
年齢 性別 意見内容

10代 男性 維持可能な施策に力を入れてほしい。

20代 男性 税金を下げてほしい。給料が安いため生活が困難である。

20代 女性

市役所の修繕工事よりも先に水族館の修繕工事をされたらどうでしょうか？その方が多くの人が魚津に足を運び経済を回

してくれると思います。単に子供を連れて行くには他の水族館に比べ、古く暗く怖い場所です。魚津市に住みながら水族

館に遊びに行く際は上越や能登に行っています。歴史もあるようですし、もっと大切にされたらどうでしょうか？

市役所の修繕費に最終的においくらを予算としてされているのか不明ですが、建て直しの前に少し人員を減らされたらど

うですか？

お昼頃に利用に伺って、あくびをして暇そうな、ぼーっとしてる職員を見かけるたび市民として恥ずかしいです。部署に

よりますが、対応も凄く良いものではないです。

市役所が早く綺麗になっても用のある人しか行きません。もっと人が利用する水族館やアリソドーム、各公園が綺麗で充

実する場所になった方が人は喜んで動くと思います。あくまで一意見として。よろしくお願いします。

20代 女性

仕事の関係でこの先もおそらく魚津市に在住することになると思いますが、私はあまり未来のことに希望を持って生きて

いません。何となく今日生きることが出来ればいいや程度です。

魚津市に限った話ではありませんがそもそも日本という国が、若者への投資が貧弱だと感じており私は常に生きづらさを

感じています。いくら働いても自分達がいずれ貰えるだろう年金は減るばかりで、搾取される税金は増えるのだと正直諦

めて生きています。納税は義務なので決められた金額は払います。納税するのでその分私達へ還元してください。偏った

世代や人にだけでなくちゃんと納税している人達に報いをください。

いつも魚津市をより良くする為にお仕事をしてくださってありがとうございます。お祭りなど地域活性のため色々企画し

て頂いて活気付けようとしているのは感じていますし、楽しみにもしています。これからも頑張ってください。

30代 男性

魚津市役所の建て替えの件ですが、今後のことを考えて、今の場所に立て替えるのではなく魚津駅と合わせる形はどうで

しょうか？山形県長井市の市役所の建て替え例を参考にしてください。

現在、人口減少が進んでいる中で人が集まる所の集約は必須です。公共施設分散型をとっている魚津市には必要となって

くると私は感じます。公共交通機関の繋ぎ目の部分に公共施設の市役所を置くこと、これは物流面でもかなり有効である

と思います。

駅と市役所が一体化することで子供からお年寄りまで利用しやすい施設となり、市の活性化にもつながりるのではないか

と思います。

加えて、東部地区　滑川、魚津、黒部、入善、朝日にて連合会を結束、あいの風と地方鉄道の相互乗り換え検討してほし

いです。

1、市役所と魚津駅を一緒にする。

2、魚津駅をあいの風と地鉄の相互乗り入れで鉄道のターミナル化する。

もし、これが実現できれば、魚津市の未来は少し変わるのではないかと思います。

30代 女性 現在の予算と利用者の関係で割に合わない物は見直せないのでしょうか？

30代 女性
若者への金銭的な補助の制度を望みます。（物価高騰、給料は上がらずそもそもの生活に困窮しています）

このままでは魚津市は高齢者の町になりそうです。どうか若者が過ごしやすい市となるよう、お願いいたします。

30代 女性
黒部市との合併に1票

ふるさと納税サイトに特集など予算をかけて税収を増やしては？

30代 女性 上下水道の値下げを希望します。

30代 女性 水道代金が高い。

40代 女性
魚津市は他の市より市民税などが高いと聞いたが、それなのに財政難なのはなぜなのか気になる。

議員報酬や人数の見直しなどしてもよいのでは？

40代 男性

あと10年、いや５年？もしかしたら魚津市は新川地区の中心ではなくなると思う。黒部が中心になるのでは？街づくり、

子育て環境、住宅支援、企業誘致（法人税の増収）、公共施設の充実、スポーツ環境整備、水産業のPR（カニを前面に押

し出す）せっかくあるのに下手すぎる。海の駅とかも中途半端。リピーターなんているのか？海の駅に釣具屋があるとい

い。魚津市単独では限界にきている。やはり黒部と合併するべきと思う。

40代 男性

○○支援とかで給付金あったりしますが、増税して→給付・税金とって→給付。いったい何がしたいんだ？給付なくして

減税したらいいのでは？給料総支給額と手取り金額に差がありすぎる。給付金より手取額が多くなった方が、恒久的に消

費すると思うけど。心理的に。
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40代 女性
郵便物のフォントサイズを大きくすることはできませんか？老眼や白内障で、お年寄りには読みにくく、新しいことにつ

いていけないし、読むのも諦めていました。

40代 女性 市役所のトイレの入り口が男女一緒で入りにくい。

40代 女性 市役所が古く暗く使用しにくいため、建て直し、明るく利用しやすいものにしてほしい。

40代 回答しない だいたいの情報は分かっているが、市の予算がないのがみえみえに分かる。

40代 男性 市県民税が高すぎます！

50代 男性
魚津市の人口減少で増加につながる対策や合併など教育や公共施設の維持管理できるか将来的に不安があり。若者の人口

増加につながる対策は弱いように、思います。

50代 男性

黒部、滑川などとの合併を検討して、今後人口減少していく対策を早急に考えないといけないと感じている。若者が安心

して暮らせる魅力的な町にすることが最優先だと思います。好き勝手な意見を書きましたが、皆さまの苦悩は十分察して

おります。これからもよろしくお願いします。

50代 女性 市議会議員が多すぎる。年寄りが多く、議員報酬が多すぎる。

50代 男性 他市町村との違いが分からない。近隣と合併して、もう少し大きな範囲で考えてほしい。

50代 男性

賑わい創出、雇用創出による人口減少への歯止め、子育て政策、高齢者増加への対策など市民サービスの充実が喫緊の課

題だと思います。

老朽化した市役所の建て替えもできないようだと、魚津市の将来に不安を感じます。

50代 男性

他県からの移住組だが、住民税が異常に高い。その分、市のサービスに力を入れ住民の満足度の向上に繋げようと躍起に

なるのは理解出来るが、費用対効果に疑問符が付く。行政のサービスに魅力を感じない住民にとっては今後益々住民税が

高くなるのでは無いかといった不安しかない。

50代 回答しない

ゲームを市の目玉にしようとしている姿勢にかなり呆れている。

ゲーム業界自体、生き残りが難しい業界である事、従事している人材もIT土方と言われ、作業量と報酬がマッチしていな

いことが有名であるのに、市は市民をどの方向に向かわせたいのかかなり不安である。限られた予算であるなら、使い

方、使われ方、どこに集中させるかなど市民感覚から離れすぎていて絶望しかない。

市の外から見た場合、魚津市のサービスの悪さは際立っているのを自覚されているのでしょうか。

60代 男性
市の施策について、あまり興味が無かったせいか曖昧な回答になりました。これからは少し市の施策等に興味を持ちたい

と思います。

60代 男性

魅力のある町とは当然ながら人が集まってくる町ですから人口が増加する施策を行ってもらいたい。

出産、子育てがスムーズにできる町、働ける場所が多い町、観光施設が多い町、健康で老後も安心して住める町を目指し

ていただきたい。

60代 女性

日本全体が人口減少の中にあり今後の増加も見込めない状況にある為、現在の小さな行政単位ではなかなか有効な施策や

大きな試みが不可能です。私はこの呉東地区を一つの行政単位とし、大きな視野に立ってより発展的で効率的なこれから

の希望ある明るい地域創りをめざして欲しく願います。

60代 男性 将来の合併を見据え市役所の移転は隣の公園にプレハブで建てて下さい。

60代 男性 予算に限りがあるので、市議会議員の定数削減から行ってほしい。

60代 女性

・下水道にする工事の値段が高すぎました。分割で払いました。ですからまだ下水道にするお金がなくてしません。水道

の値段が高すぎます。水道局の職員が多すぎます。

・低所得者に色々手当がありますが、私は70歳。国民年金では生活できず働いています。手当の基準値を満たさず、何も

ないです。少しの差で変だと思います。生活保護の人は国民年金より多くもらっているのはだめだと思います。

・食品の消費税は減らしてください。

60代 女性 水道料を安くしてほしい。

70代以上 男性 議員定数の削減

70代以上 男性 市議会議員削減

70代以上 女性
市役所を建て替えるのなら今の場所がいいです。建設中は大町や村木の学校を利用すればいいのではないですか。大きな

会社も撤退していきますし。

70代以上 男性 税金を安くしてください。他の市より高いのでは。（私は以前富山市に在住していました）

70代以上 女性 他府県、市より税金が高い様に思います。

70代以上 男性 税金の事を、もっと深く掘り下げて税務課で聞きたい。市内西部地区にも市役所の分庁舎的な施設が欲しい。

年齢 性別 意見内容

30代 女性

縦割り行政になっていて、縦割りの中で頑張っているように感じる。市役所全体の効率アップや、市の魅力を包括的にま

とめていくような人材を雇う制度にしてほしい。

自分も魚津を良くしたいという気持ちがあり入庁も考え、ホームページを見たことから、この調査を知って意見を綴っ

た。職員の応募要綱を見てみると一般行政や専門職というくくりしかなく、やりたいことや貢献できることという視点で

職が選べないような状況だった。

私だけでなく未来のある若者もそうだと思うので、人事制度からまずはわかりやすくしてほしい。ゲーム産業誘致など面

白いことはやってこられているので、必ず市役所に面白い部署があると思います。

市役所職員



30代 女性

コロナに罹患した時にマイハーシスを使って療養証明が送信されてくるまでの健康センターの対応の遅さと周知の差に呆

れました。職員1人1人が状況とシステムの理解を徹底されていないことが原因と思われますが、緊急時こそ迅速に対応す

べきと思います。

40代 男性 ブルゾンちえみみたいな人が、他の方と違う感覚で仕事されるので、教育を徹底して欲しい。

40代 女性
市役所職員の対応に不満です。番号札？の設置場所を変えたらどうか？(記入机横など)

色々な課を利用させてもらいますが、親切な方、質問しても嫌な顔される方。対応が嫌なら窓口に出ないで下さい

40代 男性
市役所や図書館の窓口担当者で愛想の悪い人がいる。もう少し接客態度を見直して話しかけやすい雰囲気を作ってほし

い。

40代 男性

村椿市長は、財政健全化や魚津市の発展の為に非常に頑張っておられると思います。公約を取り下げるという苦渋の決断

をされ、批判を受けながらですが、少しずつ将来への明かりが見えてきたと思います。日々の魚津市職員の働きにも感謝

しております。

40代 男性

あえて言うことは無いのですが、最低限何とかして欲しいのは市職員へ最新のハイスペックスマホとハイスペックＰＣを

貸与してください。ＩＴリテラシーの無い人間がＤＸに関わるとロクなことにならないので、そこから始めるべきです。

ＤＸ・まちづくりなどの補助金ゴロの提案を精査できる人間を育成してください。リテラシーは適当な研修に行かせたか

ら身につく類のものではありません。ソフトバンクやオレンダなどの提携先があるのであれば若手数人を2年ほど出向なり

させてしっかりと同水準の手当てを渡し、スキルアップさせるのが良いかと思います。

40代 男性

窓口の職員さんが短いスパンで入れ替わっているようですが、ベテランやその業務に詳しい方がいなくなることで窓口で

たらい回しにされたり、まとはずれな説明をされたりするので、その部署のプロフェッショナルをずっと配置して欲し

い。

50代 女性

マイナンバーカード申請をしましたが、受け取り予約が取れません。もっとフレキシブルに対応して欲しいです。

窓口が白々しいくらい丁寧に対応している時があります。そんなことをするくらいならもっと希望に沿った市民の対応に

応えてもらいたいです。例えば休日もマイナンバーカードの受け取りができるとか。

休日手当を大きくつけないで平日と振替休暇で働いてもらいたいです。

50代 女性
市役所窓口、親身に対応してほしい。（態度が悪い）市職員数妥当なのか？今後どうしていこうとしているのか。

市中心街以外の未来について市長はどう考えているのかさっぱり分からない。

50代 男性 市の職員の対応スキルの向上。市民のための魚津市を目指してほしい。

60代 男性
市政70年行事に対する職員の参加者が少ないのでは??前回、市政60年記念事業の女子野球ジャパンカップの応援者見学者

が非常に少ないのが選手に対し失礼でわと思い出しましたので報告させて頂きます。

60代 男性 市職員の受付窓口での市民への対応が悪い。市民に対する言葉使いがなって無い

60代 女性
市役所の職員はどこに車を駐車されてるのですか？

市役所に停めているなら駐車代金を払ってますか？素朴な疑問です。

70代以上 男性 市担当者による個人情報の漏洩が一番心配。

70代以上 男性

市職員の外部受入れほとんどなし（副市長以下）そのため活気が伝わってこない。公募制で成功している他市町をもっと

参考にされてはどうかと思う。各施策展開にあたり、学識経験者等の選出には全国レベルで人選すべきではないでしょう

か。県内の近間に目を向けるのではなく、もっと広域で考えてほしい。

70代以上 男性

役所仕事とよく言われるが、何故か良く考えて欲しい。例えば、学校で発生したイジメ等を隠そうとしたり、他の市町村

で発生した不祥事を自分自身のこととして、役所として、なぜなぜを繰り返しながら対策を考えていくことが少ないので

はないか。だから同じことが繰り返されているのではないか？

問題解決能力向上や積極性醸成のために、もっと外部講師による積極的な職員教育の導入が必要と思う。

70代以上 男性

ここ数年、市職員の対応が年配者に対して事務的すぎる。例えば「それはスマホで見ればわかることなんでいちいち印刷

物は配布していない。スマホの画面で(１０ページ以上の資料を)調べてくれ」と当然の如くいう。

スマホの小さな画面が見にくい老眼とスマホに不慣れな高齢者に向かって言えることなのかと神経を疑うとともに、市当

局ではそんな接遇の指導をしているのかと情けなくなる。また１年余り前に市役所へ行ったついでに、マイナンバーカー

ドの手続きに事前に聞きにいったところ「そんな通知カードの写しなんか持ってきて手続きなんかできないことくらいわ

かりませんか」とただどんな手続きが必要なのか聞きに行っただけなのにけんもほろろの窓口対応に内心腹立たしい思い

をしたこともあります。　それに引き換え社会福祉課や市民課戸籍担当の窓口担当の方は市民の身になって考えてくれて

います。

１０年余前までは全体的に市職員の対応には親切な言動が多かっただけに前述の職員自身の感覚で高齢者も当然知ってい

ることとの前提で指導してくる態度に腹立たしいことが多い。それでいて地域のボランティア役員にはどんどん任務を押

し付けてくる態度にはますます市役所に不信感が増大しています。もっと市民の状況に応じた対応ができる職員の育成を

望みます。

70代以上 女性

市役所へ今までよく利用させてもらいどの課へ行っても親切で解りやすく説明して貰い以前の市役所さんからは創造出来

ないくらい素晴らしくなっていると思い本当に嬉しく思っていますこれからは企業の誘致に手腕を発揮して頂けたら最高

だと思っています。



年齢 性別 意見内容

30代 女性

デジタル化の推進賛成です。スマホひとつでなんでもできるようになればいいなと思いました。

窓口に大きめの液晶タブレットを置いて、マイナンバーカード認証＋数回のタッチで申請ができるようになると、スマホ

を使えない人でもデジタル化に対応できるのではないかなとおもいます。

30代 女性
市役所からのお知らせの放送が何を言っているのかのか聞こえにくすぎるので、ラインでお知らせしたり、ケーブルテレ

ビで流すなど誰にでもわかりやすく情報配信してほしい。

30代 女性 魚津のLINEはワクチンの予約を入れたり、ゴミの通知を入れたりとてもお世話になっています。

30代 女性 LINEでイベント情報が届くようになれば嬉しい。

30代 女性
ホームページに関して、必要な情報がどこにあるのか分かりにくいです。例えばAIチャットの導入など、人件費等を削減

しつつ、良いサービス提供となる仕組みをとりいれていただきたいです。

40代 女性 もっと早くデジタル化して欲しい。行動が遅い。

40代 男性

デジタル化が進むのは時代の流れだとは思うが、アナログの良さをもっと次世代に伝えるほうが重要。きっとアナログの

良さを知らない子どもたちが、増えていくのは仕方ないことだが次世代にアナログ文化も伝えていくことが重要になって

くる。デジタル化＝コミュニティの崩壊は誰もがわかっていながら、デジタル化への未来へと進んでいるのは危険であ

る。

たとえば回覧板の重要性にも気づいて欲しい。回覧板を隣へ回す行為が、今の時代での少ないコミュニティの場であり数

少ない挨拶できる場になりつつある。そんなコミュニティの場をデジタル化によって失っていく時代は地方ならではの良

さをなくし、なんの特徴もない都会の真似事をした田舎にしかなり得ない。地域のイベントなどを行うよりも、もっと重

要なことではないでしょうか？

市の住民サービスもデジタル化でコンビニで行えます。では高齢者が増えていくこれからの時代、高齢者へはサービスし

ません。と宣言しているように感じる。いずれデジタル世代である自分達も、次世代型デジタルについていけない時がく

るはず。そのとき、自分たちが取り残される側だとどう感じるか深く考えていただきたいと思います。少子化が問題と言

われているがそれこそ時代の流れで止めることのできないものであると考えます。35%が高齢者となる時代はすぐそこで

す。アナログな魚津も残していき、人と人が話し、笑い、時には相談できる人が必要ではないでしょうか？SNSなどで相

手の感情が読めるでしょうか？デジタル化の便利さは、誰もが感じるものですがもう一度アナログの良さをみんなで考え

るのも悪くないと思う。

40代 女性
広報でイベントを確認していても忘れてしまう。

LINEなどで事前にお知らせが届く またはカレンダー式で日程がわかりやすいようになっているとありがたい。

50代 男性

水道料金の支払が、やっとコンビニで支払うことができるようになったような市でデジタル化とかを推進しているのに疑

問を感じるし、そんなIT化が遅れている市で情報セキュリティが保たれるとは到底思えません。

利便性を考え公共料金の支払方法を多様化し財源の確保を図るのが第一歩だと思う。同様に企業の誘致にも力を入れれ

ば、人口増による市民税及び法人税の増額を図るべきではないかと思う。

途中の質問にも書きましたが「広報」が自宅には届いていません。なので市の情報を得るには、こちらから行動しないと

得られないのが実態です。「こんな事してます、こんな情報を発信しています、知っていますか？」のような質問があり

ましたが、こちらからすれば「何言っているのか分からない」です。

50代 女性 市のホームページは本当に見づらい。情報が探しにくい。

50代 男性 魚津市民が富山で一番スマホが使いこなせるように教室を設けてほしい。

50代 女性

60歳を前にいろんな不安はある。今はまだ仕事で忙しくしているが、今後少しづつ行政にお世話になることもあるでしょ

う。そんな時、分からなくて出来ないということがない様お願いしたいです。なんせデジタル化…これ以上進まないでほ

しい…

50代 女性

なんでもかんでも、デジタルに頼るのは良くないと思う。紙ベースが良いものもありる。

パソコン、スマホでの手続きでいろんなことができるのは、本当に便利でありがたいが、ものによっては、余計にわかり

にくくしてることもある。ホームページも見たいことにたどり着くのがわかりにくい。提供側からの観点ではなく、見る

側がたどり着きやすいものにしてほしい。

50代 男性
デジタル化により利便性はあるものの高齢者の方などは、あまりナジミが薄く使いづらいのではないでしょうか。イン

ターネットをつなぐにもお金がかかる。

60代 女性
高齢になればなるほど電子機器に疎くなってきます。

近くに教えてもらえる家族がいれば良いですが、公民館等でわかりやすい教室があったら参加しやすいと思います。

60代 女性

新しい事に挑戦するのに一歩踏み込めない自分がいます。年齢的なものもあるとは思いますが、まだ仕事をしている為、

必要最低限（日常利用しなければならない）の所で止まっています。今後、年金生活になった時、どこから取り組もう

か？と思案中です。高齢者に分かりやすいデジタル化を進めていただければ…と考えます。

60代 男性

ホームページの掲載に関しては、正確性・信頼性を求めます。以前市へ問い合わせしたところ、ホームページ内容と担当

者の回答に齟齬がありました。

デジタル化は今後の情報発信にとって必要ではありますが、使えない人の事を考えて情報発信してください。

60代 男性
高齢者にデジタル化をお勧めしても受け入れ出来ないのが現状だと思います。

個別指導で教えてもらわないと使いこなせない！

60代 男性
ICTを利用して便利になるのはいいことであるが、一方で利用できない、環境下にない市民のことも考えておく必要があ

る。

デジタル化



60代 男性

人間ドックの申し込みが漸くネットで可能になりましたが、公民館の使用申し込みが依然としてアナログで困っていま

す。空き状況は見られるものの、電話での仮予約をした後、本予約の書類を書きに出向かなければなりません。いち早く

対処をお願い致します。

60代 男性 LINE画面上でミスタッチをしてしまうことが多く、もう少しスッキリして欲しいです。

60代 男性 魚津市のLINEやミラペイの設定は虚弱で煩わしい面があるので改善して欲しい。

60代 男性 スピーカーの声がなかなか聞き取れないので、LINEもして欲しい。

70代以上 男性 デジタル化は高齢者には難しい面があると考える。遂行するには誰かの手伝いが必要と考える。

70代以上 女性
今後のデジタル化はどうしても必要なのだろうか。老人はあまり実用できないのでわからないものには手を出さないよう

にしている。老人でも簡単に実用できるデジタルは？

70代以上 男性

少子高齢化が進展する中、若い世代とそうでない高齢者の年齢層に入る市民はその時代によって教育環境が違う情報の発

信側と受け取る側で、近年急速に進むデジタル化で多くの70歳以上の年齢層はその利用や使い方に戸惑いを感じている。

またそれらを背景にして犯罪が発生していることも報道されている。行政において情報のヤリトリは非常に重要である。

受け取る側の高齢者対策（教育等）をしっかりお願いしたい。

70代以上 女性 老人家庭ですのでデジタルに対して不安がある。マイナンバーカードも取得したが何ら利用していない。

70代以上 女性 地区の回覧板を電子回覧板になると良いです。

70代以上 男性 近所の老人がスマホないのに役所はネットで検索しろと言うと怒っている。

70代以上 女性 年齢的にもデジタル化にはついていけないし、その必要性も感じていない。

70代以上 男性

社会全体の動きがデジタル化に進んでいますが、どうしても馴染めない高齢者が多いことを行政は認識してほしいと強く

望みます。もう１０年余りでそんな私のような高齢者はこの世にいなくなりますが、高齢者にもやさしい市役所であって

ほしいと思っても無理でしょうね。

年齢 性別 意見内容

20代 女性

今回のアンケートに回答し、初めて魚津市がLINEや Twitter、Instagramをしていることを知りました。その他にも魚津市

はいろんな活動をしているのに、それが市民には伝わりきっていないところが残念だと思います。知りたい情報を知りた

いと思う人へ届けることはもちろん、特に知りたいと思っていなくても 市の活動が目や耳から情報として入ってくること

が理想だと思うので、広報活動により力を入れていただけたらと思います。これからもよろしくお願いいたします。

30代 女性

市広報などで、子供やお年寄りでも理解できる（興味を持てる）ように、専門用語（特にカタカナ）の使用は極力控えて

いただきたいです。

やむを得ず専門用語を用いる場合は、括弧書きなどで用語の意味を必ず書くようにしていただきたいです。

40代 女性
一般公募で県内外の市町村で良い施策をしているところがあれば市長に提案するという期間限定イベントを設けてはいか

がでしょうか。こんな街に住みたいこんなところが良いと言う一般の意見を汲み取ることができると思います。

40代 男性 多くの人の意見を聴き、少数派の意見も大切にして魚津市を良くして欲しいです。

50代 女性
年齢にもよりますが「広報」のムダを感じます。紙のムダ、分ける（地区や家庭）ムダ、広報を役立つと思っている割合

は魚津市民の何％か？早くきりかえていって欲しいです。

50代 男性
ペーパーレスが求められる時代につき広報誌（チラシ類含む）については希望する世帯において電子のみの配布とすべ

き。

50代 男性

「広報」が自宅には届いていません。なので市の情報を得るには、こちらから行動しないと得られないのが実態です。

「こんな事してます、こんな情報を発信しています、知っていますか？」のような質問がありましたが、こちらからすれ

ば「何言っているのか分からない」です。

50代 男性 無駄が多いと思います。紙の広報とか選択でいらないが選べるようにして欲しい。

50代 回答しない

9月26日から、コロナ感染者の市町村の人数を県が公表しない為、どの市町村の何人の感染者がいるのか全く、把握でき

ません。せめて魚津市の感染者人数がわかれば、市民として感染リスクを考えながら行動できると思います。

魚津市コロナ感染者数をLINE、ホームページ等で知らせていただくことはできないのでしょうか？よろしくお願いいたし

ます。

60代 女性

新型コロナウイルスについて、これだけ年数がたち行動の自由が広がっていますが、若い親たちの中でも新聞への市別の

表示、まだしばらく続けてほしい…の意見をよく耳にします。60代の私も同じ意見です。「各自で気をつけていこう」に

なってきている現在、県内市内どこでどれくらい…を知らないと行動に迷いが！

70代以上 男性 コロナの市内感染者数は発表して欲しい。内実が解からないと行動に不安を覚える。

70代以上 女性

○〇調査の結果、評価、今後の計画を広報に載せてください。朝日町、入善町、黒部市等はメディアでの広報が耳に入り

ます。市も水族館その他の広報宣伝を行い、県民が魚津市への意識を高める方策をしてください。市長、打倒〇〇市で頑

張ってください。

広報の市の人口表示は系統で表示するスペースはないのですか？最終の隅に掲載されています。人口の推移の変動は知ら

ないです。人口減で困りますので初期ページくらいで、結果や評価、施策等を記載するのはどうですか？

70代以上 女性
市外から引っ越しました。町内会費等の関係でか、広報等が届かないので毎年変わるゴミカレンダー等を市役所まで取り

に行っている。

70代以上 女性 防災無線が聞こえずらい。音が小さくて内容がわからない。

広報・広聴



年齢 性別 意見内容

20代 女性

子育て支援や結婚など、知らない手続きが多く、起きてから初めて知ることや手続き等が終わった後に知ることがあるの

で、あらかじめ知ることができるようなコンテンツなどを立ち上げてほしい。また、友人間としかつながりがないので、

小規模の集まりがあれば軽い同窓会のようになるので若年層が戻ってくると思う。正直産まれたときから魚津市にしか住

んでいたことがないので分からないが、ずっと住み続けたいと思うし、結婚しても離れたくないと思う。しかし土地や税

金等の負担があるので、他の市町村に移住することを少し考えてしまうところはある。何もないけど住んでみるととても

いい市だと思うので、外から来た人にも分かってもらえるような施策をしていってほしいです。

30代 女性
高齢者を守り支える必要はあるが、今後の事を考えれば子どもたち及びその親たちを支える必要がある。長期的視野で検

討してもらいたい。

30代 女性

入善や黒部などは新しい子供の遊び場や公園等が出来て充実していて、入善、黒部に遊びに行く機会が増えた。

魚津にもそういった場所がもう少しあってもいいのではと思う。

もう少し、子育てしやすい環境が欲しい。雪国だから屋内の遊べる施設や、本屋、食事処、ショッピングなどの融合施設

もあると嬉しい。実際赤ちゃんを連れて出かけれる所があまりない。産婦人科もあれば最高だと思う！

30代 女性 子育てしやすい環境づくりをおねがいします。

30代 女性
不妊治療にかかる費用の負担にはとてもびっくりしました。産後ケアにもちからを入れておられてとてもすごいなと感じ

ました。子育て支援のミラペイやウオ得クーポンありがとうございました。

30代 男性

問36について、負担を増やす（住民の）とか、予算を減らすではなく子育て支援などの力を入れるサービスに使用して欲

しい。保育料第２子無料など（同一時期に第２子ではなく家庭にとって第２子）。

若い世代の転入者、移住者を増やす為、子どもを産む場を再度検討して欲しい。現在どんどん産む場所が減っている。

30代 女性

小学校が統合した事により、生徒数が大幅に増えた為、授業参観や運動会等の行事の際、駐車スペースに限りがあるので

車で行けなくなりました。統合前は車で行っても良いエリアだったのに、統合後からは生徒数の増加に伴い、車で行けな

くなりました。大変不便です。

40代 女性

障害者や障害児をもつ家族がフルタイムで働けない市であるとおもう。早い時間から預かってもらえないと働けない。健

常児の学童などは勤務前から利用でき料金も安いが、障害児は勤務前に受け入れてくれる事業所が少なくフルタイムでは

たらけないうえに料金が高い。

40代 女性

不登校問題に力を入れてほしい。学校へ行く人は学べるが行かない人はほったらかし、子供権利条例がなされていない。

フリースクールも高くてお金ある人は学べる仕組みになっている。

コロナもあり不登校が増えている。家で子供を見ている親も病んでしまいます。

40代 女性
小学校の登下校時の見守り隊の方がいてくださることで仕事をしていても安心できるので、見守り隊の方への活動費など

充実させていただきたい。

40代 男性
すべての子どもの放課後を対象として安心、安全でみんなとたのしく過ごせるような「放課後子ども教室」の仕組みをつ

くってほしい。（なるべく早く検討を開始してほしい。）

40代 女性

支援級に通う子供を持つひとり親です　まだまだ、安心して子育てできる町とは思えません。

いろんな子供や親子、家族に選択肢がある世の中になると良いなと思います。

子供の進学先や就職先、子供の預かり施設や習い事など、探しても無いことの方が多いです。

40代 女性
医療特に総合病院での産婦人科、小児科を考えるべきだと思います。

特に夜間、休日時間外に市外に受診に行く負担は大きいです。

40代 女性
他の市町村の親と会話してると税金は高く、インフルエンザワクチン費用の助成がない、子供のピンクの用紙対象年齢が

高校生までとなるのが遅かったなど魚津市は損してる気分になる。

50代 女性
高齢者に手厚くするのではなく、移住者や若者、女の人が住みたくなるような市にして欲しい。

住宅取得しやすく、出産、子育て、産後のお母さんのサポートなどを希望します。

50代 男性
小学校下が統廃合され、特に廃校となった地域は少子化や若者の転出が多くなり過疎化が進行してしまう。

卒業記念製作品なども取り壊されるのでしょうか？。寂しく感じます。

60代 男性 義務教育期間も学校を選ぶことが出来る支援対応を望む。

60代 男性

・学校等の給食費の無償化。（本来教育費は無償）カリフォルニア州のように学校給食施設を利用した朝食の給食開始

（最初はおにぎり、牛乳などから。希望者？無償）、長期休業中の子ども食堂の実施。（公営、市営）・18歳までの医療

費無償化。・学校における職員の勤務時間外（朝、放課後等）の教育活動を禁止する。

60代 女性 子どもを産む場所がない為若い人の定住が進まない。子育てへの支援をもっと充実。

60代 女性 魚津市で子育てするとたくさんいい事がある、魅力ある市にしてほしい。

60代 女性

結婚する人が減った気がする。お見合いパーティーとか行事をすればいいと思う。こどもが減少しているので、こどもを

生む所がないのでぜひ産婦人科を作って欲しいです。魚津市に嫁に来て早40年になります。

魚津は住みよい所です。もっと人口も増えて活発でみんなが明るい魚津市になってほしい。

70代以上 女性

魚津市には産婦人科医院がないので出産に不安を持っている若い女性が多いと思います。市長が出馬のとき、労災病院に

産婦人科をと言っておられた事をぜひ実現してほしいと思います。赤ちゃんが産まれれば人口が増え、若者が増え、活気

のある魚津市が生まれる。（出産、子育てに補助金を出す。助産師さんを育てる。）

70代以上 男性 労災病院の体制が弱い。産科、小児科なし。常勤固定医師不足。（短時間で転院の医師が多い）

70代以上 男性 アカデミック感が感じられない。小中高の各校のレベルアップが必須。短大、大学なし。

出産・子育て・教育



年齢 性別 意見内容

20代 女性 ごみの分別が細かいと感じます。

20代 女性

転勤により愛媛から3年前に引っ越してきた2歳児の母です。ゴミ捨てルールについて、今でも時々「ん？これはどう捨て

るんだっけ？？」と思うことがあります。それだけ環境への配慮があって、リサイクルにも力を入れていて、良いところ

だなと感じています。ただ、完璧に守れている人は少なくとも私の周りにはあまりいません。。守れるような工夫を求め

ます。捨て方を知らない人も多いので、もっとゴミの捨て方についての情報発信と、分別やリサイクルへの促進活動をし

てほしいと思っています。私と同じく県外から引っ越してきたお母さん達とは、魚津ってゴミの捨て方厳しいよね。と

度々話題になります。ゴミだけじゃなくてSDGs、みんなで気持ちよく取り組めるようになりたいな。

蜃気楼ロードをよくお散歩しますが草木がボーボーで道路へ出る時左が見えにくいです。結構スピードの出る道路なの

で、怖いなぁといつも感じています。それと、カラフルでかわいい屋根付きベンチ付近のゴミが気になります。もちろん

捨てた人が悪いのですが、ゴミ箱があれば気づいた人が見つけて捨てることもできるのになぁと罪悪感を感じながら素通

りしてしまいます。ｺﾞﾒﾝﾅｻｲ｡せっかく綺麗でステキな道を、もっと心地良い空間にみんなでできたらいいなって思いま

す！うちの息子も大好きなので！！笑

30代 女性

粗大ごみの処分について、市で回収できないごみが、分別・出し方ガイドの中にたまに見受けられます。

そこで処分を業者に依頼するとなった時に、どの業者に連絡すれば適切なのか、分からないので、悪徳業者に引っかから

ないよう、指定業者等を教えて頂ければありがたいです。

30代 男性

ゴミ収集について。燃やせないゴミは月に一度収集が無い週があるのは大変都合が悪い。富山市のようにゴミは燃えるゴ

ミに統一で良いのではないかと思う。それにより収集業者の集荷日が減らせて効率が良くなると思う。ゴミ処理の利便差

で富山市や舟橋村へ転出の人もいる。

「魚津市は税金や水道費が高い」と黒部市転出も聞く。市外からの転入も歓迎だが、まずは転出者の削減を。

30代 女性 リサイクルゴミの収集日か少ないと感じます。

40代 女性

各地区・町内会の運営（民生委員や班長などの役割、地区運動会などの各行事）、地区によるかもしれませんが、すでに

大変になってきていると思います。私の住んでいる町内も、高齢化がどんどん進み、私達と同じ年代の世帯は少ないで

す。（私達の班では我が家が一番若い世帯です。）それでも、年配の方々は従来のやり方をそのままと言われる事が多

く、今後を担う世代にはとても負担に感じます。私達の世代は70・80代になっても働けるだけ働かないと、生活を維持で

きない世代です。今でさえ仕事と生活の維持でいっぱいで、今担っている方々ほど担える自信はなく、このままでは将来

とても不安に感じます。

新型コロナウィルス流行下で自粛できた事は、無理に行う必要はないのではないでしょうか？今こそ見直して、可能な限

り負担を減らし、簡略化して、安心して平穏な生活を送れるように改善をと思います。私達より若い世代も移住して定住

しやすくなるのではと思います。これからの社会情勢に合わせた、柔軟な対応のできる魚津市であって欲しいと願ってい

ます。

50代 男性 認知症患者を持つ家庭への支援、サポートに工夫をお願いしたい。

50代 男性
市の特定健診などの取り組みに感謝しております。このコロナ禍と高齢の両親の諸用の為、自身の健康管理がおろそかに

なっていますが、日程が空けば、またそれらの取り組みを活用したいと考えています。

60代 女性

一人暮らしの私には家、農地があります。私の死後どうしたらいいのか不安でしかたないです。今は農地の草刈りはぎり

ぎり出来ていますが、出来なくなるのは目に見えています。私ばかりではないと思います。どこに相談すればいいのか分

かりません。30年余り自宅を離れていました。その間に親戚は高齢化して亡くなり頼る人もいません・・・

60代 女性

今年の魚津祭りは市制70周年ということで花火が二日にわたって繰り広げられたが、2日間も同じような花火を見るのは

無駄だと思った。一回に少し多めの花火の方がよほど効果があったと思う。税金の無駄遣いだと思った。あとランタンと

かジャズも同じような時間帯にあり参加したくても選ばなくてはいけなかった。スケジュールの見直しを望みます。後た

てもん祭りの今後、高齢少子化などの対策は地元の住人だけではもう背負いきれず、ぜひ市の方でも今まで以上に運営の

協力をしていただく必要がある。私の町内は今のままではもうたてもんはあと2-3年が限度です。やめようという声も出て

います。本当に真剣に考えていただきたいです。

60代 男性
健康寿命が伸びる中、益々予防対策が求められる。

いつの日か、健康診断項目に、歯、目、耳鼻に加えられることを希望。

60代 男性
町内の地区の活動が負担です。広報うおづの配布、町内会費の集金等。何年かに一度回ってくる班の役目を思うととても

憂鬱な気分になります。町内会の活動をもっとスリム化できないでしょうか。

70代以上 男性

中山間地域に居住する高齢者です。後継者が地元におらず、冬期間の雪害が心配される。更に限界集落に近い状況。空き

家対策が急務と思われる。

独り暮らしの見守り、地区民生委員ばかりに依存しないで地区住民と連携を推進することも必要と思われる。

70代以上 女性

高齢者なので福祉の事が気になる。高齢者の健康体操とか誰でも参加できるような企画があれば参加してみたいと思う。

年に1～2度かな？民生委員の方が訪ねてくださるのが唯一のつながりなのかなと思っています。以前いた所では高齢者の

見守りや、踊りボランティアなどで施設訪問等していたので、ちょっと寂しいと思う。コロナだから仕方ないですね。

70代以上 男性
自治体の高齢者住民が、世帯数の過半数以上となる状況の地域が見受けられるが、このような状況では自治会の運営に支

障がある。自治体の構成を早急に検討すべきであると考える。

70代以上 女性
たてもん祭りですが、町内は高齢化が進み70代、80代が主になりました。準備や後片付けが体力的に限界です。隣り近所

のてまえ参加しない訳にいかず、困っている状態です。魚津祭りですから市が中心になって行って欲しい。

生活・町内会・健康福祉等



年齢 性別 意見内容

10代 男性 魚津が若者の遊び場になるのは無理があると思う。

20代 女性 企業が少ないなと感じます。

20代 男性

魚津市の企業に勤めている20代の方がその企業を退職しました。理由としては、「魚津市には遊べる所がないので面白く

ない」とのことでした。確かに魚津市には遊べる所が数少ないため、遊べるところが多くある富山市やその他の県に移転

してしまうのではと我ながら思います。結果のところ、企業の誘致も良いのですが、若者が住もうと思える街づくりを先

に実行していただければと思います。

20代 女性

・最近、入籍で魚津市に転入しましたが移住支援金の交付要綱が厳しく、受けれませんでした。支援する気が無いように

も思われます、実績を調査して欲しいです。また、祝い金の導入も検討していただけないでしょうか。

・あまり参加出来てはいませんが、イベント開催の案内など多数拝見しています。「魚津市頑張ってる」と感じておりま

すので、引き続きよろしくお願いします。

30代 女性 魚津市だけではありませんが、新川地区の求人が少なく、通勤も考えて富山市付近に住もうとする方が多いです。

30代 女性

炭素排出削減や健康維持のための徒歩や自転車移動の推進をしてほしい。たとえばポイント制度につなげて、なるべく楽

しく行えるような仕組みがあればいいと思う。

また冬の雪道では安全に運転できるよう、道路の除雪具合や渋滞状況をリアルタイム発信してもらえたら助かります。

40代 女性
バスで市外に出たい場合の乗り換えができない。滑川のバスは水族館まで来ているので、連携を是非してほしいです。

黒部川も同じことができたらいいな、と思います。（金太郎温泉とかで乗り換えなど。）

40代 男性

★魚津駅周辺の駐輪場を新しくされていますが、車輪止めの設置を要望

★歩道を拡張して歩道と自転車レーンを作っていますが、歩道を拡張すると自動車の無断駐車ができません

★清流小学校前の県道１２８号線に歩道が設置してありますが、歩道沿いに林檎園があり、林檎を買うために来た来客が

車を歩道に駐車するので、歩行者が車の影から車道に飛び出して来るので危険です。林檎屋への歩道駐車を禁止させる注

意指導を行ってください。

40代 男性

住みやすく良い街なので、ずっと楽しめる街になって欲しい。

積雪時、オートバックスからメガネ屋の坂道は全く除雪されなく歩行者の数センチ横を車が通過する。私も何度もヒヤリ

とした。なんとかなりませんか？

40代 男性 除雪の具合が黒部市と大きく違う印象があります。除雪は市町村の垣根を超えて行うことはできませんか？

40代 男性

・鴨川放水路の工事（上村木あたりから港町交差点付近）が度々あります。できればこの間の工事スケジュールをHPの

TOPページに記載してもらえないでしょうか。

・魚津駅前交差点から県道135号線の上村木東までの中央分離帯をなくしてみてはどうか。（そこを災害時の車両救援物

資の配送拠点、救護等に使えるようにするため）市役所にも近く、昼間に災害があった場合市役所の駐車場はいつも車が

たくさんあるので大型車両は入れないと思うので。

40代 女性

市長は子供政策に積極的なイメージがありますが、子育ても終わった家庭や、子供がいない夫婦にしてみたら｢子は宝｣と

はいえあまり魅力を感じない。

子連れ家族が住みやすいだけではなく、もっと幅広い市民が住みやすくなるようにして欲しい。

昔の方が活気があったし美味しいお店も本屋さんもおもちゃ屋さんもあってよかった。

40代 男性
魚旅キャンペーンなど、地域の活性化に繋がる活動は今後も継続していってください。

 飲食をする街、いい宿に泊まれる街だけで終わらず、住みやすい街づくりを期待しています。

40代 女性
移住してきて満足できるところがひとつも見当たりません。

移住に対しての補助金も対象になる確率は低く、特にいいなと思うところはありません。

40代 女性
除雪がいきわっておらず孤立したことがあるのでしっかりしてほしい。

生活苦しい上に高い税金払ってるのにもっと市民のこと考えてほしいですね！

40代 女性

直近５年でまわりの小規模企業、自営業、農業の方の廃業、倒産が増えた。事業主は原料、物価高騰（倍の価格になった

り）、最低賃金のUP、雇用、労働保険のUP、有給休暇の法律などにより利益が減少している。また、事業主の多くは休

みもなく長時間働いている。それでもサラリーマンや公務員よりも払う税金の種類が多いし消費税や法人税など多くの税

金を払っている人もいる。インボイス制度、国保の制度（無職の人や年金生活者を国保の人だけで補うなど）は弱者を苦

しめていると思う。保育無償化やふるさと納税は中間層以上が得する仕組みにも感じる。日本の裕福層が先進国で最も税

金を払っていない。格差も増えると思う。弱者から税をとるのではなく、所得ある人に課税すべきだし、サラリーマンの

扶養妻も年金は自分で払うべきだと思う。なぜ農業、林業、漁業、自営業の担い手がいないのか？それだけ大変だからな

のではないでしょうか？格差社会は子どもの人生にも関わるし、解決すべき問題だと思う。

50代 男性 ゲームによる街づくりはやる価値が無いと思う！

50代 女性

黒部市の充実した施策をみていると、やはり大企業誘致によって経済的に潤うのだと思う。コロナ以降、リモートワーク

が広がり、都会にいなくても同様の仕事ができる時代になりつつある訳で、淡路島のパソナグループのように、大企業

（IT関係）を引っ張ってくることはできないのでじょうか。若い人たちが希望を持ち、興味を示す働く場を作ってあげて

ほしい。そうすれば定住率も上がると思う。高齢者施策も大事ですが、10年、20年後には確実にしりすぼみになって行く

訳で、長期的な先を見た施策を考えてほしいです。

50代 男性
市役所の職員は一生懸命やっていると思うが、企業の撤退も進み人口も減るしマイナスにしかならないのか。

いまさら新しい企業も来ないし、滑川黒部に置いて行かれる。

50代 男性 若者が、ずっと住みたくなる町作りを希望。

公共交通・道路・まちづくり・産業



50代 女性 街灯が少なく、夜は道が暗いところが多いです。街灯を増やしてほしいです。

50代 女性

これからは確実に人口が減るので、と言うかもう減って来ているので、シンプルでコンパクトに生活できるようにして欲

しい。箱ものばかり増やさないで周辺と連携してやってもらいたい。隣の市と争ってる場合じゃないと思う。エリアで協

力して観光客を増やしたり、定住者を増やしたりしてもらいたい。

企業誘致をまずやってもらいたい。最近街中はシーンとしています。

50代 男性 道路工事がダラダラ長い。

50代 女性 魚津市がよりよく住みやすい街になる事を願っています

50代 女性

市民バスのルートについてです

利用は免許を持たない高齢者、返納した方が大半だと思います。

利用先は、スーパーや病院、郵便局や銀行、市役所などが多いと思われます。

市街地循環ルートの中で、以前は、通っていた、22m道路が、今は鴨川放水路工事に絡み、初期の頃からルートが変わっ

ています。

市役所から、北鬼江方面にきて、そのままありそドーム、海の駅、埋没林から、中央通りへ行きますが、そのコースを日

曜日などの休日ルートに出来ないかと、かねてより思ってました。

通らなくなった場所のそばには、皮膚科、整形、眼科、農協、など高齢者の利用がある施設が多いです。

平日は、そのまま22m道路を進むルート、休日はありそドームから、埋没林など、観光地という風に変われば利用者が使

いやすいと思います。ありそドームに行くのに、どれだけの方がバスを利用してますか？大半が車ではないでしょうか？

一度ありそドームの利用者にどのような手段で来館しているか？というのきいてみるのもありではないですか？ほぼ車で

あれば、平日にルートに組み込む意味はあまりないと思います。

他のルートを見ても、曜日、時間帯によってはルートが変わっています。せひ、御一考をお願いいたします。

高齢者の多い地区なので、尚更です。

50代 男性

自分の住む地域には高齢者の独り暮らしの人が多いが、買い物に苦労しておられる。特に国民年金のみの収入で市民バス

１回200円（往復400円）を支払っての買物は負担が大きいように思う。若い世代と同居の人はよいが、単身や高齢者のみ

の場合、市民バスでの買物だと大きいものや重たいものを買うと他のものが持てなくなるが、何回も往復することは難し

い。近所の人に車で一緒に乗せていってもらえる場合はよいが、いつもそういうわけにもいかない。そこで、収入が国民

年金のみの高齢世帯の人はバスの利用料金を無料にできないでしょうか？無料であれば毎日利用することができ、買物へ

出かけることができるし、買物してもらえるお店側にとってもいいことではないでしょうか？

50代 男性 個人的に魅力あると思う町→埼玉県飯能市（ムーミンパーク）、愛知県長久手市（ジブリパーク）

60代 女性 もっと住みやすい市にしてほしい。買い物も交通も便利でない。

60代 男性 バリアフリー化の市営住宅希望。

60代 女性
魚津の海、ことに蜃気楼は、重要な観光資源だと思います。道路からも見えにくく、不評です。

前の方が良かったです。どのような理由でこうなったのか知りたいです。

60代 女性

新川文化ホールでイベントがある時に魚津市以外から参加される方が話された時の話しです。

高齢で車の運転が出来なくて公共交通機関を利用して魚津駅に来ても新川文化ホールへの巡回バスの利用が難しいと‥

（駅からタクシー利用されたそうです)

せっかく巡回バスがあるのですから新川文化ホールでイベントがある時に魚津駅から上手くつながる様に臨機応変に対応

出来ないのかと思いました。（簡単な事ではないと思います)

以前、県外のイベントに参加した時に公共交通機関から会場までスムーズに利用出来るバスに乗る事があり便利だと思う

事が何度もあり‥難しい問題もあるのは理解出来ますが‥ご検討下さい。

60代 男性

魚津市と聞くと海のある市とみな思うと思う。魚津には海沿いに水族館、海の駅、埋没林博物館などあるが、市街地から

は行きにくい。富山からくる場合は滑川から海に出なければならない。市街地から海に出れる道をもっと整備するべきと

思う。経田と石田の道ができたとき黒部に買い物に行く人が増えたそうです。海沿いの景色の良いところにもっと宅地を

つくり市街地に行きやすい道をつくればもっと人口が増えると思う。

60代 男性 人口減少対策としても、もっと若者家庭が住みやすい市政（施策）を願います。

60代 女性 作付けしていない水田を宅地にするようすすめて、住宅地を増やして魚津に人が来るようにすればいいと思います。

60代 男性 企業誘致を積極的に行ってほしい。

70代以上 女性

私の周りには若い夫婦が何人かいましたが、皆さん滑川、富山へ家を買い移っていきました。理由を聞くと、魚津は非常

に水道代が高いと。黒部や滑川は土地も安い。魚津の水道代で住宅ローンが支払いできるとの事を何人かの人から聞いて

います。また、若い人たちは大型店がないと遊びに行く所がなくて、他のところへ行くとしても魚津からでは遠いとのこ

と。孫は来年大学卒業で、帰ってくるように言っていますがあまり良い返事が返ってきません。友達も富山大学を卒業し

ても来年は地方へ行くことが決まっているようで、今少し若者が魚津に定着するように皆さんで考えてほしい。市役所の

人たちは毎日お仕事が大変ですが、我々市民の考えと市役所の人たちの考えがあまりにもかけはなれている事をいつも感

じております。

70代以上 男性 魚津の弱点「人口減、若者の魅力ある就職先なし」の原因克服が最重要。

70代以上 男性
高齢化が進む中、市民バス運行を滑川及び黒部等の商業地域までに延長運行を計画してみてください。

広域化に伴って人流拡大を目指す。

70代以上 男性 交通手段が不便。新幹線なし、空港が遠い、道路網の整備。

70代以上 男性
以前、融雪装置の一つが水を出していないので、そちらへ連絡して見て頂いたが、どうして水が出ないのかの説明が無

く、現在も出ていない。この様にきちんとした回答や説明が不十分なように思われる。

70代以上 男性 各種店舗が高齢者に差別して対応している。何故片貝線に市民バスが走らないのか(地鉄運転手の態度が悪い）。



70代以上 男性

自分はテニスや社交ダンス（いずれも選手）など体育会系の人物ですが、それだけでは運動不足と思いウォーキングを始

めました。週５日ほど一万歩を目標に魚津中を歩いています。その中で気が付いたことが２件あり、空き家が多いこと

と、ゴミステーションについてです。ゴミステーションが多すぎる・小さすぎる・きれいすぎる。経済の基本から言えば

消費や購買意欲につながる行為として「物」を捨てなければなりません。今はやりのSDGｓからは逆行するかもしれませ

ん。また、「もったいない」精神から道徳的にも良いように思われます。しかしそれが習慣化すると「捨てるのが面倒」

「家の中が物置化する」「捨てられないから新しいものを買わない」という悪循環に陥ります。ゴミステーションが小さ

いから大きいものが捨てられない。（シールのことは知っています）だから大きいものが売れない。誤解を恐れずに言う

ならば「文明」は物を捨てることから始まると私は思っています。ゴミ焼却などの技術が向上したのにもかかわらず市民

は分別に精神を使い生活が萎縮してしまいます。富山市のゴミステーションは大人一人が立って入れます。ここでも市の

財政云々になりますが、やはり負のスパイラルでしょうか。魚津市はこのままでいくと「ジリ貧」です。小矢部や滑川、

上市、黒部のマネをしても解決策とは思えません。企業は滑川に取られ黒部にはＹＫＫ。魚津には観光といっても「蜃気

楼」。対策は何と言っても人口の増加。当たり前ですが、人口の増加が財源増加の第一歩。特に若年層をターゲットに。

それには月並みですが、雇用の確保。やはり企業誘致につきます。国会議員やその他使える者は全て使い東京や大阪から

の企業誘致にもっと必死になるべきです。あと三井アウトレットのような超巨大ショッピングモールなどの誘致です。小

矢部市のように金沢と富山の中間の好立地条件には恵まれませんが、滑川市民黒部市民その他東部の市民を寄せれば不可

能ではないように見えます。あと夢物語のような話ですが日カの跡地に長島スパーランド級の大型遊園地（日本海側の

ディズニーランド）の設立など、思い切った発想をすべきと思います。いずれにしても市の職員の方々や我々一般市民で

は限度があります。そこでいわゆる「有識者会議」なるものを組織し、専門的に議論すべきと思います。

年齢 性別 意見内容

30代 女性

町が充実していないのに、住民税、水道、土地代すべてが高すぎると思う。使える店舗も少ないし周りでミラペイを使っ

ている人がほとんどいないし、子育て世帯応援事業でミラペイが送られたけどわざわざカードにする必要はないと思う。

カード代が無駄だと思う。

30代 男性 魚津市内どこでも、ミラペイを使えるようにしてほしい。

30代 女性
市から子育て等でミラペイによる特別給付をもらえるのはありがたいが、使用済みのカードがたくさん増え入金できるわ

けではないのでもったいない。（スマホへ以降後、使用しない）

30代 男性 ミラペイのアプリのQRリーダーが読み込めないです。(他の人も言ってました)

30代 女性 ミラペイアプリの使いやすさ改善をお願いします。

30代 女性

魚津の商品券を、昼に商工会議所に買いに行ったら売り切れで買えなかった。

朝から買いに行きたかったが、子供の世話なので行けなかった。アリソドームに朝から買いに行った方の話によると、す

いていて何度も買っている方が多数いたとのこと。

オンライン又は郵送で商品券を買いたい人は申込する、後は自分で商工会議所か、アリソドームに商品券を引き換えに行

く。こうすることでコロナが流行っているので無駄に行列にならなくて済むし公平に欲しい人に行き渡る。

30代 女性

9月のUO!トク！商品券の売り切れが早すぎて、購入出来なかったのが残念。

上限を超えて複数回購入した方も多くいると聞いており、等しく税金を納めているので、購入希望者全員に行き渡るよう

になればよいなと思った。

魚津の飲食店や商店街で、もっとキャッシュレス決済ができるお店が増えれば良いなと思った。

30代 女性 地域電子通貨はいらない。地域だけ使える通貨は利便性にかけるので、その予算を別に使って欲しい。

30代 女性 MiraPay利用時、次のお客さんを待たせてしまい申し訳なく思う時があります。

40代 男性

カードタイプのミラペイを使いますが、レジで店員さんが専用端末を持ってこられたり、支払いがコインかポイントかよ

く分からず、表裏のQRコードの確認などで後ろにお客さんがたくさん並び、待たせてしまうことがよくあります。もう少

し会計が短くなるような端末機にならないでしょうか。

40代 女性 母はミラペイの意味がわかっていなかったので、Vドラックで使えるよ、と教えてあげました。

40代 回答しない

魚得クーポン、第2弾が販売されているとは知らなかった。

スーパーで「当店で使えます」の表示を見てガッカリした。その時には完売だった。市民全員に配布する訳にはいかない

から、知らない人が損をするのは仕方ないのか…クーポンの販売などは広報魚津を見るしかないのか？

40代 男性
ミラペイを利用することによる、魚津市へのメリットが良く分かりません。

一般の魚津市民や魚津の事業者へのメリットが分かれば、積極的に利用しようと思います。

40代 女性 ミラペイで市民バスが乗れるようにして欲しい。

40代 女性

ミラペイを利用できる店がもっと増えて欲しいです。使えないお店も多いため、結局利用回数が少ないです。子育てに

もっと力を入れて欲しいです。保育園～小学校～中学校と、ギャップを感じることなくスムーズに行けるような事をもっ

とたくさんしてもらいたいです。小さい子ばかりではなく、18歳まで（高校卒業）お金の面で手厚いと助かる人が多いと

思います。（学年上がる４月にミラペイでお祝い金など・・・）

40代 女性

市から毎回新しいミラペイカードが届くのが勿体無く感じています。

何枚もあると、どれが使ったのか確認するのも面倒になります。出来れば、スマホアプリにチャージ出来るタイプの支給

がいいなと感じます。

MiraPay等



50代 女性
ミラペイを使ったことがありますが、たまにしか使わないと使い方を忘れ、支払いが面倒になる。

お店側の対応も遅いことが多い。（使い慣れていないため）

50代 男性 ミラペイのカードを持ってない人に送ってほしい。

50代 男性 ミラペイについては他決済とのリンクを堅牢してはどうでしょうか？Edy等

50代 男性 協賛店舗が少ないためミラペイは使い勝手が悪いと思う。経済効果を一度検証されると宜しいかと思います。

50代 男性

ミラペイはやめた方がよいのではないですか。

大手決済の普及がたかまるなか普及が進むとは思えません。

もしくは大手と連携をかんがえてはどうですか。運営する予算を他に回せばと思います。

50代 男性 チャージ場所を増やしてほしい。

50代 女性
ミラペイも使えば便利だと思いますが、最初の申し込み方法がイマイチわからく現在使っている他の方法からわざわざ移

行してまで使いたいと思えない。

50代 男性

ミラペイは失策だと思う。魚津市独自のものはキャパが限られておりコストだけがかかりすぎるようにおもいます。

実際どれだけコストがかかっているか知らないが。大手pay会社に手数料を払った方がコストがかからないイメージがあ

る。あと使うメリットが感じられない。チャージ時に大きなメリットを付けないとチャージすることがない。

50代 女性 ミラペイは中途半端。一人で何枚も持っている人がいて、0円になるとカードを捨てていました。勿体無いのでは？

60代 女性 またUOトクとかしてほしい。

60代 女性
MiraPayを持っていても安心できない。

大手のカード会社のカード１枚持っていればどこでも安心して使用でき、お財布もスッキリ！

60代 女性
商品券の販売は良かったが、デジタルチケット等を利用するなどして、並ばずに入手できるようにできないものか。

あと、1,000円では金額が大きく使いにくい。全部みらペイでもらえると良い。

70代以上 女性
ミラペイ一度使ったことがあるけど、レジの前で使いこなせないから店側の方でも分からないことが多い。

もっと簡単な方がよい。

70代以上 男性 ミラペイを使って市内の電気店で照明器具を購入した。市内の食堂で昼食に数回使用した。

70代以上 女性 ミラペイにポイント還元はあったほうがよい。

70代以上 女性 ミラペイの利用出来る範囲が狭すぎて持っていても利用しにくい。

年齢 性別 意見内容

20代 男性
・魚津市活性化のために映画館を設置してほしい。・若者に人気のある爬虫類専門店やイベントを開催してほしい。

・コミックマーケットやアニメイベントを開催してほしい。・商店街の活性化のために駐車場を設置してほしい。

20代 女性 ママ友から安全に子供と遊べる空間が少ないと聞いてます。私も他の市町村と比べるとそのあたり弱いと感じます。

30代 女性

観光にも大事な魚津水族館を新しくはしないのですか？

お隣の新潟県は上越水族館は入館料を上げたが集客あります。我が家も近くにある魚津水族館より上越水族館に行きま

す。特に子供が行きたがります。今6ヶ月の子もいるので、施設が綺麗でベビーカーでも行きやすく、おむつ交換台や授乳

室があり、トイレも綺麗な所に行きたいです！他県の方もそうではないでしょうか。一部のリニューアルばかりではな

く、全体を立て替えが今すぐ必要だと思います。

あと、その隣のミラパークですが、いろんなイベントを行なうのもいいですが、健康社会、ウォーキングやジョギングが

しやすいように道路を整備してみてはいかかですか？そしたら、自然と人も集まります。あとベビーカーでも散歩しやす

く、子供を連れて行きたいと思えると思います。それが魚津に住む理由にもなりうると思います。滑川市のスポーツの森

公園もたくさん子供が来ていますよ。滑川市は子供に対しての子育て支援がとても手厚いです。私も滑川市に転居したい

くらいです。周りの市町村に目を向けて、出来ることは今すぐ行って欲しいです。

30代 女性
魚津市内に室内で遊べるアスレチックが無いため、入善や滑川まで遊びに行く事が多いです。

魚津市にも建設の話を聞いていますがいつ頃になるのでしょうか？

30代 女性
子どもが屋内で遊べる施設が少ないので、市外まで行っている現状です。

市内にも土日祝日など屋内で小さい子どもを遊ばせる場所があるととても助かります。

30代 男性

近年海釣り(おか釣り)が流行しています。

私も釣りが趣味です。釣りポイント近辺の海底には根掛かった仕掛けなどがたくさんあると思われます。

釣りの際のルールの確立や、ダイバーなど技術者が海底の清掃を行ってくれると魚津市の風紀と環境が良くなるのではと

思います。意見として汲み上げ欲しいです。

30代 女性 アパレルや化粧品、カルディなどが入っている商業施設があると嬉しい。

30代 男性

・子どもが楽しく安全に遊べる公園の整備（みらパーク）みらパークの整備ポイント

①道と公園の段差をなくす②遊具の増設（水遊び場・ふわふわドームなど）③ウォーキングしやすい道や距離の表示④木

の伐採（影になりすぎている。松の木に毛虫が多い。）

・水族館のフルリフォーム→ミラージュ側に移転し海を利用する。日本一古い歴史ある水族館ではあるが古いままだと人

は来ないうえ存続が厳しくなる。

・ミラージュランドの料金変更。親子乗り物券（ファミリーパスポート４千円など。５歳未満は親が必ず付き添わなけれ

ばならないが、チケットを消費する）

40代 男性 キャンプ場の利用規約が、その日の人間の気分で変わりがちなので、きっちりして欲しい。

公共施設・商業施設・スポット



40代 女性

幼児に対する遊具はどこの市町村もリニューアルして良くなっていますが、小学生が楽しめるような遊具がありません。

今の子供たちは運動量も落ちているので、遊具で遊びつつ運動能力を高めることができたらいいなと思います。

小中学生が自習したり、お互いの学校情報や勉強情報を掲示板で掲載したり閲覧したりできるような、子供たちの集いの

場を作ってもらえないでしょうか。

40代 女性

水族館、ミラージュランド等の施設がもっと充実すればよい。

魚が美味しい街なのに海の駅の食堂が使いにくいし、魚を買おうと思っても限られている。

小規模保育園について無駄な運営ではないか。保育園を合併して新築するなどしてほしい。市が無理なら民営化すべき。

交通機関の充実。車がなくても不便にならないような街づくり。

40代 男性 イオンやアウトレット等大規模な商業施設が目玉になる。黒部市に負けてる。

40代 男性 雨の日など外に出られないときに、子どもが遊べる施設を充実させてほしい。

40代 女性
使用していない小学校の体育館やグラウンドなど子どもたちのスポーツを行う場として充実させてほしい。

滑川市の運動公園のように、夜間自由に練習できるグラウンドを作って欲しい。

40代 男性
万灯台を大町海岸公園に移設したり、村木公民館内にある蒸気機関車をライトアップするなど、歴史ある魚津の文化財が

もう少し日の目を見るようにしたらどうでしょうか。

40代 女性

お年寄りに昔の話を聞いたり魚津市史を読んだりすると、とても歴史があり、由緒あるお寺などもあったりして面白いの

に若い世代に知られていない。また氷見や新湊に負けない美味しい魚や食べ物、自然もあるのにそちらより全国的に知ら

れていないのが残念に思う。

40代 女性
子供たちが集まって、遊べる場所を増やしてほしい。

地域によって、遊べる公園などの数もちがうので、作ってもらえると有難いと思う。

50代 女性

先日上越の水族館に行きました。上越は海の近くに水族館があり、その近くの商業施設には人気のある無印良品やカル

ディが入っています。山側の高田城近くにスターバックスが新しくでき、若者から50代、60代までもぷらっと自然を楽し

みながらゆっくり過ごせるお洒落な場所がありました。魚津市のプールがありそドームにできると聞きましたが、どうせ

作るなら人気のショップやカフェを併設してはどうでしょう。あの場所での屋上カフェやショップはデートコースになり

そう。

#ありそドームや新川文化ホールなどでジャニーズジュニアなどのコンサートをする。

#カインズなど日本海側にないショップの誘致

#8号線のココスがあったスペースに魚津セレクトショップ

#はじめ社長の描いたシャッターをきっかけに、シャッターアート大会（バンクシー来ないかな（笑））

#大きな釣り具屋やアウトドアショップ（富山のゴールドウィンのザノースフェイス）の誘致

50代 男性

北陸新幹線の駅が無いことも影響して、観光面では不利になっていると思う。（自分も特に魚津駅の利用がほとんど無く

なった。）

観光施設やイベント施設が点在して、しかも駅からは若干距離が離れているのでこれに関しても不利になっている気がす

る。学校や企業があることで、地域の活性化につながると思うので、そのような施策をもっと考えて欲しい。

（小学校も統廃合されて校舎と運動場といった有休土地の活用や、空き家になっているところも積極的に活用できる仕組

みなど）

50代 女性

海沿いに、老若男女が気軽に利用出来る洒落たカフェがあると、若者も、他の市の人もやってくると思います。せっかく

きれいな海があるのに、人が立ち寄りたくなるお店が無さすぎです。氷見に海を眺めながら食事できる所がありますが、

平日でもたくさん御年寄も食事に来ていました。ぜひ魚津の海沿いにもそんな場所を作って頂きたいです。海の駅があり

ますが、海を見ながら食事はできません。行きたくなるお店があれば、市外の若者も遊びに来てくれるはずです！

50代 男性 海岸通りにあるカーバイドの産廃を処理してスボーツ公園にしてください。

50代 男性 旧魚津市総合体育館の跡地に本江地区の避難所を確保してほしい。８号線より山側に避難所が少ない。

50代 女性

せっかく色々なお店が沢山あるんだから、住みたくなる所にして欲しい。結婚式場、産院、山の方の施設の充実（グラン

ピング、バーベキュー、サウナ施設）、滑川市のような有名人の講演会や入善町のような出会いイベント、立山町のヘル

ジアンウッドのようなおしゃれな施設を作って欲しい。

50代 女性

シャッター商店街が多く、活性化しているとは思えないので整備して、ご年配の方々が楽しくなる場所を作って欲しい。

新しいお店が出来ているのを見ると頑張っているなと嬉しくなります。どんな場所になっても良いので街の人たちが元気

になれば良いと思います。

50代 男性

空き家が多すぎる。お金はかかるが、持ち主と協議し市外からの転入増に、活用できないか。

片貝キャンプ場拡張できないか。釣り堀やサウナ設置などで子供から大人まで楽しめるキャンプ場が必要。

海釣りは漁港でできるが、利用者のマナーが悪い。有料で管理された釣り桟橋など設置したらどうか。

50代 男性
片貝キャンプ場拡張できないか。釣り堀やサウナ設置などで子供から大人まで楽しめるキャンプ場が必要。

海釣りは漁港でできるが、利用者のマナーが悪い。有料で管理された釣り桟橋など設置したらどうか。

50代 女性
・季節ごとに見ることができる観光スポットの充実　・空き家の老朽化対策　・ポストが少ない

・各公民館の活動がわからない　・廃校をどうするのか　・市民がフリーに使えるコミュニティースペースがない

50代 女性

病院、歯医者、美容院、パン屋、他全部魚津市以外で利用しています。最近は食料品も黒部で買い求めております。魚津

から出かけようとしない、安ければ良い、は市民性なのか分かりませんが（特に昔から魚津に住んでいる方は）探せば美

味しいパン屋さんもあるのに情報がうすい気がします。高齢化が進む中、企業誘致や観光に力を入れ、人を寄せる街づく

りを考えていかれることを希望いたします。



60代 男性

コロナの影響もあり、人と人とのつながりが少なくなった気がします。アフターコロナ後の魚津市として市民が元気にな

るイベントや情報発信を実行していただき「魚津に住んでいいちゃ～」と思う街づくりにしてほしいと思います。ちなみ

に黒部に商業施設がどんどんオープンするごとに「魚津ちゃなにも進歩ないな～」と感じます。がんばれ市役所スタッ

フ！

60代 男性
中心商店街の活性化。

魚津駅海側広場でもイベント開催できたら良いですね。

60代 女性
魚津市の人口減少が大きな課題となっているが、若い人が魚津に集まってくれる住みやすい市にしてほしい。店とかが早

く閉店するのでもっとにぎわってほしい。

年齢 性別 意見内容

30代 女性

モラルの問題や本来なら警察がやることだと思うが、魚津市内の違法駐車や信号無視や速度違反や一時停止の無視など危

ない場面が多すぎるのに対策が全くされていないのはどうしてですか。そのせいで何度も危ない目にあっています。

気をつけていても、している方はなんとも思っていないので意味がありません。

歩行者用信号機がない横断歩道でもいまだに歩行者を無視し続けて走り去る車が多く、安全に渡れない歩行者が多くいま

す。車もそうですが、自転車マナーも酷いです。夜や薄暗い朝方に反射板などをつける様にもっと呼びかけてください。

暗い中全身真っ黒の人がジョギングしていたり、無灯火の自転車がいたりします。

違法駐車についてですが、どう対策しているのですか。それが一番許せません。釣り人の違法駐車が目立つ時期です。狭

い道路の両サイドに違法駐車して、何故かその間に違法駐車する人もいます。そのせいで道が塞がれて通れません。釣り

人だけでなく地元民の違法駐車も酷いです。大きい道路に出る時に左右を確認できないし、左右確認のミラーもないた

め、事故りそうになります。

市民性にはうんざりしてます。私有地に勝手に不法侵入したり、違法駐車したり、Uターンしたり、遊び場にしたり、物

を壊されて逃げたり(謝罪はありません)、陰で悪口を言われたり、嘘の情報を流されたり、ゴミを捨てられたり、嫌がら

せには本当にうんざりしています。それが30年以上続いています。

ここ数年で全ての行為が悪化しているので、引っ越しを考えています。注意しても言い訳ばかりで、謝罪するどころか、

煽られますし、酷い時は脅されました。魚津市全体がこうだとは思っていません。田舎あるあるかもしれません。でも長

年住んでいる魚津市で長年そういう目にあっています。いくら施設など充実していても市民がこんなんじゃ住もうと思い

ません。

50代 女性
以前お米券が届いたとき、利用期限があり使わずじまいになったし、スーパーで他の食品でも支払い出来れば良かったの

にと思いました。

50代 男性

ここで書くべきことかわかりませんが、聞いた内容があまりにも酷い状況だったので敢えて書かせていただきます。

親戚の労災病院で働く看護師から聞いた話で恐縮ですが、コロナ禍以降、労災病院内の医療従事者の方々の疲弊は相当な

ものと聞いています。コロナ病棟開設やスタッフ発症による慢性的な人員不足により仕事量が増加、サービス残業は当た

り前、精神的に病んでいるスタッフが増え新卒を含めた若い看護師が続々と辞め、益々人員不足に陥るという負の連鎖が

起きており、看護体制が崩壊寸前とのことです。

魚津市が経営している訳では無いのは重々承知していますが、市の中心的な総合病院である労災病院が無くなっては市民

としてはかなり困りますし、何より働いているスタッフはかなりの割合で魚津市民だと思います。労災病院が健全な運営

ができるよう、各方面に働きかけいただけないでしょうか？

50代 男性
・何かギネスにのるようなことをやってほしい。

・イグノーベル賞をもらえるような人を探してほしい。（元市民でも可）

50代 女性

市の方に言ってもどうにかなるとは思えないのですが、健康の面で不便に思っている事があります。

魚津市の開業医は、整体や鍼灸医に保険で受診できるようにする為の診断書を書いてくれない??何も聞かずに門前払いさ

れてしまいます。国は推奨していると聞いています。なぜ魚津市は保険診療できないのでしょうか？医師会の会長が整形

外科医だからですか？整形外科の利益が減るからですか？整形外科は痛み止めの薬を出すだけで根本的な治療は東洋医学

が良いと思うのですが、どうにかなりませんか？

50代 男性 出来れば魚津市に住み続けたいけど、他県は魅力がある町が多い。子供が高校生になる前にどうするか？を決めたい。

50代 男性

マイナンバーカードは３年前に職場で急かされてとりましたが、未だになんの用途もなくメリットも感じられずにいま

す。サービス提供の具体について周知していただけると助かります。

統一教会に限らず、特定の宗教団体の思想が市政を歪めることの無きように、心の底からお願いします。

50代 男性 半強制の募金とかも多すぎ、選択で払いたくない、いらないを選べるようにして欲しい。

70代以上 女性 私達の町内でも土地が狭く近隣の市の方で生活されています。魚津は土地代も高いとのこと。

70代以上 男性 保健所が支所で権限度が低く、かつ少人数で業務知識・対応力共に劣る。

70代以上 女性

私はNICETVが大好きです。時間に余裕がある現在とても楽しく見ています。講演会なども出かけなくても聞けるので助か

ります。若い人たちもがんばっているのだなあ…と思います。黒部や入善等他のコーナーもおもしろいです。なかなか良

い提案はできませんが魚津が好きです。

その他



70代以上 女性
魚津の魅力をもっともっと勉強し、市内外に人に伝えていけたらと思っています。

観光情報も勉強中です。いずれは魚津の観光大使を目指します！UO！

70代以上 女性
公民館の館長さんや事務員さん等は市で決めるのですか。

事務系はともかく館長や主任？等は任期を決めて交代してほしい。

70代以上 女性
魚津市の人口が心配です。アパート、マンションたくさんあるのにどうしてと思います。

魚津市に住民票をもってきていない人がいるのではないですか。

年齢 性別 意見内容

40代 男性 回答が多い。厳選して欲しい。

40代 男性 設問多過ぎだと思います。選択式ばかりなのはありがたいですけど。

40代 男性

市民が求めていることをして欲しいと思う。なかなか個人が市に対し意見を述べることは少ないかもしれませんが、こう

いったアンケートもめんどくさい人にとっては、意見を伝えるより放置したいと思うもので、市民の声を聞く体制をうま

く作っていただきたい。

40代 男性
ネットで回答しようと思いましたが17日の夜にメンテがあり、翌朝には締切になってしまいました。締切日をメンテ日と

ずらしてもらえるとありがたいです。ギリギリに回答するなという話ですが…

50代 男性 アンケート項目が多すぎる。

50代 男性 長文すぎます。アンケート実施しただけに、ならないように・・・。

50代 女性

今回の市民意識調査にあたり、魚津に５年くらい住んでいながら知らないことがいっぱいあることに気づきました。

アパートに住んでいることもあり、住民の方々や市民の方々との交流も少ないのかなと思いました。もっと魚津の情報を

得て、いろいろ参加していきたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。

60代 男性
情報が欲しいのは分かりますが、このアンケートは長すぎるように思います。

それでも魚津市をなんとかしたいと思う気持ちは伝わってきます。

60代 男性 このアンケートはわかりやすく、答えやすかった。

60代 男性
一回のアンケートの質問が多すぎると思います。途中で、一体いつまであるの？という気になります。

もうひとつ、これはアンケートのお願いですか?それとも申請ですか?少し民間をみならってください。

60代 男性 アンケートが多すぎました。

70代以上 女性

高齢者の多い魚津なのにこれらの質問はどの年齢をターゲットにした調査ですか。

これだけお金を使うのなら年代を考えた調査にしてほしいと思いました。魚津市に転居して１年余りの人間にこれらの質

問に無理がありました。

70代以上 男性

①この分厚いA4アンケート用紙を添付の小さな封筒に入れさせようとする発想がおかしい。市の職員の方々大丈夫です

か。（自分には書類を折り曲げる習慣はありません。それは失礼なことです。）

②自分は生まれてから約24年間魚津に住み約46年後の昨年、古巣の魚津へ戻ってきました。すなわち生まれも育ちも魚津

です。中46年間富山市をはじめ東京での勤務も経験しました。このアンケートには魚津市を客観的に見れる要素があり、

1,000人の人選にうってつけの人物であり市職員の方々の人選能力を評価します。（本当に無作為なら別ですが）

70代以上 男性 選択可能な選択肢の数がいい加減です。

市民意識調査（この調査について）


