買い物をする場所、遊ぶ場所が充実すると若い世代が住みたいまちになると思います。
まる太くんの絵描き歌をつくったら、面白いと思います。
人が行き来できる交流スペースがあるといい。温泉施設や宿泊施設と組み合わせるなど、よそから来た観
光客や地域の人が交流できるスポットを作れたらいいと思う。津別の人は親切な人が多いので、そういう
方々をどんどん観光視点で活用したらいいと思う。
企業誘致、税収拡充、町内企業が活性化あれば町内に活気も戻ると思う。
最大の課題は人口減少だと思います。「人」が暮らしやすい環境作りも大切ですが、産業の活性化がない
と、税金を使うだけで、次のステップが見えて来なくなると思います。空き家は企業の在室として、提供した
り、まずは人口増加の作を講じ、さらに流出しないように町の活性化が大切かと思います。私も土日は美
幌・北見の大型店舗に買い物に行きますが、せめてARCSやCOOP規模の店があると（津別産の物産を積
極的に販売）土日は町内にとどまり、町のイベントやさんさん館のイベントにも目を向けるようになるのでは
ないでしょうか。将来的に津別町が発展することを切に願っております。
現在の商店街又は、商工会は後継者がいない。人口減少には、大きな企業誘致が必要と思われるが、考
えられない。今生活している町民が住みやすい町づくりのためにも、小さくてもいいから複合した店舗を中
心において、活気を集約することで、町外からの観光も期待したい。高齢者が、買い物難民にならないよう
にしてほしい。津別の人口高齢者が４５％だからです。

・空き家、空き地、空き店舗、多く見られるが、「売り出し中」なのか、現在の状況がわからないところがほと
んどで、余計にさびれた感がある。
・役場は、国道から見える、せめて「コチラ！」とわかりやすい案内がほしい。町のシンボル的存在がアレで
は・・・新庁舎に期待！！
・津別はどこも駐車場がせまいので、もっと効率的な駐車場を望む。
今津別町に住んでいる若い世代が暮らしやすい環境作りをしてもらえると嬉しいです。津別の人は皆さん
優しい方が多いので好きです。五差路の辺りの空き家などガラス張りの所など、ギャラリーなど、展示する
スペースに向いていそうだなろ思っています。高齢の方も町を歩いて楽しめるような、そんな町になってくれ
てら、人と人との交流も増えていいのかなと思っています。ザックリですみません。
現在、幼児子育て中です、津別町には小児科がありません。是非、小児科を津別につくってほしい。中心
部に宿泊施設がないため、町内外の知人、友人が泊まりで遊びに来れない。
町内で店買いしている物が高齢向けの物が多いので、北見・美幌での買い物が多くなる。もう少し20～40
歳位いの物、服、雑貨品の店が有れば、若い人達も津別で買い物で来やすくなるのでは？
高齢化、少子化を食い止めない限り、活気は取り戻せないし、若者が地元に残れるように労働環境を良く
しないとダメだと思う。
駐車場があって、食べ物屋さんがあれば、もっともっと人が集まると思います。例えばさんさん館には広い
駐車場があるので、一軒家でログハウス系（「まる太くんハウス」）のアイスクリーム屋さん、津別町の名産
屋さん、パン屋さん、クマヤキ屋さん、などが密集していると地方の方々も足を止めてきてくれると思いま
す。
・人口減少、少子高齢化など問題はあるかと思いますが、他市町村と同じことをしていても、何も変わらな
いないと思います、何が、ここは他市町村と違う！！ということがないと魅力を感じないし、住みたいとか。
子供を作りたいとか思わない。
・ベッドタウンまでとは言わないが、町内で働いている人も、町外から通っているので、そこから考えてみて
もいいのでは？
・町内に住んでいる人のアンケートも、大事だが、町内で働いていて、町外に住んでいる人のアンケートも
してみては？
申し訳ありません。まったくわかりません。
今はまだ運転もできますが、車がなくなれば買い物を難民です。いずれは町外に出ないとならなくなるので
は、と少々不安です。子供達もこっちに帰ってはこれないし、夫婦でのんびりと暮らしたいですが、交通アク
セスが不便ですね！！津別、好きなんですよネ。若い時のような町に戻るといいですね。
・メインストリート（国道沿い）を中心とした整備。
・空き家、空き店舗の解消と新たな住宅街への基盤整備。
・広い公園など、子どもが集まり運動できるような場所の提供。
まず働ける場所でしょう。人口の減少を食い止めなければ。
1. コミニティ不足と、2. 村社会 からの脱却
・高齢化は、寿命の長寿化のため仕方がない。そのため、高齢者が活躍できる事業がもっと増える事を願
います。
・少子化対策としては、各事業所の雇用が増える施策が町として取り組むべきと考えます。その事が、人
口減少に歯止めをかけることとなると思います。
人口減少について真剣に考える必要があると思う。起業がしやすい環境を考える、人口が減っては、何も
始まらないと思う。
年寄りが多いので、若い人が来町し、住む事を考えてほしい。大きい会社は一社です。若者向きの何かあ
るはずです。

・未就学児への援助拡大。
・小中高への教育事業の充実。
・年間を通じた合宿誘致（*1）と宿泊所建設（*2）
（*1：空気がきれいで、敷地面積もあるので陸上やクロスカントリー、障害者スポーツの誘致が可能だと
思います。）
（*2：温浴施設とスポーツジムを併設して、通年町民も使えるようなもの）
若者が多くなければ、町に活気を取り戻す事は出来ないと思います。しかし、現状では若者が働く場所が
なく、町外に出て行くしか方法がないので、若者が働く事の出来る場所の確保が重要と思います。（企業誘
致等） また、今後増々高齢化が進む中、福祉事業の拡大が必要となり、その事業に従事する人の増員等
も含め、役場職員の定員増も考えてはどうでしょうか。
・他の町では、赤ちゃんのオシメのふくろが無料で配られていると聞いた。津別でもしてみてはどうです
か？オシメのお金だけでもたいへんなのに、ゴミぶくろまで買っていたら、家計が苦しい。
・もっと、町営の家を建ててほしい。家が少なくてはいられない。そして、町営から町営の引越しをさせてほ
しい。妻が仕事を辞めて子育てをして、収入が減ったら、家賃が高くて大変。引越しが出来たら、その分子
どもにお金を使ってあげられる。引越しが無理なら、ゴミぶくろ無料配布がいいと思う。どちらかをやってほ
しい！
・しばらく住んでいない住宅（古い空き家）をさら地にしてほしい。
・他の町でやっている小さな子ども（幼児）の支援でいいものをピックアップして、取り入れていってほしい。
・今後、人口を増やすことは難しいと思う。定住を促すには、病院、学校、店とクリアする問題が多すぎる。
全てを行うことはあきらめて、一時的でもいいから外部からの来訪者をとめおく方法を考えるべき。
・新庁舎を思いきって国道の両側にたてて、店も吸収してみれば、国道を渡り廊下で結ぶとか。
多目的スペースがある建物は、人が集まりやすいように見えるが、津別のような駅の時間を待つことがな
く、車社会の町には、あまり必要性がないように思えます。作っても人が集まらなければ、ムダに終わる。
目的を明確にした建物の方が、人が自然と集まると思います。例えば、図書館は子どもからお年寄りまで
ゆっくりと過ごせる場所になると思うので、人口は少ないですが、これからの津別には必要（需要）があると
思います。また、子育て世代の方には、支援センターはありますが、就学前までの子しか、連れていけない
ので、公園（大きな滑り台等）や温浴施設などがまちなかにあるとにぎわいのある所になるのではないかと
思います。
・さんさん館がメインとなるのであれば、冬期間、国道240号歩道部分の除雪を町で実施、正面を広く、いつ
も全体が見えるように。現行では、冬期積雪でさんさん館が平屋である事から、国道から建物が見えない。
・やはり、特徴ある農業のつべつを、他にはない作物・果物等を法人形式で大々的に形成。若い人を社員
で終身雇用する、作った作物は、加工含め、さんさん館となりに直売場を大規模につくり、町外へアピー
ル。
・必要最低限のお店の確保が必要。
・薬局、大型スーパー1店舗ぐらいは増やしてほしい。
・夫婦世帯で住むアパートを増やす。単身アパートだけじゃなく。
・日常生活を送る上で、不便のないようにする。例として美幌町は、充実していて住みやすかった。
・町が空き家、空き店舗を買い上げてリフォームし、公営住宅に住んでいる若い夫婦、家族に普通より安い
価格で紹介して、定住を促す。
・雑貨、陶芸、木工等のお店を出したい人を募集して、津別町全体を雑貨、芸術の町にする〈旭川の嵐山
みたいに）。古い公営住宅を利用するとか、空き家をリフォームする費用を補助してお店にする。
津別町はいろいろなイベントが充実していると思う。安心安全な町だと思っています。医療も他の町より、
安心して受けられる。高齢者のイベントも多くある。（元気サロン、高齢者のイベント）。現状維持でいいで
す。庁舎は町の中心にあるべきです。

特に用事が無くても、立寄れるような敷居の高くない庁舎であるべき。ハード、ソフトともに！盆踊りや各種
イベントを開催できる広場を町の中心に設け、その周りに各種施設や商店を配置出来たら良いと思うので
すが。
・町外に進学している子供達への補助が全くないのがおかしいと思う。（町外から来る津別高生への補助
を止めて頂きたい・・・）
・団地の整備もなく、住みづらい。だから町外へ転出する人が増加するのだと思う。
・複合庁舎など建設する前に、個人への公的住居（団地）を手直し､または建て直し等の整備をするべき！
・まちなか周辺だけが、津別町民の住む場所ではない！
・町の中心に老人ホーム等の福祉施設を作ることも、一案ではないかと思っています。
・地元で採れる野菜等、加工品等が販売できる（道の駅で売られている様な・・・）場所が、大通りの空き店
舗を利用してできないものか。
・いろいろな情報が行きわたっていない事が多々有るように思われる。
・大型店とまでは言いませんが、もう少し、食品、日用品などの品かずがあれば町外に出ないではと思い
ます。
中心市街で何でも出来る（買い物、病院、若い人の交流の場など）。JA、銀行等の金融利用ができること。
予算も有る事でしょうし、大変難しい問題かと思います。御苦労様です。
人口を増やす事を考えないとダメだと思う、Iターン、Uターン、田舎暮らし募集など
空き家を壊す際の補助金を使う人が増えたのか、昔からあった空き家がなくなり、空き地が増えたように感
じます。野生の動物の住み家になったり、防犯上空き家は放置しないで頂きたいので、良い傾向だと思い
ます。それに伴い、「売」の看板もよく見かけるようになりました。しかし、津別は、住むところが少ない（主に
若い人の一人暮らし、若い夫婦が住むようなマンション）ように感じます。キレイなところがないなら、美幌
や北見方面から通おうという気持ちもすごくわかります。せっかく、丸玉産業という大企業があり、若者の
雇用もあるのですから、もっと住宅施設が充実し、住人が増えたらいいなと思います、ドラッグストア等の点
では、やはり、若者が日用品も買えないという住みづらさ・不便もありますが・・・。
空き家は壊してほしい
背伸びせず、津別町規模で合った内容で進めることが、大切だと思います。各企業の意見や、町民の意見
を聞きながら、何が”必要”か”不足”かを整理して取組むことが大事だと思っています。※他市町村の取り
組みを参考にするのも大事と思います。
公営住宅等の壁の色が暗い。もっと元気の出る明るい色が良いのではないか。
インターネットの回線を繋げてほしいです
特になし
空き家、空き店舗をどうにかしてほしい。
・シャッターが下りたまま、カーテン閉めたままの暗いし、怖い。
・空き屋のまま何年も住まないと、家はゆがむし、動物（へび、ねずみ、きつねとか）の住みかになるし、雑
草も生える。持ち主の都合もあるでしょうが、街並みがきれいになれば、住む人たちも（町民）気持ちよく過
ごせるのではないでしょうか。
・訓子府町が、活気がある様に見えるのは、中心市街地が整備されているからなのでしょうか?経済的にも
裕福な町なのかも分かりませんが・・・、団結力がある様に思います。津別も先行きを考えた時、行動しな
い方が良いのか、後世の事を考え、中心通りだけでも整備していくのが良いのか・・・。
・町中にも大きな空き地が出来ています。農村部にも出てくるので、寒冷地ならではの車のテストコース
や、何か誘致を積極的に進めては。
就職先を増やしてほしいです。
就職の場を増す。若者に町内の進路を増やすといいかなと

大変厳しい現実の中にあることは承知しています。町外から一人でも多くの方に観光、夏期に滞在して頂
けることを願う。
役場職員の北見等への流出が多いと思う
中心部に公園など屋外で座ったりできる広場があれば、良いと思う。建物ばかりあっても、「森林のまち」と
は、言い難い町に感じる。まちなか用地の公園遊具も、トイレが無い為、子供達は、コンビニを使うなどと、
利用者の行動を感じない作りは、残念に思う。庁舎に図書館を入れると土日は休館日になると勘違いをし
そう。
・若者定住のための魅力づくり。（低賃金、住宅の提、子育てしやすい環境、足の確保、就業の場の確保）
・ソーホーなど、小規模事業所の立地支援、（本町、農・商・工業事業所の下請け等※も検討）※ほとんど
町外事業所
・医療機関の安定・充実(津別病院の安定経営支援）
・高齢者等の足対策(巡回バス等）
・基幹産業の農業の更なる充実と新たなビジネスチャンスが維持できる林産業の振興(林業の高次化＝生
産、加工、販売の一体化や埋もれている資源の活用による事業所創出など）
点在する店舗が集中することができるのか、中心市街地に何があったらいいのか、自分たちでなのか、他
の人を呼び込むのか、今お住まいの方たちのお考えや協力が必要ですよね。見守り付きの高齢者等ア
パートもあったら、カフェ、買い物、病院、バス停が歩いて○分にあったら、高齢者、障がい者も生活しやす
いと思います。津別に飲食店が無くなったら大変。役場で居酒屋もやらなくちゃ。
婚活のイベントを増やしてもらいたい。人材不足なのでそれを何とかしてください
図書館、食料品店、囲碁・将棋や卓球を自由にできるオープンスペース。おしゃべりや飲食のできるスペー
スがあると一年を通して「ああ、そうだ、あそこに行こう」と思えます。外にでかけて人と交流を持つことは健
康寿命を延ばします。人の幸福観は様々ですが、健康でいることは、誰もが願う「幸せ」ではないでしょう
か。人口が減少しても少子高齢化が進んでも、中心市街地に活力が戻らなくても、気軽に立ち寄って人と
交流の持てる場所があれば、私はこれから永く、この町に住み続ける事が出来ます。どうか、人との交流
が豊かで健康寿命日本一の町を目指して、「今日もあそこへ行こう」を思える中心市街地作りをお願いいた
します。
子どもや高齢者へのサービスも大切だが、それを支える20～50歳に向けての取り組みがあっても良いと思
う。具体的に何をどうすれば、というのはないのだけれど。町民や観光客も大切だが、”元・津別人”に津別
の魅力を再確認・再発見してもらって、津別ミニ大使として、情報発信に協力してもらえたら良いのにと思
う。お土産を白い恋人とかバターサンドではなくて、しのはらさんの津別峠や、羽前屋さんのつべつっ子を
買ってもらって、会社で配ってもらうとか。すでにそういう人は多いと思うのですが、毎回同じ物を買っていく
と覚えてもらえて、おいしいと嬉んでもらえます。日中歩いている人が少なくて驚いた。車で移動も良いけ
ど、たまにゆっくり歩いて、すれ違う人と立ち話や、挨拶するのは町に血液が流れているようで、生き生きし
た街づくりに欠かせない事のような気がします。勝手なことばかり書かせていただきすみません。
高齢化が進むことで、交通弱者が増えてきています。町内の商店は今後何年営業するのか分かりません
が、一箇所で日用品・食品の買い物が出来る店舗を今のグリーンマート付近に建設し、宅配等についても
検討すべき。(宅配便等と協力することも必要ではないか）
・タクシーや福祉バスの充実。
・相生地区からのバスの増便（日曜が休みなのは、行事に参加できない。）
・若い世代が必要とする日用品、食料品店の充実。
・高齢者が多い時代だけど、若い人達の町外へのながれをくいとめることも必要。昔ながらのお店の人達
には申し訳ないけど、コープやツルハ、ダイソーがあればだいぶ人の流れが変わると思う。
商店の外観の整備
例えば塗装等の明るいイメージ（寂れた感じがする）全体が明るい色にしたら良いと思います。

・自分の子供の将来を考えると。町内で働く場所少なすぎると思う。町内に残ってほしいけど、働く場所、住
む場所に関して選択肢が少なすぎる。
・それぞれの施設が中途半端に感じる（子どもの遊べる室内施設や公園※） ※公園は、壊れかけている
物が多くて安心して遊ばせられない。
空き家・空き店舗が多いと思います。何かに活用するかとり壊してほしいです。古い家の空き家は少し気
味悪いので・・・。活気よりも医療の充実など、高齢者が住みやすい医療・福祉の町として取り組む方が津
別にはあっているとおもいます。
このアンケートの年齢と居住地を合わせると、誰が回答したか判ってしまうので、回答するのを止めようか
と考えた。私自身が津別通学に通っていた時にもあった問題で、嫌がらせをしている自覚のない生徒と、そ
れに対する先生の対応のまずさが未だに聞こえてくるというのは、何か問題が放置されているのではない
か。私には子供もいないし、出来る予定もないが、今の状態では、仮に出来たとしても、津別中学校に通わ
せることは、とてもできない。知人の子が、不登校になっており、先生がどのような対応をしたかも聞いた
が、被害者である生徒のことを考えない、無責任としか言えないものだった。学校を何とかしない限り、津
別へのでの愛着を失う人間が増える一方であるので、何とかしてほしい。
本岐在住ですが、年齢がすすむにつれて車の運転が無理 になるとおもいますが、バスとなると足が不自
由になった場合は、車の乗り降りがダメと思うので、本岐に住むのはダメですね。心細くなりますね。
スーパーが１店舗しかないので、中心市街地の中に、Aコープとかもう１店舗ぐらいあると、若い人たちも買
い物しやすいかと思います。
若い人や子供のいる人の働く所が少ない。まずは働くところを・・・。
小児科が必要
自然の中で静かで良いのですが（車がないと行けない）、子供が遊べる学習館みたいなのが町の中にあ
れば・・・。
高齢化が叫ばれる津別町ですが、そこを解決するためにも、子育て世代、子どもたちの事を優先して考え
たまちづくりを進めてもらいたい。具体的には、
・図書館の新設、本の充実
・エアコンが効いている遊び場
・乳幼児用品の充実
・小さい子どもがいても、気軽に入れる飲食店
・おむつの無料回収（まちなか再生とは関係ないですが・・・）
中心市街地の活性化は、行政がいくら頑張っても、住民（特にお店を経営されている方々）の意識改革が
なければ達成しえないと思う。
日本全体が人口減少で、本当に厳しい時代が来ると思います。ロボットやAIが進化して全く生活環境が変
わってくるかも知れませんが、「食」は残ると思います。津別は「水」が美味しいといいます。水を使った産業
が出来ればいいと思います。
空き店舗、空き家の状況がわからない。わかりやすく状況を教えて欲しい。
若い人は、仕事の後に楽しみがない、と町外から通っています。奥さんは買い物に不便だから、とご主人
を町外から通わせています。普段の生活の中で楽しみがあったらいいなと思います。買い物をする店が、
だんだんとなくなっていきさみしい限りです。有償運送が始まり、期待しています。
若い人達が住み易い町づくりが必要かと思います。リーズナブルな借り家、産婦人科と小児科が必要で
しょう。又、バス運賃ももう少し安いといいですネ。バスターミナルをもう少し、快適にして欲しいですネ。

学生も楽しめる場所がほしい。（噴水のある公園・カフェなど）。今も営業しているお店の見た目が古くて、
営業しているか分かりづらい。子ども向けのお店があったらいいと思う。（駄菓子屋など）。高齢化がすすん
でいるから、まち中にベンチやちょっとした休める所があればいいと思う。
グリーンマートしかない。営業時間が・・・。仕事終わってからだと閉まっていたり。他のお店ができたらいい
です。高校生が時間をつぶせるような所があればいいな。
10年後、20年後の津別町がとても心配です。思うだけで、何も出来なく、これといった具体案もありません
が、町民のひとりとして、できることは協力しなければ！と考えています。これからの世代の人たちが、帰り
たくなる（住みたくなる）ような、街を作ってください。お願いします。
若い人の住む所がなく、津別に住むのに大変だった。病院がないので、他の町に行くのが不便。津別病院
は行きたくない。
相生に住んでいます。住宅のこわれた所を、町内の業者にたのんだところ、遠くて行けないて言われて、
困ったことがあります。もうそれから、北見や美幌の業者にお願いしています。町内で出来ることは出来る
だけ町内でやらないと、活気なんて取り戻せないと思います。
町外へのバスの本数を増やしてほしい。町外から高校に通う学生への援助だけでなく、津別町で育ち、町
外の学校に通っている学生へも、バス代など、少しでも援助してほしい。それが理由で、高校進学と同時に
町外へ引っ越す人が、自分の同級生にもいたし、人口減少の一因になっているのではないかと思う。将
来、地元で就職して、町の発展に貢献したいと子どもたちに思わせるような環境をつくってほしい。
役場庁舎の建て替えは必要と思う。防災や利用者が移動しやすく、カウンターの低い対応が見えると、良
いと思う。さんさん館との目的差別化があいまいにならないようにしてほしい。
・高齢になり、車の運転が出来なくなった時に、今の津別では、生活していくには不安があります。通院や、
買い物など、町内ですませられれば良いのですが。
・公住はたくさん建設されましたが、丸玉産業さんが大きな建物を建てるなどのお考えはないようですか？
町外からの通勤者が住んでくれるといいと思うのですが。若い人が住まないと人口は増えないでしょう。
・同じような環境の訓子府や置戸を通った時、「負けた」と感じます。街並みがきれいに整備されていますよ
ね。もうちょっときれいだったら良いなと思います。
・国道沿いの土地は、外部のお客様に対応できる施設・店舗を整備すべき。
・町民利用の施設については、国道沿いには不要。
・庁舎への複合化は、金融機能を集約。農協事務所を複合化する必要性は低い。
・トラックの行き来が多いので、道路のでこぼこが気になる。歩道をベビーカーで、通る時、大通り以外は狭
く、歩道ではなく、道路を通るしかない。
・町営住宅で（家の中の）不具合があっても、一度入ると、他の住宅には移動できないのか。
・世帯向けの住宅なのに、駐車場スペースが足りない。（1家族、主に2台のため）
高齢化が一層進むものと思われます。箱物の充実も大切かと思われますが、高齢化社会にどう対応して
いくかが、今求められていると考えます。
外から人を呼ぶというよりは、町内の人達がつどって、活気を取り戻せる取り組みが必要だと思います。→
転出しない、させない取り組み。
・既存の店をリニューアルし、見直しを図れれば、買い物客増も可能と思う。
・コープのトドックは便利だが、町に金を落とさない。

空き家を壊す補助金、建替えの補助金、新築の補助金を出して（今よりも長い期間）企業の社員寮、社
宅、個人宅を建ててもらい、美幌からも住みやすい町として、人口を増やす。野菜作りや、庭を大きくしてほ
しい人のために、売る土地を大きくして、土地・建物を安くする。まずは、たくさんの人達に住んでもらうため
の事を考えて、と思います。（建設業者も限定せずに）もし、新役場庁舎を建てるなら、先に津別の人口が
増える事を考えて、人が増えてから考えて下さい。
働く場所の確保（企業誘致）
少子化対策
今後人口を増やしていきたいと津別町が考えているのなら、とにかく賃貸住宅をたくさん準備すべき。現状
維持したいなら、今営業中の店舗の後継者を公募する。または各店舗をひとつの企業体とし、その管理運
営を一元、一本化するなど、重複する業務をスリム化、現代化するだけでも、町民には「変わってきたな」と
実感できるはず。一番悪いのは、理念や計画は立派だが、それを実行に移す人間（＝公人だけでなく、全
町民）が誰もついてこない事なので、アンケートだけでなく、何回でも町民集会（ネット上でもよいし、テレビ
のリモコンの4色ボタンで意見を募るでも良いし）をすべきと思う。「再生」はそれ自体も歴史の一部だと思
う。長い目で見て実行してほしい。
有名な企業があると観光客も訪れるきっかけになれる。町に特色をつけていく為にも、全国に知れ渡るも
のをアピールしていく必要がある。カルビーの工場ができる為、アピールしていくと良いと思う。PS.町外か
ら来たが、つべつでは、カルビーのポテトチップスの原料となっていることを知って驚いた。津別には「これ」
というものを作る。
庁舎について、完全を求めすぎても、時間も労力もかかり過ぎる気がするので、将来の状況変化に対応し
やすい内容にしてほしい。
どの町でも、役場庁舎が町の賑わいの中心である事は無く、町民が利用しやすい、機能、機構であれば良
いと思う。身の丈に合う。でも、福祉や防災には、強い町であってほしい。公共施設（建物）後で、移動でき
ず、悔やむ結果にならない様、町民の意見をまとめ、慎重に進めてほしいと思う、3F、4Fのような大きな庁
舎は必要なく思う。
今後、観光客は大きなショッピングモールなどの施設を求めるわけではなく、体験を求めているので、体験
施設を充実させた方が良い！
カケル君、トドックの宅配などのサービスなどが、道がわからなくて、なかなか来ないですよ！あと、町のこ
とが耳に入ってこないので、情報がわからないからいけない。
・公共施設の充実（バス（北見・美幌行）の本数、タクシーの数・営業時間）
・遅くまであいているカフェや喫茶店の充実
・図書館の夜間営業
・ドラッグストアや大型スーパーの充実
（北見、美幌に出なくてすむ様に、又、北見から釧路方面へ向かう人たちの立ち止まるポイントとして）
・ファーストフード店

