
年齢 性別 意見内容

20代 女性 友人が多いため

40代 男性 比較的に災害が少ない

40代 女性 仲の良い友人知人がいるから

40代 男性
生活基盤が魚津市の為　実家近くに引っ越しても良いが、ここ数年で貯金

や給与が減ってしまった

40代 回答しない 災害が少ない

40代 女性 今年就学する子供のため

40代 男性 魚津に仕事がある

40代 男性 つくるUOZUプロジェクトがあるため

50代 女性 管理すべきものがあるから

50代 男性 住みやすい

50代 男性 プライド

50代 男性 自営業

60代 男性 住宅が安い

60代 男性 店舗経営をしている

60代 男性 仕事の拠点が有るから

60代 女性 子供たちが魚津市に住居を構えているから

70代以上 女性 病院、学校、農協、駅等あるから

70代以上 女性 家があり、もう年寄りだから

70代以上 男性 高齢のため移動の意欲がない

70代以上 女性 知人の助け合いがあり、老後も日常生活で活動しやすいと思っている

70代以上 女性 姉が一人でいるから

年齢 性別 意見内容

10代 男性 都市部への憧れがあるから。

20代 女性 就職したい所が近隣市町村にない。

20代 男性 親の介護や仕事関係のスキルアップなど

20代 女性 愛着はとてもありますが、就職したいと思える企業がないからです。

20代 男性
市の政策にスピード感がなく、ふんわりとした方針で進んでおり、見切り

発車が多く将来性が乏しいと感じる。

各設問その他記載

【問３】魚津市に住み続けたいというのは、どのような理由からですか。

【問４】市外へ引っ越したいというのは、どのような理由からですか。



30代 女性

違法駐車が多すぎてイライラする。狭い道路なのに道路の真ん中に違法駐

車する人もいる。そのせいで何度も危ない目にあう。狭い道路を私物化し

たり、道路や他人の私有地に勝手に侵入し遊んでいる人がいる。

30代 女性 来年引っ越しの予定が既に決まっている。（夫の勤務先が市外なため）

30代 男性
若者向けのショップが入った大型ショッピングモールがない。駅前が若者

向けに発展してない。

40代 女性 物価も高く公共料金も高い。税金が高い。

50代 男性 住民税が高い。

50代 女性 両親が市外に住んでいるため。

50代 男性

街に活気がない。駅、空港、商業施設、病院などがコンパクトにまとまっ

た都市が理想的。晩年はそう言う都市に住みたい。狭い魚津なのに観光施

設、文化施設が分散しており都市計画が失敗していると思う。

50代 女性
魚津愛が強すぎる！良い事ですが、他市町村から移り住んだ人を他所者扱

い。新しい風を入れようとしない。

50代 男性
新幹線開通とコロナなどで魚津が住みにくいことや魅力がなくなってきて

いるから。加えて新しい企業もない。

50代 男性 良い買い物場所がない。

50代 女性 他の市にくらべ 水道料金が高すぎる。

60代 男性 税金が他の市町村より高い。

年齢 性別 意見内容

50代 女性 市長のfacebook

年齢 性別 意見内容

20代 男性 LINEにコロナと広報しか情報が出ていない。

20代 女性 紙媒体で情報発信が時代錯誤だと感じます。

20代 男性 たまに最新版の紙媒体とホームページの情報が異なることがある。

30代 女性 欲しい情報が行き届いていない。

30代 男性 保守的でつまらない。中身が20年と変わっていない。変化を感じない。

40代 男性 大雪のとき除雪車が来て家の前の道路が通れるようになる時間の情報

40代 男性 見たい知りたい情報が無い。

40代 回答しない

基本、LINEで日々の必要な物事は確認しています。情報が多すぎて、各団

体や企業が各会場でのイベントをしているのに、見逃す。例えば魚津市内

イベントが全て掲載されたものがあると見付けやすく、参加者も増えるの

では？と思う。見つけた頃には終了してることが多いので。

【問38】あなたは市の情報を次のいずれから取得していますか。

【問39】市の情報について感じていることをすべて選択してください。



40代 女性 イベントのカレンダーから情報にアクセスできると便利。

50代 男性 市のスピーカーが聞き取りにくい。

50代 男性
パソコン、スマホを全く所有、使用していませんので、紙ベースの情報源

があるのは助かります。

50代 男性 希望する世帯には電子のみで広報誌等の配布をすべき！

50代 男性 広報が自宅に届いていないので市の施策など全く不明。

50代 男性 市長さん・職員さんの率直な悩みつぶやき(政策・施策ネタに対する)

50代 女性 欲しい情報が掲載されていないときは問い合わせをすることがある。

50代 女性
町内会費を払っているが案内が一切来ない。

（広報うおづや町内回覧板等）

60代 女性 自分に関係するものがあまりないように感じる。

60代 女性 広報が届きません。

70代以上 女性
市役所から防災情報等案内されますが聞き取りにくいことがあります。

何を言っているのか分かりません。

70代以上 女性 防災無線がききづらい。

70代以上 女性
今は仕事の時間が生活の時間内で長いため、それほど情報を必要としてい

ない。

70代以上 男性 時々聞こえてくるスピーカーからの情報の方がよほど役に立っている。

70代以上 男性 「広報うおづ」の充実で十分と考えます。

70代以上 女性 野外スピーカーからの声を充分に聞き取れないことが多い。

70代以上 男性
防災に関する情報を全ての市民にわかるようなシステムの構築

（特に高齢者）

70代以上 女性 何を目指しているのかよくわからない。

年齢 性別 意見内容

20代 女性 新店情報

30代 男性 財政

30代 男性 宗教の情報

30代 女性 すべて

40代 男性 体育館・プールの建設計画

40代 女性 食べ物やオシャレに関する魚津の情報があったら興味が湧くと思います。

40代 男性 新しいお店の情報

40代 男性 新店舗情報

40代 回答しない 個々生活

50代 男性
市長さん・職員さんの、言葉の対話。

（政策・施策の構想段階での市民との対話。）

【問40】市政情報のうち、知りたい情報をすべて選択してください。



50代 女性

ミラペイをどうしたいのかがよくわからない。最初は良かったけど、なん

か商品券とか買ったら別のミラペイ渡されるし、子供の補助金もまたミラ

ペイ。何枚渡されるんですか！？ムダです。何に使うのか使えるのかわか

らない本当に。もっとある程度計画してから発行されれば良かったんじゃ

ないですか！！今は使い捨てカードになってますね。

60代 女性

魚津市はこれからどういう風な市政を目指しているのか、具体的なビジョ

ンを知りたい。人口減少を何とか食い止めて欲しい。これ以上魚寿市が衰

退していくのを見るのは辛い。とにかく人口を増やす工夫をしてほしい。

70代以上 女性 イベント実施後の評価があると良い。情報案内のみであることが多い。

年齢 性別 意見内容

30代 男性 プログラミング

30代 男性 AWSなどのクラウドの知識・技術

40代 男性 より専門的なデジタルトランスフォーメーション技術

年齢 性別 意見内容

40代 男性 インフラにトラブルがあった場合、何もできなくなる。

70代以上 女性
高齢に伴ってデジタル用語の理解と視力の衰えを感じていることが不安。

パソコン操作はもうしたくありません。目が疲れる。紙面で読みたい。

年齢 性別 意見内容

30代 女性
・取得、チャージの仕方が分からない。

・使うメリットを理解していない。

30代 女性 使い始めるきっかけがないから。

30代 女性 アプリをダウンロードしたが行く店でアピールされてないから。

40代 男性 登録できなかったから。

40代 男性 必要ないから。

40代 男性 その他の電子マネーを利用しているから必要性を感じないから。

40代 女性 そもそもペイペイについてよくわからない。

40代 男性 カードばっかり増えて困る！

50代 女性 きっかけがなかった。

【問57】「MiraPay(ミラペイ)」を利用しない理由をすべて選択してください。

【問54】今後デジタル技術について習得したいと思っているものをすべて選択してください。

【問55】今後デジタル化が進む中で不安に感じることをすべて選択してください。



50代 男性
手続きが面倒、他の市町村で使えない、キャッシュレス決済の種類を増や

したくない

50代 男性 受け取りもめんどくさい。

50代 女性 ミラペイの情報を確認していなかった。

50代 男性 使用しなければいけない理由がないから。

50代 男性 使う機会がない。

60代 男性
それについて聞いたことはあるが、具体的には何も知らない。自分に得

だったり市に有益であったら使っても良いと思います。調べます。

60代 女性 夫がカードタイプ、スマホアプリ両方を利用してるため。

60代 女性 知らなかったし内容がよくわからない。


