
年齢 性別 意見内容

50代 男性 地域活動の高齢化が目立つ。

50代 男性
小学校のPTAから20数年、地区の役員をしてきたが交代したいのに変わりがいない。

これが地区の活性化しない原因だと思う。

60代 男性

地域活動のアイデアはたくさんあります。力になってほしいリーダーが少なく実現しない。

リーダー個人の判断で行事の中止又は不参加されるケースが増えてきた。これから心配。理解あるリーダーの育成が急

務。2・6・2原則を　5・３・２原則となるよう市政、地域活動を通じてみんなで頑張りましょう。

年齢 性別 意見内容

20代 女性

長年魚津市に在住していますが魚津市ではどんな施策をしているのかほとんど知りませんでした。

情報発信という面でももっと力を入れてみてはどうでしょうか?また、今回のアンケートもですが紙媒体でお知らせされて

も開封するのがとても面倒だと感じていますし、ペーパーレスが言われる時代で紙媒体でのやり取りは時代錯誤だと思い

ます。様々な面でアプリ化やデジタル化されれば私達世代には触れやすくなると思います。

20代 女性 住んでいても、何をやっているのか見える化されていない。学校等で魚津市の住みよいところ等紹介すべき。

30代 女性
ラインの魚津市をフォローした理由がコロナワクチンに関して情報を得られるかな？と、思ったのですが、中途半端に感

染人数の報告やワクチンを受けられる病院の情報をやめてしまい、ちょっと呆れています。

30代 女性
市が行っているサービスや支援がわからない。

新しくはじめたサービスや支援はTwitterなどで告知したりしてほしい。

30代 男性 財政の見える化、広報での報告など。SNSでの発信。

30代 女性 既に魚津に住んでいる人への情報発信は充実しているが、魚津に住んでいない人への情報発信が弱い。

40代 男性

イベント企画は催し物が多く楽しめる。が、外への発信が鈍く内輪の企画になっている気がする。(地元が魚津ではないの

でそう感じる。)魚津市公式インスタもやってるのでもっと更新してはと感じる。若者は広報は読まない。全てがネットか

らです。

40代 女性
コロナの予防接種予約の時から魚津市のLINE登録しています。

どんどん使いやすく機能的になってきていると思います。

40代 女性

インスタグラムなどネットを使った情報発信。

祭りやイベントへの誘致・飲食店と市営施設の魅力的なコラボ・魚津特産品の宣伝。(魚津在住または近隣在住のインスタ

グラマーと協力して発信するのが良い)

魚津市として情報発信するSNSアカウントがあっても既存のインスタグラマーより面白みがない。読み手を引き込む文章

力やそれを上回る情報量がほしい。市とお店とインスタグラマーと協力して魅力的なイベントを開催して集客を狙うのが

昨今のやり方かと思われる。

40代 女性 ラインを使った情報公開で市政を知る機会が増えました。一部情報かもしれないですが、ありがたいです。

40代 女性
情報をきちんとキャッチしているか各種団体に所属している一部の人のみ恩恵を受けているように思います。市役所の各

課で出している様々な情報の一元化を望みます。

40代 女性 もっと多くの情報を市の広報にも取り上げて欲しい。はっきり言ってどんな取組をしているのか分からない。

50代 男性 SNSをもっと活用して魚津市行政が何をやっているのかもっと発信してほしい。

50代 男性 市として色々素晴らしいとりくみをされていると思いますが、少し情報発信が弱いように感じます。

50代 女性
市の広報は毎月読んでいます。ラインも登録しています。それ以外で市の活動が知れる方法を知りません。よって、施策

の評価はしようがありませんでした。もっと魚津市を知るにはどうしたら良いのですか？

60代 女性

市の施策についてよく知らないため、どちらともいえない、わからない、の回答がほとんどになってしまいました。市の

情報を目にする機会はありますが、忙しいのと、さほど関心がないのとで、じっくり読んだことがありません。様々な情

報が溢れている昨今、自分が必要な情報だけを選択し読み込むだけで精一杯です。

70代以上 男性 色々と取り組みされているとは存知していますが、それを分かり易く、文字ばかりではなく、我々に知らせて欲しい。

【問５：各地区の地域活動の活性化】　について

【問34】市の施策について意見・提案

問５～33の市の施策について、ご意見・ご提案などありましたらお書きください。

【問６：市からの情報発信の充実】　について



年齢 性別 意見内容

50代 男性

実は、どんな施策をやっているのかが広報を流し見するだけでよく知っていない。

比較的カジュアルな形で施策の意見交換が行われる場を作ってもいいのではないかと思う。

気軽に出入りしやすい場所で行政の紹介や意見をもらう場をつくるなど（サンプラザなどの総合施設内にオープンな場所

をつくるなど）

60代 男性 市民に目を向けた市政を望む。

70代以上 女性
若い人の意見に耳を傾けてほしい。今の若い人たちは非常に頭がよく、いろいろ良い意見をさりげなく伝えています。私

もいろいろ伝えましたが、何一つ実現することなく現在に至っています。残念です。

年齢 性別 意見内容

20代 女性 もっと魚津で大きいイベントがあってもいいと思う。県内外からも人が集まる大規模イベント。

40代 女性 子供対象のイベントは随分充実してきたと思います。今後は大人が参加できるイベントを増やしほしい。

50代 女性 他の市町村と比べると毎年同じイベントを行っており、魅力的でない。子ども向けのイベントがない。

50代 男性

コロナ対策をしてのイベント開催(祭り等）が、全て失敗している様に思える。(全然、面白くなかった）特に魚津神社祭礼

や蝶六街流しなどは、全く無意味な状況だった。もっと、しっかりとした打合わせをした上で、開催してほしかった。今

後も同等の内容であれば、中止した方が無駄な予算を使わずに済む。

50代 男性 年間を通じて色々なイベントが行われているが、ただやっているだけ感がある。

60代 女性

もっとやる気が見たいです。

桃山運動公園の活用。（春は桜が綺麗。眺めが最高。もっと宣伝すべき）ここでのイベントを春夏秋冬で考え、集客を図

れば魚津市が賑やかになるのでは？若い人が参加したくなる企画が必要。財政厳しいかもしれませんが、今はキャンプが

とても流行ってる。グランピング施設など。

70代以上 女性
天神山野球場や桃山野球場のイベントがあるときに行きたいのですが、足が無いので臨時バスなどを出してもらえると便

利。

年齢 性別 意見内容

20代 男性 転入者への一時金や新居の助成金をもっと引き上げれば移住者が増えるはず

30代 女性
若者世代を増やすことが必須のはずが、それを重点に対策されていない。他県からの移住やI、Uターンを積極的に取り込

むべき。（帰ってきたいと思える要素が必要）

30代 女性 住民減少が気掛かりです。魅力を発信できなければ今後も発展は見込めないかと思います。

30代 男性
滑川や黒部に比べて人口減少が著しいのでなんとか対策してほしいです。

人が減ってくと市の運営も難しくなっていくと思います。

30代 女性 移住促進の取り組みを利用し、生活が楽になりました。

30代 女性

若者の流出については、深刻な問題だとおもう。男女とも学べる大学を誘致するなど、高校卒業後も若者が魚津市に居た

いと思えるような教育機関が必要だとおもう。空いた小学校の校舎など利用出来るものがたくさんあるはずだと思う。ま

た同じく企業誘致、それに伴う交通の整備。

40代 男性
市の人口が減少していく中、他市町村からの転入者、移住者を増やすのと観光やイベントなどの交流人口を増やす取組を

優先して、消費や税収を上げていってほしいと思います。

40代 女性

都心から外に出る傾向がある今、明石市長のような子どもから高齢者までを支援する制度が重要で、それが経済や、地域

復興、移住者に関わってくる事だと思う。はじめていなければすぐに始めないと他地域に人が移動してしまう事になると

思う。

40代 回答しない

少子化等の面からも生まれ育った人が県外へ出て帰郷して定住するだけでは人口現象を止められないと思います。例え

ば、国内唯一の同性婚を認めるや夫婦別姓が可能であれば全国から移住者が増え、増税も見込まれるのでは……と考えま

す。リモートで仕事ができ田舎暮らしを考える都会人や企業も増え空き家対策にもなればいいなと考えます。

50代 女性
何よりも若者の安定した雇用、安定した収入、出産（産科）子育てなど充実していてこそ、定住するのだと思う。ここに

力を注がなければ人口はますます減っていくと思う。

50代 男性
市の人口減少が進んでいる。住みやすい街づくり、若者が戻ってくるような住みやすい街づくり、そして市、企業、商工

会等が一体感を持って各種施策を考えてほしい。

50代 女性
魚津市だけの問題ではないが、県東部(富山市以外)に大学の誘致はできないものかと思う。全国を見れば小さな市でも市立

大学があり、若者が集まる市づくりをしてる市がうらやましい。

50代 男性 こんなもんやろ～って思うがこれ以上の人口の流失は防いでもらいたい。

60代 男性 とにかく人口減少に歯止めをかけていただきたい。

【問９：市外からの転入者・移住者を増やすための取組】　について

【問７：市民の声の市政への反映】　について

【問８：各種イベントの開催による人々の交流の活発化】　について



70代以上 男性
どうしたら、人口減少をとめられるのかを他市町村、他国(フランスやロシアの例)を参考にする。全国に向けての独自の魅

力の発信。

70代以上 男性 人口減少に伴う施策の実践を早急にすべきと思う。（対策は非常に難しいと思うが知恵を出し合い検討すべき）

70代以上 男性 人口減少に対する取り組み

年齢 性別 意見内容

50代 男性 災害、火災時の各地区ごとの避難マニフェスト

50代 男性 防災用シェルターをつくる。（対ミサイル用）

年齢 性別 意見内容

20代 女性 吉島地区学校の通学路が交通量が多く、歩道がないところかなり危ないと思います。

30代 女性
信号機のない横断歩道を渡ろうと思っても、車が全く止まってくれません。高齢者や児童など歩行者が安全に道路を横断

できるような取り組みや施策などを行なってほしいと強く希望いたします。

30代 女性

道下小学校前の道路の整備について。

ガードレールを付ける、一時的な一方通行ではなく完全一方通行にする等してほしいです。朝の時間や夕方は交通量が多

く、子供たちの登下校と重なります。以前、接触事故もありました。今後、事故を減らす為、運転者が運転しやすいよう

工夫をお願いします。

30代 女性 多くの防犯カメラの設置で、安心で住みやすい市にしてほしい。

40代 男性 高齢者の町中での運転で迷惑なことが多々ある。タクシー無料化などを推進して、免許を返納して欲しい。

40代 女性
通学路にしっかりとした防護柵を早急につけてほしい。スピードを出す車が多い道が本江地区にある。通学路、学校周

辺、公共場所などに防犯カメラの量を増やしてほしい。

50代 女性 登校時の逆走車、夜中の暴走車とマフラー爆音、高齢者の紅葉マーク付けない方々の荒運転、通学路の歩道

年齢 性別 意見内容

20代 女性

ゴミ捨てについてもっと細かく分かりやすい冊子にしてほしい。(指定袋に入らないものや少量のものはどう捨てるのかな

ど)他の市町村から引っ越してきましたが、魚津市はゴミ捨ての一覧？の冊子は薄いペラペラで内容が薄いと感じました。

30代 女性

市全体でコンポストを整備しては。生ごみを焼却するために多くの二酸化炭素が発生することを考えると、コンポストを

整備して焼却費削減と環境配慮を検討してみてはどうか。家庭の生ゴミや刈り取った草などの体積を小さくして堆肥を

作って活用する。堆肥に手を入れなければいけないが、完成した堆肥はいずれ家庭菜園にも使えるようになれば良いと思

う。枯れた観葉植物も捨てやすい。

50代 女性

環境を考え、電気自動車を購入しました。黒部市にはたくさんの無料充電場所があるのに、魚津には市役所くらいしかな

く、とても不便に思います。道の駅、海の駅などに無料の急速充電器を設置されてインフラを充実させていただくと観光

客も増えるでしょうし、期待いたします。

50代 男性
SDGsなどというパッチモンではなく、海岸にあふれるゴミを本気で無くすなら、要所要所にゴミ箱を設置・回収(費用が

かかるがボランティアなどに頼らず、雇用の創出などで補う)すれば良いと思います。

50代 女性
新川広域圏で使われているゴミ袋ですが、持ち手が出来て縛れるタイプになったのは大変良いのですが、破けやすくなっ

たように思います。ちょっと何かの角とかにあたるとそこから裂けていきます。改良して頂けたらと思います。

60代 男性 燃やせないゴミの収集日を月3回から4回に増やして欲しいです。

70代以上 男性 川がきたない（鴨川）

【問10：災害や火災を防ぐための取組】　について

【問11：交通安全や防犯に対する取組】　について

【問12：自然保護・環境保全・地球温暖化対策への取組】　について



年齢 性別 意見内容

20代 男性

市役所職員のコンプライアンス意識を高めて頂きたい。大人として不適切な行為について対応が甘く，一般企業と大きな

ギャップがある。地域大手企業から民間の仕事のやり方を学ぶことが必要かとおもいます。また、市民のニーズは商工会

などの自営業者だけでなく民間企業社員にも広げて行ってほしいと思います。まだまだ行政努力ができると思います。改

善を期待します

30代 女性 魚津市は全ての税金、公共料金が高い気がします。

40代 男性 他の市より市民税が高いのを何とかして欲しい。

40代 男性

厳しい状況の中、自治体運営に励んでいただき誠にありがとうございます。

・地方交付税交付金の拡大　・地方債の日銀買取　・消費税の廃止　・ユニバーサルベーシックインカムの導入

を国・県・地元選出の国会議員へ働きかけていただくことを望みます。釈迦に説法かとは思いますが、この経済状況下で

は一自治体の努力が何か大きな実を結ぶことはあり得ません。魚津市も意識調査の設問【42】の問い方から既に「限られ

た予算」という緊縮前提の枠組みでしか思考できていないことが伺えます。この提示された選択肢ではどれを選ぼうが衰

退しか道はありません。マクロの拡大無くしてふるさと納税で税収を増やそうが、それは競合自治体から奪った予算に過

ぎず、マクロの成長には寄与しません。人口増加策も同様です。窮状が波及し弱い自治体から崩れているのが現状です。

40代 女性
市役所の老朽化で建て直す案などあると思うが、合併になり余った学校を市役所にしたらよい。魚津はずっと貧乏な市で

他の市より住民税が高かったり水道代も高いのが嫌です。

40代 男性

市内全部を満遍なく、財政対応するのは不可能、エリアを選定し、企業招致・宅地整備と中間世帯が来やすくする環境整

備に集中して経営資源を集中投入。

良い循環作らない限り、今後は益々財政は厳しくなり、ろくな施策はうてない。

50代 男性
2023・世界経済の減速懸念が心配される昨今。財政でいつまでも経済を支え切れない時代へと。市民にも自己責任が問わ

れる時代と、行政では『限界がある。』と公言されるべきであると思います。

50代 女性 古い体制から変わりつつあるが、職員のやる気が甘い！お役所だよなあと思う。

50代 男性 他の市町村に比べて市民税が高い。

50代 男性 税金が高い

50代 男性 ばら撒き事業が多くみうけられます。税金の使い道をしっかり検討して下さい。

60代 女性 市議会議員の人員を減らす。選挙の合格投票数の最低限数を定め、それ以下の人は不合格にとする方が良い。

60代 男性 予算が少なく、事業レベルのものが施策に入っている。施策の数を減らし整理すべき。

60代 男性
他の市町村のように、魚津市民を大切にした市政にして下さい。今回のコロナ対策では、市民より部外の人の方が利益が

多い。何のための市民税ですか？

70代以上 男性 議員数を減らして予算を削減すべし！

70代以上 男性
人口5万人から4万人になっのだから行政経費を削減していかなければ夕張みたいになるよ！思い切って補助金等見直して

行政改革してほしい！

年齢 性別 意見内容

20代 男性

財政健全化に関して。庁舎の改築計画が進められていると思うが、魚津水族館の改築計画も後に回すことなく進めて欲し

い。県内唯一であることもさることながら、他の水族館にはない魅力がたくさんある。

水槽の清掃なども含めて館内の雰囲気は全国的にも力をいれているし、何よりも水槽横の説明ボードなどは全国屈指だと

思う。”何月何日にＮew”などと水槽内の展示内容を逐一更新している水族館はまず見ない。また落ち着いて過ごせるので

ゆっくり見て回れる。そこまで広いわけではないので１～2時間程度で回れるのもポイントだと思う。世間的にはイルカの

ショーなども要望されているみたいだが正直なくて良いので、現状の強みを活かした作りにして欲しい。（加茂水族館の

ようにショーに頼らず、その水族館の魅力を存分にアピールして欲しい）

40代 男性

県外で20年近く過ごしてきて魚津市に帰ってきました。村椿市長にお願いしたいことは、次の魚津市（市役所）をどこに

捉えるかにあると思います。私は、魚津市役所と魚津駅を同じにして、バス・車・タクシーと鉄道の繋ぎ目に市役所を置

くべきと考えます。権利関係で難しい面もありますが、人が集まり、人が流れる場所に魚津市役所があったら利用しやす

いのではないでしょうか？

40代 男性
総合体育館の代わりとなるもの、ありそに第２アリーナ（バド8面くらい）を。プールも早急に。ありその展望台はいらな

い。（デザインとかどうでもいい。公共施設は機能・利便性重視。対価に見合っているか。）

40代 女性 魚津水族館は日本最古の水族館なので特に力を入れて欲しい。

50代 女性 水族館の修繕??日本一古い事はそのままで売りになると思うので立て直しではなく修繕した方がいい??

60代 男性 水族館の新築、空小学校の利用

60代 男性 大型アミューズメントテーマパークと水族館の併設による遊びの場の提供をお願いします。

60代 男性 魚津水族館をより市民が誇れるものにしましょう。

70代以上 女性 水族館の振興。企画などよく努力していると思います。（シルバー料金にならないかな。１回千円は若干高いです。）

【問14：市内の公共施設の充実】　について

【問13：財政健全化や行政改革への取組】　について



年齢 性別 意見内容

20代 女性 2人目以降、保育料を無料化してほしい

20代 女性 もっと子育て支援をしてほしい。他の市の方が色んな免除などがあるので魅力的に感じる。

20代 女性

私は20代前半の女性ですが、現状この街で結婚しいずれ子供を持つメリットが無いと感じています。(デメリットの方が大

きい)兵庫県明石市の子育て支援が以前話題になっていましたが、あのような支援があれば子育てをする世代にとって魅力

的な街になるのではないかと思いました。

20代 女性

魚津市は富山市と違って少子化で保育園など待機児童がいないと聞いたこがありました。

しかし、親の転職先がすぐに決まらず退園しなくてはいなくなるケースや、第二子の妊娠、出産、育児で母親が仕事を辞

めるしかない場合でも退園をしなくては行けないのは子育てしやすい環境とは思えませんでした。また、制度の違いから

か、保育園は園児の数が人数が少ないが、こども園の園児の数が多い気がします。妊娠出産直後に転園の手続きをするの

は難しいです。第一子を安心して保育してもらえて、第二子以降の妊娠、出産、育児に専念する為にも、制度の見直しを

お願いしたいです。不妊治療を全額負担する政策はいい政策だと思った。

20代 女性
年々人口が減っているようですが、人口減少に対する対策や、県外・市外からの移住者を増やす取組は何かお考えでしょ

うか。子育て層への支援が人口減少対策に一案になると思います。

20代 女性
最近、子供を連れて入善にあるわくわくドームに行って遊んできました。魚津にも無料で遊べる場所があったらいいのに

…と思います。

30代 男性
子供が長時間遊べる施設や公園が無いと感じています。市内の各施設で小規模なキッズスペースは設けられていますが短

時間しか遊ぶことができません。近隣他市町のように長時間遊ぶことができる施設があると良いなと思います。

30代 女性
子どもが遊べる場所が少ない。他市と比較しても、ミラージュランドや水族館の存在に甘んじていて、投資を怠ってい

る。公園の遊具の充実や、室内でも遊べる場所に投資をするべきだ。

30代 女性 未就学児の室内の遊び場が無く、他の市まで行かなければならない。ありそドームだけでは狭すぎる。

30代 女性 子供が遊べるような場所が少ない。（特に雨の日）

30代 女性 雨天時に室内で遊べる場所がない。

30代 女性 子どもが遊べるところをもう少し充実させてほしい。

30代 女性

今年出産をしたことにより、市政に関するありがたい点と、日常生活で常々不満な点があり意見いたします。

・妊婦健診補助、妊娠の疾病や子ども医療費無料

非常に有難かったです。子供一人育てるのに一千万円かかると思うと、正直自分のやりたいこともあるし子供を持つこと

に抵抗がありました。しかし子供を持ちたいと思ったときに、検診のサポートや医療費助成があることで心理的にも非常

に助けになりました。また子供が保育器に入ったことで早速制度を利用することになった際には、金銭面でも非常に助か

りました。

30代 女性

兵庫県明石市のように子供のオムツ補助やお母さんや子ども達の様子観察してほしいです。

高齢者のオムツ補助はあってなぜ子供のオムツ補助はないのですか？お金がかかるのも手間がかかるのも同じなのに不公

平感だなと思います。

30代 女性 学童保育の理不尽な入所制限などが設けられており、働く親に優しい市政とは、到底言い難い。

30代 女性

小学生の子育て世代です。物価の値上げで普通に生活していくのが厳しいです。子供1人につきいくらという給付金やクー

ポン等の支援が他の県や市であるのをよく目にしてます。魚津市もぜひ検討してもらいたいです…。子育て世代に待遇し

ないと住民は減る一方だと思う。周りの同級生が結婚を機に地元魚津から離れ黒部、滑川、入善に移住していっている。

入善や黒部は子育てに手厚い、魚津は税金、水道代等高いから。と言っていた。

30代 女性 下中島地区の学童が狭い、かわいそう。

30代 女性
子育てに関しての支援が少ない。（学童費高い。給食費も高い。子供が多いとばかにならない。市外から引っ越してきた

のでびっくりしました。これではたくさん産みたいとは思わない。）

30代 女性
ゲームの街になるより、もっと大切なことがあるのではないでしょうか？ゲームの街だからと移住、定住する人はあまり

いないでしょう。子育てする環境が整っていないと、移住、定住する人は増えません。

30代 女性 子育て支援にももっと力を入れていただきたいです。

40代 女性

子供の遊び場の設置をお願い致します。公園もですが、屋内で遊べる場所、魚津水族館敷地内で釣りができたりするス

ポットの整備などを考えて欲しい。しかも、スピーディーに設置を望みます。子供の成長は早いため、少子化だが地域の

子供を守り、身体を強く作らせるため、努力していきたい。

40代 女性 子供を雨の日に遊ばせる事が出来る場所が少ないことが気になります。

40代 男性 子育てしやすいように子どもの遊び場（屋内屋外共に）や保育サポート、資金援助など充実させてほしい。

40代 女性 子育て世代への取り組みが見えない。

40代 女性

子育て支援が他の自治体に比べて弱い。例えば小学生以上のインフルエンザワクチンの助成がない。滑川市、立山町など

は助成があるので引越してきて驚いた。コロナ禍で給食費無料なども他の自治体より遅かった。子育て支援は滑川市の方

が手厚く感じるので、これから家を建てえ子育てするような世代は魚津市より滑川市を選ぶと思う。

60代 男性
知り合いの市役所職員の働き方にも感心するし、市役所に行った際の対応も概ね良く頑張っておられると感じています。

しかしながら、我が子においてもそうなのですが、子育て世代の流出が激しい。

60代 女性 子育ては健常な子ばかりでなく障害を持つ子の受皿も大切なのではないでしょうか。

70代以上 男性 子育て支援と言いながら園児が少ないとはいえ廃園にして、遠くの施設に入ることになる。

【問15：子育て支援に対する取組】　について



年齢 性別 意見内容

20代 女性

2年前、結婚を機に魚津市へ引っ越してきました。住み始めた頃はお店も多いし、住む上でとても便利な場所だと感じまし

た。魚津は人も多く 特に今年はお祭りも3年振りに開催したりと、とてもイベントが多くて賑やかで良いところだと思いま

す。

しかしこれから家を建てて、子供を産み育てていこうとしている段階で、他の市町村では魚津市よりも家を建てる補助、

不妊治療や生まれた子供への経済的な支援などが手厚いように感じています。魚津市は確かに新川圏内では便利で素敵な

場所ですが、物価が高騰して夫婦の手取りも増えず 先行きが不安な中で、長い目で見た時に他の市町村へ引っ越した方が

負担が少ないように感じてしまいます。魚津市に住み続けたいと思いながら、このように感じざるを得ないのは私だけで

はないと思います。魚津市内に若い人が増えて、これからもより魚津市を盛り上げていくためにも 新築建築や結婚、出産

を考える若い世代への支援をよろしくお願いいたします。

20代 女性

子供を産み育てている者です。正直、子供を産むまではいい所だと思っていました。が、産んでみると隣や近くの市と違

い妊娠・出産に対しての支援対応が薄く正直、出産前に引っ越したいと考えました。また2人目を作る前に引っ越しをした

方が手厚く歓迎してもらえる。という考えが現時点であります。出産祝いとして変な券を1万円分だけ貰ったと市街に住む

友達に言うと「え、かわいそう。こっちはもっとお祝い金があったし物資の支援もあったよ。」と蔑まれました。悲し

かったです。

子供を産んでからは、この市は子供を産んで育てる若い世代よりもお年寄りを。子供よりお年寄りを。と考えている市な

のかと度々思わされるようなお話も聞きます。

今、他県から仮住まいを与えるイベントなどをされているようですが正直、私は他県や他市の人にはオススメしたいと思

うポイントがありません。子育て世代の、若い家族ではなく老後ゆっくり余生を過ごされたい方にはいいと思います。あ

つい夏に、寒い冬にバスにも乗せてもらえず1人歩いてる小学生の子供を見ると「もっと子供を思う市になればいいのに」

と強く思います。目上の方々は、「自分達の時はこうだった」をよく言われますが今と昔、30年以上経てばコンクリート

の量や気温なにもかも違います。

一度真剣に、この場所で子育てしていく親の目線にたって考えてほしいものです。

20代 女性

妊娠出産のサポートですね。魚津市に産科がなく不便です。以前、テレビで「どれだけお金を積んでも　医者がいない」

と言っていたので、仕方のないことなのでしょうが…。

無痛(和痛)分娩を選択する人が増えているので、その分の料金は保険外にもなりますし、高額になる…ということで、産科

がない分、せめてそちらの料金のサポートをしては？と思います。全額じゃなくても、何割か負担…というように。これ

からの時代、無痛分娩が普通になってくると思います。魚津市が先駆けて　サポートする体制を取ると、評価も高くなり

そうです。

30代 女性
不妊治療が保険適用になった事により、市の助成金が無くなり負担が増えるので、助成金を出して欲しい。お金がかかる

事で、子供を諦める人がいるのは悲しい。

30代 女性
1才の子供がいるのですがミラペイが届いた時嬉しかった！入善町みたいな出産祝い金？やグッツ(入善では名前入りバス

タオル)などあればもっと嬉しい！！

30代 男性

産婦人科を労災病院に誘致する件はどうなったんですか？具体的な説明がなかったので気になってます。現市長は市長選

挙の際に産婦人科を魚津に設けると言っておられましたが、当選したら設けず説明もないのは正直無責任な発言だとし

か、思えません。

30代 女性

子育て世代ですが、産める病院がないのはもちろんその後のフォローもないように思えます。市外に行って産む気持ち市

長にはわかりますか？家族が近くにおらず助けもない中、正直きついです。これからの若者世代の意見を少しでも反映し

ていただけるともっと良くなると思います。

40代 男性 人口を増やす結婚や子育てへの補助金などの施策を増やして欲しい

40代 男性 産婦人科必要。

50代 女性 産婦人科が少なく、お産出産と少子高齢化減少に力を入れていただきたい。

50代 女性 子供を産め、と言うが､産む病院が無い。

50代 男性 出産する医療機関がないことは絶望的である。

60代 男性 産婦人科の公的病院の設置を再度計画すると、新川地区の中心地としての価値が高まると思います。

60代 女性 不妊治療手当は近隣では手厚く、アッパレと思った。

70代以上 女性
魚津にはやはり産婦人科が必要と思います。市長さんの公約でしたが、駄目になったと言われてももうひと踏ん張ってお

医者さんを探してほしいです。隣の市にはいらっしゃるのに、お願いします。

70代以上 男性 早く産科を病院に設けるよう願う。

70代以上 男性 産婦人科の設置

70代以上 男性 産科の誘致。

【問16：結婚・妊娠・出産に関する施策の充実】　について



年齢 性別 意見内容

30代 女性
小学校が統合され、通学距離がかなり遠くなったので、冬だけではなく１年を通してバス通学が出来るようにしてほし

い。

30代 女性
コロナがいつ終わるかわからない今、保育園、小学校をわざわざ減らす必要はない。少人数のよいところはたくさんあり

ます。

40代 男性
何でも例年どおりの事業実施は、辞めるべき。例えば、なぜ運動会はなぜ猛暑日の続く真夏から準備し、台風時期の9月に

実施するのか。5月頃の実施の方が気候面でメリットも多いはずなのに、未だに例年どおりの9月に実施している。

年齢 性別 意見内容

40代 男性

天神山球場の使用料が3000円は高過ぎます。ほとんど使用する人がいなくなってます。

財政再建をしたいのは分かりますが、ここまで誰も使わなくなっている、使えなくなっている現状をみて、料金の見直し

をするべきです。

50代 男性

市外に住んでいます。先日、市民便りで知りました埋没林博物館さんのイベントに参加させていただきましたが大変に興

味深く楽しいものでした。またそちらの職員さんが凄く頑張っておられるのが印象的でした。逆に言えば一部の方のみが

頑張っておられるのかも知れませんが参加された子供たちにも何かこれからの興味になったことと思います。ただ直後に

アンケートとかがなく想いが薄れるのではないかと考えますしまた最近のブームになっております魚津の代表的な山城

「松倉城」等を観光整備すべきではないかと思います。例えば御城印を作成し募金販売したり他県のお城観光など見て下

さい。頑張って下さい。他市から参加でしたがとにかく川の水はキレイでしたし山に群生した草木特に葉っぱはキレイで

した。

50代 男性
体育館のランニングコースやグランドを有料化したため誰も利用していない。市民の健康を考えるなら無料にし気軽に運

動できるようにしてほしい。

50代 男性

eスポーツに力を入れてる様だが、ゲームよりももっと本当のスポーツをやった方が良いと思う。最近、新川地区の中で

も、魚津市の小中学校の運動部(クラブ）の成績が、全然振るわないのは、ゲームに偏っているからではないのか？eス

ポーツとは、ゲームであってスポーツでは無いと思うが、何故市をあげてそんなとこに予算をとるのか分からない。

70代以上 男性 芸術文化の振興についても力を入れてほしい。

70代以上 男性 文化遺産等の保存継承への支援の充実化。保存継承地域は過疎化が進んでおり、早急に対策が望ましい??

年齢 性別 意見内容

40代 男性 運転免許証を返納した人に手厚い補助をお願いしたい。

40代 女性

お金を配ると目的以外で使用されることが多い様に感じます。「対象者に使用されていないのに」「生活費を娯楽に使っ

て…」と釈然としないことがあります。又体験上「お金じゃなくて、訪問医や訪問看護費を、必要と認められた回数内は

無料にしてほしい」と思ったことがあります。ダラダラとお金を配るのではなく、物やサービスの支給で生活をバック

アップして欲しい。

50代 男性 認知症患者への生活支援や介護の充実

60代 男性

高齢者支援や介護支援に、魚津型の新規事業を住民と一緒に研究することを提案します。

例1   自動車免許自主返納者へのタクシーチケット半額支援。タクシー会社への支援も兼ねて

例2  元気な高齢者の活躍する場の開発。図書館の貸し出しなどのボランティア、公共施設の修繕や除草、退職した技術者

の活用など。

70代以上 女性 年金が少ないのに物価ばかり上がっていく。当然生活が苦しくなるばかりです。

年齢 性別 意見内容

【問19：高齢者への生活支援や介護の充実】　について

【問20：障害福祉サービスの充実】　について

【問17：学校教育の充実】　について

【問18：生涯学習（芸術・スポーツ）の推進】　について

なし



年齢 性別 意見内容

40代 回答しない

どこにでも市営住宅はありますが、他県だと町内会に入ってない方はいると思います。町内会は自由だと思います私から

したら。町内会のことで借金取りみたいに言われる方がいて、出ていく方も多いらしいです。住みやすくするなら恐ろし

い方は市で見守ればよいかと思います。私の知り合いでも、住みたいけど出ていくという方もいるので。

50代 女性
回覧板は近所の人の安否確認のためにも役立つのかもしれないですが、不衛生な気がします。特にコロナ禍だからかもし

れませんが。

50代 男性
町内会業務の外部委託（支援）を検討してもらいたいです。高齢化も手伝って担い手不足は明らかで地域のネットワーク

強化も限界があるかと思います。

50代 女性 県外出身者は各町内になじみづらい。

年齢 性別 意見内容

年齢 性別 意見内容

30代 女性
健康センターの場所がわかりにくく綺麗な印象ではない為、アップルヒルなどに移動してほしい。旧三菱自動車近くに良

い場所があったような…

50代 女性

コロナになった時にどこの病院に行けばいいとかどこか魚津市で相談できる窓口があればいいと思った。新川厚生セン

ターに相談したが冷たい対応だったし病院も何件か電話したが最悪の対応だった。コロナだけに関わらずもっと市民が本

当に困った時に親身に相談できるようにしてもらいたいです

60代 男性
さんさん介護予防倶楽部の更なるＰＲと1階の空きスペースでの開催及び福祉関連団体の事務所を移動する等福祉事業の充

実を図ってほしい。サンプラザには平日に市民バスを利用して買い物が行なわれている。もったいない。

年齢 性別 意見内容

20代 男性

20代です。若者間では、友人と集まる休日の夜には、ぷらっと県内をドライブする人が多いです。

その際に車を止めて、休憩や散歩、夜景スポットなどを探すことも多く、魚津市でもそのような場所が増えればと思いま

す。とくに夜景は、穴場的スポットが見つかるとSNSにアップするケースも多いため、市のPRにもつながると思います。

（もちろん交通ルールや、近隣住民に迷惑がかからないよう注意することは前提ではありますが…）

30代 男性

もう少し、洞杉群の観光活用してはどうでしょうか？本州で1番大きい杉群ですよ！屋久島行かないと見れないものが魚

津、なおかつ本州で観れるんですが、、、

蛇石(龍石)と洞杉群を合わせて、龍洞杉ロードなど名称を作って、海の蜃気楼ロード、山の龍洞杉ロードなど観光アピール

をしてみてはどうでしょうか？本当にもったいないです。

30代 女性

この街には、魅力的な地場産のもの（林檎、なし、ぶどう、かわはぎ）などをPRすると言って中途半端で（これは各果実

の組合などの絡みもあって難しいですが）市が音頭を取ってふるさと納税の目玉にするとかもう少し考えてほしいです。

どこかの何番煎じのようなミラペイ、本当に使っていますか？使えていますか？旅行会社の言いなりなのでは？このまま

では、破綻するのが目に見えています。大きな企業（カーバイトやスギノマシン、YKKの一部）は隣の町に行ってしま

い、この街が大きな企業を大切にしなかったツケが回ってきています。市長さんは公のお仕事をされていた方なので公の

サービスについては満足している部分は多いですが、このままでは朝日町のように借金だらけで、高齢者が３人に一人の

街になり終わっていくのは目に見えています。新幹線からそこそこ近いなど、穴場感を出したプロモーションが必要なの

ではないでしょうか？あるものをタダでというノリで、ボランティアや有志や、地域の高校生とコラボしている感に甘え

ている姿勢ではだめだと思います。
40代 女性 県外の人から魚津市は山も海もあるとても魅力的な街なのに観光アピールがとてもヘタだと聞いたことがあります。

50代 回答しない 魚津らしさをしっかり意識して生かして欲しい。迷走している様子に見える。

50代 男性

魚津の良さは、何と言っても「食」だと思います。特に新鮮な魚はピカイチです。寿司屋、居酒屋等をもっとアピールし

て、市外、県外の人が食べに来る街にしてはどうでしょうか。これに温泉、果物、遊覧船等を組み合わせたら良いと思い

ます。

また、産業誘致のために、思い切った施策(土地代、法人税の優遇等)を打ってはどうですか？

50代 男性 魚津市なのだから「魚」をより強く発信する。

【問21：住民同士が相互に支え合い助け合う地域づくり】　について

【問22：生活困窮者への自立支援】　について

【問23：地域医療体制や健康づくりへの取組の充実】　について

なし

【問24：市の魅力の発信や観光の振興】　について



50代 女性

地域の活性化には、観光が必須かと考える。現在の市の現状はとても観光資源を有効に活用しているとは思えない。ぜ

ひ、若い人や女性たちを魅了する観光財産を作って下さい。

　例えば、魚津には沢山の山々が存在しています。その一部を開拓して見晴らしのいい場所にサウナ付きの1棟宿泊施設を

何棟か作る。隣接して夜景を楽しみながら食事を満喫できるレストランと広い駐車場があれば、宿泊客だけでなく誰でも

足を運んでくれると思う。

海岸線に、外観は米騒動に出てくる倉庫のようになった2階建て宿泊施設で1階でバーベキュー、2階で海岸線に沈む夕日を

眺める事ができるって言うのもいいと思うんですが。

60代 男性 魚津にはたくさんの魅力があるので、どんどん全国に効率よく発信してほしい。

60代 男性 全国に魚津をアピールすること。観光施設の充実。

60代 女性

情報発信不足だと思います。確かに魚津市は歴史もあるし人も人情味ある方が多いと思います。他市町村から転入する時

にそう思って魚津市に決めました。でも昔はこうだった、良かった等保守的でプライドが高すぎです。新幹線駅や道の駅

の利用、宣伝等発信が下手です。蜃気楼の街と言っても常時見られる訳ではなく他の魅力を出して蜃気楼はサブとすると

か工夫が足らないです。せっかく道の駅の味は美味しく水族館もあるのに残念です。

60代 女性 若者を主とした観光案内の充実

70代以上 女性 市の特産物（鮮魚類、果物類）をもっとアピールし、魚津の活性化を期待します。

70代以上 女性
魚旅キャンペーンのクーポン、せっかく並んでも、完売で買えないことが多いので、ほしい人が必ず買えるよう対策して

ほしい

70代以上 男性 名産物を作りprする。県の西部に負けている。

年齢 性別 意見内容

30代 女性

農村体験を身近な人にも｡富山農村サポーター制度のようなものを、魚津市の規模でやってみたらどうか。

個人的に繋がりのある農家の人に、繁忙期のお手伝いをするかわりにお米や野菜を分けてもらったりしているのだが、こ

ういったことをボランティアとしてやりたい人は一定数いると思う。農家さんの使いにくい制度にならないようにするた

めには、利用したことはないがサポーター制度が参考になるかもしれない。

40代 男性
昔植林した杉を全て雑木に戻す。農業は無農薬にする。→海が豊かになる。本来の自然を取り戻す事で好循環が生まれ

る。これをするために知恵と税金を使う！

50代 男性 里山保全なども、業者に金を払い、経済を回す方が良いと思います。

60代 女性
農業など高齢化が進むなか今後どのように進めていくのか？農作が出来なくなった田んぼの利用法など、荒地化する土地

が増えている。

60代 男性 さかながとれていない。漁場を守ってほしい。

年齢 性別 意見内容

20代 男性
つくるUOZUプロジェクトは個人的に良いプロジェクトだと思うが、誘致できたとしてもインフラ面に問題があり、若者が

好きそうな店や遊び場がないため長く続かないのではないかと思います。

20代 女性 スタバを誘致したらいいと思う！黒部に先を越されるまえに！

20代 男性
富山県の東側には小矢部のアウトレットや高岡のイオン、富山市のファボーレのようなある程度の規模の商業施設が存在

しないので、商業施設の誘致をぜひ検討してほしい。

20代 男性

企業誘致が弱い。有磯サービスエリアのスマートインター化、その周辺に大型商業施設（高台を活用した景色、宿泊施

設）などで経済活性。

市内に大型遊戯施設の設置、文化ホールに造るなら早くやる（施設内有料にし利益が取れる形でサービスを提供、子供の

ためのドリンクバー無料、軽食無料あくまでも黒字になる範囲で）

水族館、ミラージュランドの宣伝の弱さ、日本海側最大の観覧車、日本最古の水族館などインパクトのある宣伝のしか

た、また、水族館の展示の仕方は、子供の目線に合うようになっている、子供のための水族館で子育て世代から高評価、

宣伝材料になると思う。

20代 女性 スターバックスが欲しい！

30代 女性 最近企業が市外に流出している印象が強い。企業誘致について気になる。

30代 男性 もっと町を近代化してほしい。お店を市として誘致してほしい

30代 男性 商業誘致を積極的に行ってほしい。商店街の再興は望めませんもう手遅れかもしれませんが。

30代 女性 ゲームで本気で町おこしできると思っているのですか？

30代 女性
ドラッグストアばかりできて飲食店をもっと作ってほしい。人気チェーン店など子から大人まで人気なお店が欲しい。

びっくりドンキーや餃子の王将など子連れでも行ける店。

30代 男性
魚津市を盛り上がる為、アップルヒル周辺を軸に開発を進めるべき。

ドミノピザができて、賑わってる印象があるのでさらに企業やお店の誘致。

【問25：農林水産業の振興】　について

【問26：企業誘致や工業・商業の振興】　について



40代 女性
偏見かもしれませんが魚津は土地代が高くお店誘致が難しいイメージがあります。高校以上の学校もほとんどなくてバイ

トなどする人材もいない。もう少し色々なお店誘致頑張ってほしいです。

40代 男性 大きな商業施設の誘致が必要。充実すれば、魅力的な町になり、若者が自ずと増える。

40代 男性
もっと企業との関わりを持って欲しい。魚津市から本社移転などこれからもっとすすみそう。企業は魚津市への貢献度か

らいってもかなり重要なはず。企業の発展なくして魚津市の、発展はありません。

40代 男性 企業誘致（ＩＫＥＡとか）。

40代 男性 働きたい企業を増やさないと住む人は増えないと思うので企業誘致を進めてほしい。

40代 女性 ミラペイの普及ができてない。導入費用が無駄。

40代 男性
ゲームの取組み（つくるUOZUプロジェクト？）をしているかと思います。非常に期待しておりますので、頑張って下さ

い。

40代 男性

魚津市を拠点としていた（大きい）企業が次々と拠点を市外に移しているように感じます。

今の代表者が引退したら、拠点を市外へ移すであろう企業の噂もちらほら聞きます。

税収も雇用も減るばかりで、魚津の将来が心配です。企業誘致のために何かしたいのですが、個人単位でできることが分

かりません。今のところ、自分の子供たちに魚津に住み続けることをおすすめできません。企業が魚津から出ていった理

由は何なのでしょうか。これからも企業が市外に出ていってしまうのを防ぐことはできないのでしょうか。

50代 男性 昔からの地主がもっと企業誘致に協力するなどしてほしい。

50代 女性 企業を誘致して、働く人口を増やしてほしい。

50代 男性 もっと民間企業と協力する仕組みを作ってほしい。

50代 男性 産業誘致のために、思い切った施策(土地代、法人税の優遇等)を打ってはどうですか？

50代 男性

市内に企業が少なすぎる。本社支店問わず、新規進出企業を呼び込めば社員が住み、就職で住み、人が増える。市の固定

資産税も増える。地元若者も就職先が出来る。若者が増えれば結婚して住宅⇒子供増える。簡単じゃないけど、官民団結

して誘致してみたらどうか？

50代 男性 積極的な企業誘致、ショッピングモールなどの住みやすい環境作り

50代 男性 市の活性化は産業誘致が王道だと思います｡

50代 男性 カーバイド跡地に室内アミューズメント等誘致。

60代 女性
地域振興券がMiaPayでQR決済出来るようになったのは、近隣ではかなり早かったと思うので、それはアッパレと思った。

嵩張る紙を持って歩かずに済むし、１円単位で使えるし、商工観光課は頑張られたと思う。

年齢 性別 意見内容

20代 男性

高齢者や生活困窮者への社会保障が手厚い一方で、年収300万円以下で働く若い世代の負担が大きく、ライフステージを進

めるのが難しい。結婚支援や子育て支援は進んできたが、そこに到達することがそもそも難しいと思われる。20代の若者

世代の給与を上げる、または市として最低年収を保障・補填することはできないだろうか。市の職員の初任給をHPで確認

したが、安すぎるのではないかとも思った。

40代 男性
雇用が生まれていない。魚津の特徴を、今一度見つめ直し、衰退しない状況を作りつつ、企業誘致をしましょう。働けな

いと、人もこないし、こなければ、子供も増えません。

40代 女性 もっと若い子には働く場所(正規社員)をアピールして行ってほしいです。

50代 女性 給料、福祉関係を含む魅力的な企業が滑川市や黒部市に比べても少なすぎる。市民税も高い。

50代 回答しない
働ける環境が充実していない、意欲があっても働ける場所がない。非正規の選択肢ばかりで、安定して生きていける環境

と思えない。しっかり働いて、課税し、地元地域に貢献していきたくても働ける場所がなく、移住を考える。

60代 男性 少子高齢化対策。働く場所の確保。子供が増えて、若者が働ける環境を確保することが大事だと思います。

60代 女性
うちには子供も孫も居ないため実際どのような環境なのか分かりませんが結婚して家庭を持ちたいと思える雇用と子育て

しやすい政策を整える努力が必須だと思います。

60代 男性 これからさらに必要とされる看護師・介護師の確保や雇用の安定の為に看護、介護学校の開校等はどうか。

年齢 性別 意見内容

20代 女性 商店街が寂しすぎます｡

50代 男性

まずは人口増加に努力すべき。沢山の問題があるでしょうが、結局は何もかも中途半端です。どんどん人がいなくなって

いるだけです。かなり以前から、活性化と言う言葉を聞きましたが、目を見張る効果を市民として感じた人はいないので

はないですか?大町や村木などシャッター商店街が、活性化の成果です。

60代 男性
魅力のある町作りに取り組んで頑張っておられると思いますが、町に活気がない。数十年前に比べたら、人が街を歩いて

いない。人が少なくなったように思う。

60代 男性
中央通りは、若い人が少しずつ店を展開させているがやはり駐車場がほとんどなく、やはり行きずらく感じてしまう。特

に私みたいな障害者が近くに止めれるような駐車場を作ってアクセスを良くしてほしい。

【問27：雇用・労働環境の充実】　について

【問28：中心市街地のにぎわいの創出】　について



年齢 性別 意見内容

20代 男性

市外からの移住者を増やすのも充実させてほしいですが、市内に在住している若者を転出させない取組みを考えてくださ

い。結婚や住宅取得を機に市街へ移住するタイミングがあったにも関わらず、市内に留まっている魚津市を選んだ若者へ

の補助や支援を用意するべきです。

魚津市に留まることを決めた方々を後悔させないような取組みをお願いします。

20代 男性
グランピングやサウナなど流行の取り入れがない。もっと、若い人が興味を持つ施設が必要。

桃山運動公園などを使い、Live、フェスを行なってほしい。

30代 男性 独身の若手が住むメリットが見当たらない。

40代 女性
もっと何かしなければ人口減少、過疎化が進んで行くと思います。黒部や滑川市には素敵なカフェやお店があり活性化し

ているように感じます。

40代 女性
老人票に期待して、そういう施策しかしないんじゃなくて、もっと若年層の住みやすくなるような施策をしてください。

40代 男性 若者への投資をお願いします。

40代 回答しない もっと若者が定住して活躍する環境が必要だと思います。

40代 女性

若者が定住する取り組みをさらに充実させていかなければ、人口は減る一方で心配です。

定住の補助もあるようですが、魚津に住んで子供を産み育てたいと思うような仕組みもあれば良いと思います。例えば教

育に力を入れるや公園が充実している、土地が安く家が建てやすいなど…わかりやすい方法でもっとアピールしていくべ

きかと思います。

40代 女性
呉西がアウトレットや映画館増設など栄えている

呉東も連携して住みよい環境作りをしていってほしい

40代 男性 （自身を含め）市外に転出を検討する若年層の歯止めが必要ではないでしょうか。

40代 女性 最近は遊ぶとしたら呉西まで出てしまうくらいなので、遊べるような場所できると嬉しいです。

40代 回答しない 問29はなぜ若者・女性に限ったのか。

50代 男性 中心市街地にこだわらず、カーバイト跡地を公園にするとか魅力ある場所を増やし、人流を活発にさせるとか

50代 男性

廃墟を整備し、街の再区画を進める。建築基準法で新築不可エリアは特に酷い。耕作放棄地の有効活用。海の駅を中心に

したフィッシング、キャンプ＋夜釣り、グランピング、ダイビングの可能性検討。カーバイトの土地活用、スノーピーク

やシマノなどの資本が入れば面白い。学区の運動会とか全く興味無し。

60代 男性
高齢化が進む中で転入者を増やす取り組みよりも住み続けたい魚津を前面に押し出して若者が転出していかない施策を

もっと打ち出してほしい。

60代 女性

若い世代の子ども達が結婚、子育て（出産）がもっとしやすい魚津市へ。僻地からどんどん公共施設などなくなってきて

いるので若者が住みづらい地区となっている気がします。僻地に人を呼び込めと言ってはいるが現実的では無い気がす

る。僻地には空家が増え、学校、保育園など統合されどんどん山村部では住みにくくなっています。産婦人科もなく娘た

ちも都会から戻りにくい！

年齢 性別 意見内容

20代 男性
市民税高いだけでとくに何もしてくれないイメージが高い。市長の家の前の道路の工事等税金の無駄遣いが目立つ。税金

を除雪にしっかり回して欲しい

20代 女性 公園のトイレの外壁のペンキが剥げていて入るのが怖いので、塗り直したらいいかなと思いました。

30代 女性
小さい子から大きい子まで楽しめる大きな遊具がある公園がない。公園も老朽化していて公園が季節によっては虫が発生

するので駆除してほしい。

30代 男性

道路整備(融雪)について。市道の融雪処理を進めるべき。工事費用はかかるが、毎年の除雪人件費の削減と将来の除雪人員

不足の為に持続可能な対策として有効かと思っている。旧西布施小学校→深川病院間が地元民として利便性が高いので是

非融雪装置を進めてほしい。道幅が広いからこそ除雪量が多いし、スリップで道を塞ぐ車が多い。

30代 女性 ウォーキングなどをする公園などを整備してほしい。

30代 女性 市内の地下道はどこも薄暗くて通るのが怖いので改善してほしい。

30代 女性

子育て世代です。道路や公園の整備などのまちづくりの項目を評価できないと答えました。以下、理由となります。

公園の環境整備。古い公園の遊具が錆びており、安全性を確認して欲しいです。また、雑草の撤去。雑草が多いことで犬

のフンの後始末を怠る方がいます。

30代 女性 融雪の推進

40代 女性 老人のための公園はいらないと思います。公園は万人の使用出来るものでないと作った意味が無いです。

40代 女性
アリソドームが海で、桃山球場が山で、使いにくすぎる。

計画性がなく見えても仕方が無いと思う、市民の為に作ったと思えない。

40代 女性
しんきろうロードの2本松の公衆トイレを改装して貰えるといいです。女性トイレが、黒部側から走ってくると丸見えなの

も、壊れてそのままになっているのも気になります。お金のかかる話ですが、よろしくお願いします。

40代 女性 上村木から村木の道を頻繁に工事している事が気になっています。本当に必要なんでしょうか？

【問29：若者や女性が住みたくなるまちづくり】　について

【問30：道路や公園の整備などのまちづくり】　について



40代 女性

早く新川文化ホールの広い芝生の活用して欲しいです。綺麗な芝生にベンチひとつもないのでちょっとした休憩もできま

せん。本当に勿体ないです。滑り台とブランコがあるだけで、子供達も遊べるのになって昔よく思いました。魚津には子

供が喜ぶ公園が少ないです。桃山まで遠いです。

50代 男性 除雪をしっかりやってほしい。

50代 男性

ミラージュランドの横の公園はいつ行っても草がぼうぼうで利用しにくい。立山町の常願寺公園はいつもきれいに管理さ

れている。富山県唯一の水族館に幼稚園の遠足できているが草がぼうぼうの中で遊んでいる。となりのバークゴルフはき

れいにかっているのにすごく目立つ。

50代 回答しない 冬季の環境整備ができておらず、大変住みにくい。

50代 男性 わけのかわらない公共事業が多い。

60代 女性 何の為の公園なのかよくわからない（草が茂り、使用していないのに必要なのか疑問）

60代 男性 スーパーの近くに宅地の造成

60代 男性

未利用の空地、工場用地を解消して下さい。

地鉄やあいの風とやま鉄道の高架下を活用して下さい。

道の駅魚津にlCからまっすぐに通じる道路を整備して下さい。

60代 女性
道路の整備をしてほしい。白線が消えかかっていたり、矢印も消えていて進路がわからないときがある。市内の道に不慣

れな転入者です。

60代 男性 道路整理。融雪の普及

60代 女性

IT促進を進めて、豪雪時でも、高齢で自由に出歩けなくなっても、孤立化が起こらない施策を目指して欲しい。除雪車の

出動をもっと市内隅々まで頑張って欲しい。２年前の豪雪時は大変だった。４日間位１度も除雪車が来なかった。八号線

の少し上の地区だが来なかった。

70代以上 女性 歩道、通学路の整備

年齢 性別 意見内容

30代 女性

結婚を機に他市町村からの転入で家賃助成を夫が受ける形で助成して頂ました。助成が切れた後も魚津市に住む旨味はな

く転居を考えました。黒部市や滑川市などと比較し下水道料金や住民税、子育て支援等行政の取り組み等総合的に評価し

て、魚津市が一番旨味、魅力がなかったです。他の市町村に転入したほうが自分たちにとってはお得だなという印象でし

た。

30代 女性

空き家バンク

取り組みとしては素晴らしいが、ただ載せるだけになってしまっているように感じる。個人的に興味があってよく見てい

るが、リフォーム相談窓口での安価な見積もりサポートなどしてもらえると見学にもつながると思う。市街地にある素敵

な昔ながらのお手頃な建物も風呂なしと言われると、外部から来るような子連れ家族や残業ありのサラリーマンには銭湯

はハードルが高い。また不動産所得税や固定資産税も簡易的にシミュレーションしてくれたら、初期費用のイメージも付

きやすい。企業の住居費サポートも10年限度のところもあるので、安価な空き家や賃貸一軒家にも需要はあると思う。

40代 男性
ちょうど住宅を取得するときにその年度だけ住宅取得補助制度がやっていなくて残念だった（前の年度まではやっていた

しその後またふたたび再開したのに）

50代 男性
空き家に対する対応について。解体して空き地にすると税金がはね上がる等の理由から、解体できずに放置される空き家

が、年を追うごとに多くなってきている。市の支援が可能かどうかは分からないが、早急に対応が必要と思います。

60代 男性 空き家対策について。無償で譲る人と空き家に住みたい人のマッチングサイトがあるば良いと思う。

60代 女性

若い世代はマイホームを隣りの黒部や滑川市に転出して取得してると感じるが、魚津市で建設したくても土地が高いし、

そもそも売り出してる件数が少ないと聞く。これでは魚津に住み続けたくても出来ない。もっと分譲地の整備など市も関

わり、広げられないものだろうか。マイホームを建てる事が出来れば転出も少しは抑えられると思います。

年齢 性別 意見内容

30代 女性 水道代が高いです。

40代 女性 水道料金が高い

40代 女性
魚津市は水が美味しいと言ってますが、全然美味しくない。水道水もぬるくて不味いし、これでよくミラたんのペットボ

トルを販売すると思いました。水をくむ所もないしどこで無料で魚津市の水が飲めるのですか？

40代 女性
水が美味しいと言ってますが、家の水道水はとてもまずいです。どこかで水を汲むところもなく、結局、他市まで水を汲

みに行ったり買ったりしています。市としてはミラたんの水を推しているのに残念でなりません。

40代 男性 水道代高い。

50代 女性 とにかく上下水道の料金が近隣の市に比べて高い。

50代 男性 上下水道代の見直し。率直に申しまして高い。

【問32：上下水道の安定的な供給・運営】　について

【問31：住宅を取得しやすくするための対策】　について



70代以上 男性 上下水道課の対応の悪さ。

70代以上 男性 下水道料金に洗車時等における水量も加算されている。

70代以上 男性

私宅の加入していた農村集落下水道事業が、公共下水道に統一されてから何年もたちますが、料金が大幅値上げになりま

した。予算や制度上のことはよくわかりませんが、仕方ないとは思いつつ家計負担が大きく増えたことは事実です。かと

言ってこの事業を全国の一部で動きがあるとかないとか、水道事業の民間委託には絶対反対です。

年齢 性別 意見内容

30代 女性

バスのダイア見直し、公共交通との接続など、利便性を向上させることが必要。コミュニティバスは全く人が乗っていな

い時間帯もある、その時間を利用してスクールバス併用もアリだとおもう。小中学生をスクールバス化し、子供の命を

守ってほしい。高齢者のサポートは必要だが、明日を担う若者なくては、意味がないと思うから、安全にすべての、世代

が暮らせる街であってほしい。

30代 女性 市民バスは通学時間帯も全ルート運行してほしい。

40代 女性 魚津駅の地下道から地鉄に乗る際、階段がつらいので、エレベーターかエスカレーターをつけてほしい。

40代 男性 バスは学生が利用しやすい時間帯やルートなど希望。

50代 男性

今後交通弱者をどう助けるのか。市民バスの定期導入、高齢者定期、小学生通学用定期等。朝１時間早く運行すればス

クールバスに使えませんか？自由乗降の小型バス（ジャンボタクシー）の運行も考えてはどうでしょうか？22ｍ道路より

海側には買物できる店がありません。バス利用は必須ですのでぜひ検討してください｡

50代 男性 市民バスについて、国民年金のみの収入しかない高齢者の無料化など。

50代 男性 リニアモーターカーの駅を魚津市に持ってくる。

60代 女性 高齢化で車の免許も返納しやすいように、バスは無料にしてほしい。（60歳以上とか）

70代以上 女性 市民バスは必要でしょうか。空で運行していますよ。

年齢 性別 意見内容

10代 女性 魚津市は全てが中途半端な気がする

20代 男性 税金が多いから若い世代の負担が大きい

20代 男性 住民税高い割に何もない。ドラッグストア多すぎ。何もない。魅力がない。

30代 男性 いつもありがとうありがとうございます。

30代 女性 市の施策について、評価できるほどの情報がなく難しい。

40代 男性 コロナ禍の為、制約があり大変だと思います。

40代 男性 関西から移住しました。仕事の都合です。水が美味しく、生活しやすいです。

50代 女性 引っ越してきて間もないので分かりません

50代 女性 興味がないので何をしているのか分からない

50代 男性 とにかくわかりづらい。みんな中途半端。これは特にというのがない。

50代 女性 市全体の活気

50代 男性 各団体に丸投げして終わりとするのてはなく各種施策への市（特に市職員）の積極的関与

50代 男性 市が、頑張っているのが判るが、中々結果が出てきてない、感じがします。

50代 男性 市長の魚津市をどうしたいか全然ビジョンが見えない。

50代 女性

労災のペット検査が無くなったのを最近知りました。大変残念です。子供達の給食費の負担よりも大事な事だったのでは

ないでしょうか？子供は医療費控除なのですからそこまで補助する必要はあるでしょうか？それくらい払うので医療の充

実を望みます。

60代 女性 具体的にわかりやすく気軽に対策などを考えるべき！

60代 男性 土地を安くすれば良い。

60代 男性 市役所に行って、聞きたい場合の総合案内が、わりといつも混んでいる。

60代 女性 いろいろ取り組みをされていると思うが自分はよくわかっていない。

60代 男性 明るい未来が想像できるような施策を期待しています。

60代 男性
魚津市に２校あった自動車学校が今は無いので、両隣市に行かなければならない、免許取得人口が減っているが、必要な

施設と思うが県の自動車学校は出来ないものか？

60代 男性 どれも大切

70代以上 男性
施策の進捗度が全く見えない。したがって評価は難しいため「評価できない」項目に傾くのではと懸念される。別途のア

ンケートをとるとか、再考の余地があると思います。

70代以上 男性 少子高齢化がますます進展する中、安心して暮らせる社会基盤の充実。

70代以上 女性 知らないことが多い

70代以上 男性 地方都市の中心という昔の評価にいつまでも満足している。

【問33：市民バスなど公共交通網の整備】　について

【その他】


