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自然環境 自然を基に新しい町が美しく調和する。理想です。 女性 60 代 田家

自然環境 トキの住む自然豊かな美しい環境と、まちの緑化、町並みにセンスのある心ひかれる景観作りを希望します。 女性 70 歳以上 浦山

自然環境 自然と調和した町づくりを基本として、各々実行していってほしいです。 男性 40 代 田家

自然環境 市活性化のため、まず豊かな自然を残すよう努力し、それを売りに他の人にアピールしたらよいと思う。 女性 50 代 三日市

自然環境 太陽光や水力、地熱などの新エネルギーをもっと活かしてほしいし、黒部市に合うように改善、普及させてほしい。 女性 20 代 浦山

自然環境 黒部市は田園都市であると考えます。田園風景と市街地景観の調和が必要と思います。 男性 70 歳以上 大布施

自然環境 豊富な水資源を活用した自然エネルギーの市を築いていって頂きたいと思っています。 女性 50 代 浦山

自然環境
私の家の近くに川が有り、昔は非常にきれいな川でした。今はダムが有り、水が流れない為川一面が草だらけです。水の

流れ川にはならなくとも草刈だけでも出来ないのでしょうか？
女性 60 代 田家

自然環境 森林の整備と水源培養林の育成。特に植林については針葉樹一辺倒はやめて欲しい。 男性 60 代 下立

自然環境

戦中、戦後の我慢、我慢の世代を越え現在の豊かな安定に中での生活は幸せでそのものの日常です。これは、まさに、行

政は言うに及ばず市民全員が築き上げた立派な黒部市だと思っています。豊かな自然、恵まれた環境に当たり前と思いが

ちですが、感謝と喜びを忘れてはいけないと思います。もうすぐ、新幹線時代を迎えれば、大きくさま変わりするでしょ

う。よい環境と豊かな自然がいつまでも残る黒部市であってほしいと願うものです。今回は忘れかけていた過去を思い返

すいい機会を与えていただき感謝致します。

女性 70 歳以上 大布施

自然環境

黒部市内の豊かな自然環境をもっと利用できるのではないでしょうか？例えば、山や森林、海、河川の保全を行いながら、

道路整備して、サイクリングロード、トレッキング、遊歩道等を充実させると、県内外からの集客にもつながってくるの

ではないでしょうか？宇奈月の奥（黒部峡谷）や嘉例沢森林公園、黒部川の土手を利用して整備できるのではないでしょ

うか？すこしずつ整備して、後で繋げれば、素晴らしいコースができますよ。（河口から何ｋｍ、標高何ｍ）等の案内板

もあると嬉しいものです。

男性 60 代 三日市

自然環境

山、海、里の自然保護が大事で、名水関係であれば、淡水魚がたくさんいる河川が多いこと、蛍の群生地があること等、

また、山や里では扇状地の景観が楽しめる場所や山道（宮の山から宇奈月スキー場まで）スキー場は花園にする等々、自

然を活かした形の整備で日常的に外来者達が楽しめる、ほっとする黒部市であってほしい。そのために、行政、民衆、会

社の役割分担はっきり示し、協働して前に進むように願う。

男性 70 歳以上 若栗
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自然環境

住みやすいとは思います。しかし、１５年前に比べて、住みにくくなってきたと感じています。以前は、近所の方とよく

話したり、道を歩いている人がだれなのか、わかりましたが、高齢化が進み、田んぼが住宅かアパートになり、いろいろ

な人が増え、知らない人ばかりになってしまいました。よくほたるが飛び、自然がたくさんあるのに、便利だけがどんど

ん進んできて（便利な黒部が大好きでしたが）、自然が少なくなっていると感じます。せめて、子供たちには、黒部の自

然を楽しませてやりたい、自然を大切にする心を育てる教育をしてほしいと思います。

女性 40 代 田家

自然環境 人間以外の動植物も共存できる自然を残す、黒部川が清流に戻りますように。 女性 50 代 浦山

自然環境 子供を育てる自然だけは◎ 女性 30 代 石田

自然環境 豊かな自然環境を残しつつ、住みやすい街をつくっていきたいです。 女性 20 代 浦山

自然環境
黒部市大越野字、境谷の山の土砂をどこまで取るのか自然破壊ではないか。あの跡地はどうするのか。若栗舌山の天真寺

を市がもっと力を貸すべきだ。
男性 70 歳以上 若栗

自然環境 自然を大切にしたまちづくりをしたほうが今後良いのでは？ 男性 50 代 若栗

自然環境 山の木が虫にくわれて真っ赤です。木がかわいそう。 女性 60 代 田家

自然環境

新幹線もあと何年。近代的で機能することも大切ですが、自然をもっと大切にしてほしい。蛍も今年はほとんど見る事が

なく、春になって蛙の声は聞きますが、今黒部入善朝日と、昔からいた殿様蛙はいないと聞きます。河川の整備も大切で

すが、次から次へと自然が無くなっていく事の方が悲しい事と思います。

男性 70 歳以上 石田

自然環境 名水の里なのに、ランキングが低下している。名水なのか？海水浴場も人があまりいないので行きにくい。 女性 20 代 大布施

自然環境

住宅が三日市にあり現在道路整備されている場所にいます。この計画は２０～３０年前からあり、ようやく１０年前から

始まりました。今、道はきれいに整備され、曲がった道は真っ直ぐに。蛍がいた小川は整備され、蓋をされました。大き

い木は切られ夏には、うっとうしいセミの声も聞けなくなりました。今、世の中は、自然と共存する事を考える時だと思

っています。今の整備は 20～30 年前に流行ったやり方ではないかとも思います。水をアピールする黒部なのなら、きれ

いな水が流れる小川がある道路でも良いのだと思います。水の流れを見せる街づくりも考えて欲しいと思います。小川、

木がなくなり、木陰がなく家の中はとても暑いです。風が欲しいです。

女性 40 代 三日市

自然環境 自然の環境資源を活かしてまちづくりを推進していただきたいと思います。 男性 50 代 石田

自然環境
どんな「まち」を目指しているのでしょうか？エコ？水力発電？観光？名水の里というけれど、黒部川扇状地湧水群では

入善町の高瀬の湧水が一番！美味しい
女性 60 代 浦山
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地域の産業（経済） 三日市中心にこだわるべきでない 男性 70 歳以上 浦山

地域の産業（経済） 外食産業（来客時での昼間飲食する店）が市内に少な過ぎる。需要があまり無いのだろうか？ 男性 70 歳以上 石田

地域の産業（経済） 新しいショッピングセンターを作ってほしい(イオンなど）。年配の方向けのお店が多く、若い人が求めるお店がない 女性 20 代 若栗

地域の産業（経済） 温泉街にスーパーを建設してもらいたい。毎日の買い物が不便なのでお願い出来ないでしょうか？ 女性 50 代 宇奈月

地域の産業（経済） 活気が少ないのでは？イベント等の開催が少ない。 男性 60 代 前沢

地域の産業（経済） 地域産業の育成には、黒部の目玉になる新しい発想が必要。 男性 20 代 大布施

地域の産業（経済） 市中心の街は淋しくて暗い感じで活気がない。 女性 70 歳以上 三日市

地域の産業（経済）

観光化事業に関して中途半端な気がします。何をしても長続きしないイメージがあります。外食産業が発達しませんね、

土地柄でしょうか？おいしい店がないだけですね。アイディアのとぼしい市です。お金をかければいいという問題ではな

くてセンスの問題です。市職員のセンスがうたがわれます。

男性 50 代 石田

地域の産業（経済） 産業、林業で自活できるように。 女性 60 代 大布施

地域の産業（経済） 黒部市内の活性化、商店の充実化、特に中央通りのある黒部市は良い所だと言われるように。 男性 70 歳以上 石田

地域の産業（経済）

地産地消を大切にするのなら、農作物を作る人をもっと増やす工夫をしたり、企業、施設、学校などもっと使ってあげる

と良い。若い人達が創意工夫したものが、他の人に喜んでもらえる形となるようバックアップしてあげるとよいと思う。

プラス思考のまち、おいしい水のまち。黒部には宝物がいっぱいあります。

女性 50 代 三日市

地域の産業（経済） 観光資源の開発。関電のもつ黒部ルートの利用一般公開へ。新幹線開通に伴っての宇奈月温泉の活性化。 男性 60 代 生地

地域の産業（経済）

新幹線による大赤字が、黒部の破綻にならないように世界から黒部に観光したい所にしてほしい。黒部の水を世界に発送

出来る水事業。企業誘致・黒部の活性化のアイディア募集で最高１千万。春には沢山の桜。夏には巨大な水の有る景色。

秋には山に杉をやめて紅葉の有る山。冬、市の体育館をもう一つ作り、イベント行事をやって県外の人にも沢山来てもら

う。魚の駅の魚の新鮮さがない。港に魚の生簀を作り、有料で屋根付き魚釣り、魚の駅で捌いて食を楽しんでもらう。

男性 99 生地

地域の産業（経済）
黒部市には他県に負けない山、森、海、川があるから、もっと観光地として生かしてほしい。（例えば、日本一の森林公

園、自然公園、パークゴルフ場）など多くのバスツアーの団体客の魅力的な黒部市にしてほしい。
男性 70 歳以上 生地

地域の産業（経済）

私は家より外にあまり出ないのですが、買物等でアピタ辺りには行きます。買物と言っても食料品等ですがお客様の数は

大変少なく、活気の無い町に見えます。もっと人が集って来る様な町にならないものだろうか。人口も少ないのは分かり

ますが、市に魅力的な物が無い。魚津市辺りに行けば結構大型店が有ります。他の市に無いもの、例えば、映画館等あれ

ば人も集まり、そこで物を買うといった点で収入にも結び付くと思いますが・・・。

女性 60 代 田家
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地域の産業（経済）

新幹線開業に向けて 駅舎の整備が始まっていますが、その周辺及び宇奈月温泉までの景観づくり、観光施設の充実が必

要かと思います。現状では地ビールと新川牧場、梨園のみです。入善はチューリップ、スイカ畑、水田もきれいです。黒

部市も農協とタイアップして何か奨励し、農業と観光景観づくりも考えた政策をとって下さい。草だらけの水田はいりま

せん。海の方は分かりません。

男性 60 代 下立

地域の産業（経済）
新幹線開業を核として、地元産業の振興や観光の強化が出来ればと思う。若い世代が定住する環境を整えてもらえると嬉

しい。（企業誘致等）
女性 30 代 大布施

地域の産業（経済） 黒部ブランドをもっと全国にアピールして黒部に人が集まるような活気ある町にしてほしい。 男性 40 代 村椿

地域の産業（経済） サル対策ですが、花虫や電気柵を作るよりもっと積極的対策を。 男性 60 代 愛本

地域の産業（経済） 北陸新幹線が開業し、黒部立山が世界遺産になった時も自然を守り、観光開発を行うことが肝要と思います。 女性 70 歳以上 前沢

地域の産業（経済） 市民参加型としてショッピングセンター（高齢者も含め）や公園 etc の活用が欲しい。散歩しても休憩する場所がない。 女性 60 代 田家

地域の産業（経済）

新幹線が出来て、どう得で便利なの？なんかあんまり無意味という人も多い。土木屋さんだけ得！あとは税金の無駄。な

んかという意見も多く聞く。それより他工場の誘致かで市民の数残すとか・・・もっと地についた計画ないものですか？

逆に都会に人が移動し商工に関して損なのではとか？？（黒部市は新幹線をどういう利用するつもりですか？）生意気言

ってスイマセン。

女性 60 代 三日市

地域の産業（経済）
せっかくすばらしい水や、自然があるのだから、もっと積極的にアピールしていただきたい。特に宇奈月温泉やトロッコ

電車等もしっかりとした観光地化に努めるとよいと思う。うまい魚や水、米等を大事にしていきたい。
男性 20 代 村椿

地域の産業（経済）

これは全国的に云えることですが、町と云う町がなくなってしまったことです。それは何故？町から肉屋さん、魚やさん、

野菜屋さんの３つの商店が競争しあってはじめて店の活性があるのですが、今は町から消え大型店に人が集まることで

す。町の隣同士と云うことが無くなり、あいさつも減り、今までの隣組のような近所付き合いも、薄らぎ、町は火が消え

たような町になってしまった。これはアメリカの大型スーパーが良いと云ったアメリカ帰りの者達が進めてきた町づくり

の「あやまち」で、今更町を造ることはできませんね。肉や魚や、八百屋以外の商店は、（賛助会員）であることを知ら

ねばならないと云うことです。

男性 70 歳以上 大布施

地域の産業（経済）
温泉が近くにあっても値段が高く気軽に入れない利用出来ない。時々あっても time 制限有り、スーパー銭湯やスパリゾ

ート等安価で集客力のある施設の誘致。
女性 40 代 浦山
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地域の産業（経済）

昔から宇奈月温泉は私の自慢でした。関東にいった時も、黒部峡谷のことなど、いいところだよーと友人に話したりして

ました。しかし、実際行って見ると宴会場の大広間はものすごくカビ臭い。どろどろがたまり、雑草がボウボウ。お茶の

セットは、前の客が使ったもので替えてないのです。もちろんどちらの有名なホテルです。本当にがっかりしました。い

ろいろなイベントをされているようですが、ホテルがそうだと、また行こうと思えません。リピータが来なければ、意味

が無いと思います。ソフトに力をいれるのも、いいのですが、ハード面の整備も必要だと思います。商業施設ももう少し

呼び込んでいただきたいと思います。まわりのお母さん方に聞いてみても、外食もよくされてたり、富山や高岡の大型シ

ョッピングセンターに出かけたり、映画を見に行ったり、先日、久しぶりに納涼楽市に行ってがっかりしました。地元を

大事にというなら、市ももっと力を貸してあげればいいのにと思いました。なんとなく新しいものに排他的な感じがしま

す。いろんな場面でもっと若い力をとり入れていただければうれしいと思います。

女性 30 代 三日市

地域の産業（経済）

黒部市内には、温泉、大型銭湯がありません。宇奈月温泉がありますが、なかなか行けません。スーパー銭湯は魚津、富

山に行くと１０００円以内で入館出来るし、ゆっくりできます。黒部では、運動公園近くに足湯があるように体育館近く

に汗を流した後、入る大型銭湯があればよいかと思います。高齢になると風呂が一番です。市内にスーパー銭湯作ってく

ださいね。朝日町、富山市内は遠いのでぜひ実行の程よろしくお願いします。

男性 50 代 三日市

地域の産業（経済）

平日の食料品などは仕事帰りに外に行けないし食料品はそんなにかわらないので市内で買いますが、それ以外はあまり市

内にほしいと思うものを売っている店が少ない。商店街保護で大型店を作らないと車社会なので市外へ買い物に行く為、

税金も入って来ない。もっと市内にみんなが買い物をしに行きたいと思うような店を作っても良いと思います。まわりの

人もほとんど日々の食料品以外はほとんど市外で買物をしています。市内で買物をする様にしないと活性化はないと思い

ます。

女性 50 代 大布施

地域の産業（経済）

新幹線駅周辺は落ち着いた雰囲気の中にも四季折々に賑わいを創出して又来たいと印象づけるような施設とサービスを。

黒部ブランドのおいしいものを育ててほしい。地ビールと合うような料理。トロッコ電車の部分通年運行と沿線施設の充

実

男性 70 歳以上 三日市

地域の産業（経済） 農業の高齢化対策、山林の荒廃による洪水対策 男性 70 歳以上 石田

地域の産業（経済） １０数年ぶりに黒部へ帰ったが、町の中の静けさ、暗さ、シャッターがしまっており、この町は死んだのかと思った。 女性 30 代 石田

地域の産業（経済） 市内に温泉などスポーツ施設が欲しい（スーパー銭湯など）。 男性 50 代 荻生

地域の産業（経済） もっと企業を増やしてほしい。 男性 40 代 愛本

地域の産業（経済） 愛本地区に食料品を誘致していただきたいです。 女性 70 歳以上 愛本

地域の産業（経済） 観光の充実について、検討、取組されていない。 男性 60 代 下立
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地域の産業（経済） 古い建物を残したり、地元特産品の販売を充実したり、観光開発に力を入れたらどうでしょうか？ 男性 50 代 若栗

地域の産業（経済）
山間部を代表に他県、他地域の例にもれず、空き農地が増えていると思います。市の借り上げ＋法人の設置により、収益

率の高い作物に特化した農業法人を設置すれば、雇用も発生し税収につながると思いますが、いかがでしょうか？
男性 40 代 田家

地域の産業（経済） 山、部落では、後継者がいない、老いた親が体力の続く限り、農業をする。 女性 50 代 田家

地域の産業（経済）
市中心街の街中がとても寂しく感じます。ただ、道路化されています。TV でもどの自治体も概ね同じようですが、何か

方法がないのか、みんなで考えて実行したいです。これも時、時期でかたづけたくない。
女性 60 代 宇奈月

地域の産業（経済） 野生動物対策（サル、熊、イノシシ）をもっと積極的にやってほしい。個体数の減少等。 男性 20 代 下立

地域の産業（経済）

せっかく新幹線駅が出来るのに駅前での開発の話が聞こえてこない、宇奈月温泉、黒部峡谷だけでは、観光客も駅利用者

も増えないのでは？そこで新駅周辺に大規模なファッションビル（モール）を誘致してほしい。建物を YKKAP の製品を使

いテナントとして YKK のファスナーを使ったファッションを取り扱うショップや黒部の食材を扱ったレストランなどが

入れば、黒部の産業がアピールできる駅前で集客の多い店があれば、新幹線駅も地鉄新駅も本数が増え、県外に流れてい

た消費を県内に呼び戻す事もできると思う。観光の幅も広がり、雇用の創出にもつながり、黒部の発展に大きく貢献する

と思います。

男性 20 代 三日市

地域の産業（経済）

私は二年半前までは、滑川市に住んでいました。街中に市民交流プラザが出来た時、始めの頃は、無駄な建物という感覚

でしたが、実際はたくさんの市民が風呂に入り、休憩所で食事、会話、将棋、囲碁を楽しんでいます。あそこまで建物自

体は大きくなくてもよかったのではという思いもありますが、それなりに、役割を果たしていると思います。黒部市にも、

風呂とか出なくて良いので、街中に市民が集まりやすい施設を考えてみてはいかがでしょうか？食事や昼寝ができるよう

なスペースがあり、かつ風呂に代わるような何かがある施設。

男性 30 代 生地

地域の産業（経済） もっと商業施設をつくればいいと思う。僕を含む学生は帰省した時に遊ぶ場所がなくて退屈だから。 男性 20 代 浦山

地域の産業（経済） 観光地をもっと他の市、町から利用参加してもらうようにアピールが必要だと思います。 女性 70 歳以上 三日市

地域の産業（経済）
税収の増加を図るため、また、雇用面からも企業誘致を図る。旧宇奈月町では猿害がどんどん進んでおり、やがては市全

体に広がっていくと思われるので、その対策を本気でやってほしい。
男性 60 代 浦山

地域の産業（経済） 農産品の有機栽培の推進。 男性 60 代 大布施

地域の産業（経済） 地元の産業、農業を利用した商業の発展を望みます。地産地消を生かした充実、活発な総合的な産業の取り組み。 女性 50 代 下立

地域の産業（経済）
商店街にアーケードを作り、人が集まる店を集める。今は、買物する所、（ホームセンター、スーパー、コンビニなど）

バラバラで買物しづらい。店をかためて欲しい。もっと住民が楽しめて、癒されるような場所を町の真中に欲しい。
女性 20 代 田家
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地域の産業（経済）
黒部には魅力的な商業施設がないので、若い人ほど遠くに買物に行きます。もう少し、大きな魅力のある商業施設の誘致

を考えてもいいと思います。
女性 40 代 生地

地域の産業（経済）
宇奈月への観光道路ぞいに食菜市場等の施設を作り、地元や県外観光バス客を入れ込みるようにしないといけないと思い

ます。（とれった広場） 農協のバックアップも必要です。
男性 60 代 石田

地域の産業（経済）
魚津市は JR 駅前に飲食店が集まっているので、市外からも飲み会や結婚パーティーなどでよく使われる。二次会、三次

会にも歩いてすぐ行けるので嬉しいので、魚津の方が便利で楽。お店が集中してあるので、富山と魚津には人が集まる。
女性 20 代 大布施

地域の産業（経済）
金沢のような発展した魅力的な黒部市にしてほしい。フォーラスのようなビル型店舗。3世代が楽しめる店舗、アミュー

ズメント、食に対する追求。
男性 30 代 大布施

地域の産業（経済）
宇奈月温泉が発展し、人が来るようにするには、温泉街の住民が仲良くすること。少し位の車を止めても怒らないでほし

い。
女性 60 代 下立

地域の産業（経済）
商業地が今は住宅地となり、昭和 50 年前後と違い、商業地密集化が必要であり、住宅地とは一緒でないほうが良いと思

います。例：新潟県の柏崎市のような商業通りが望ましい姿かと思います。
男性 40 代 三日市

地域の産業（経済） 市の商店の購入について、市内で買うこと。｛市外からは税金が入らない｝口先だけではダメ。 男性 60 代 三日市

地域の産業（経済） 町のシャッター通りが気になる。 男性 60 代 荻生

都市基盤・まちづくり

新幹線が開通すると JR 黒部駅も廃れると思いますが、駅前はやはり市の玄関であり、顔であると思います。なぜなら、

県外の人にとっては、富山県と聞けばアルプス、立山、黒部ダムが浮かび、観光したいと言われ、二人の子供が学生時代、

毎年県外の友達を数人ずつ連れてきたのですが、ＪＲ黒部駅に降りたとたん、駅前周辺の貧相さにイメージダウンしたと

よく言われました。（例）道路拡張、歩道等の整備、町並み

女性 60 代 石田

都市基盤・まちづくり
山間部に公園や子供の遊び場がない。保育所、小学校が遠くなると子供が大変心配。老人の為にもコミュニティバスが必

要。
男性 50 代 田家

都市基盤・まちづくり 黒部市役所新設地に不満。もっと市民の意見を取り入れるべき。今からでも遅くはない。 男性 60 代 荻生

都市基盤・まちづくり せまい道が多い、子供が危ない。 女性 20 代 若栗

都市基盤・まちづくり 新市役所の設置場所に強く反対する。 男性 50 代 浦山

都市基盤・まちづくり 新黒部駅を待っています。 男性 70 歳以上 生地
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都市基盤・まちづくり 黒部川河川敷公園のトイレがよくないのでもう少し充実したトイレにしてほしいです。 男性 70 歳以上 荻生

都市基盤・まちづくり 町づくりが入善に負けている。道路がちぐはぐしている。（三日市の方が）市役所もコラ－レの近くが良い。 女性 70 歳以上 大布施

都市基盤・まちづくり
市庁舎など一人の意見で決めず市民全員の合意で決めてもらいたかった。市民が行政に参加しても大事な事は勝手に決め

られるのでは参加する意味がない。
男性 60 代 浦山

都市基盤・まちづくり 新しい牧場の広い土地を少し譲ってもらい、市民のいこいの広場等の施設を作ったらいいと思う。 男性 60 代 田家

都市基盤・まちづくり 中心部だけでなく田舎も開発の力を入れてください。 男性 40 代 下立

都市基盤・まちづくり 市庁舎をあんな狭い街中に計画するとはバッカじゃないのか！！ 男性 50 代 *

都市基盤・まちづくり 8 号線バイパス早期完成を願います。 男性 70 歳以上 三日市

都市基盤・まちづくり 市役所の建設予定地反対する。 男性 30 代 浦山

都市基盤・まちづくり
新市役所の建設地について、ほぼ決まっていると聞いているが、未来の黒部市の発展に最適地に建設してほしい。市民全

体の意見を聞いて決めてほしい。
男性 70 歳以上 生地

都市基盤・まちづくり
町づくりを意識しすぎて、市役所を無理に町に置くことになったのか、残念です。もっと広い所（コラ－レのあたり）に

建てた方が良いと思います。
女性 50 代 村椿

都市基盤・まちづくり ８号線はいつになったらできるのですか。黒部～魚津、いつも渋滞してます。 女性 30 代 荻生

都市基盤・まちづくり 道路を無駄にほじくりかえしたり、アスファルトしいたりばっかすんな！必要あるのからちゃんと考えろ。 男性 30 代 村椿

都市基盤・まちづくり 黒部市の基本となる市庁舎の建設場所、建設に対する賛否についてのアンケートもあってもよいのでは？ 男性 60 代 内山

都市基盤・まちづくり 下水道がいつまで待っても整備されない。新市役所の場所は、敷地的に無理があると思う（駐車場など） 女性 50 代 荻生

都市基盤・まちづくり
市役所の場所の件で大変不満に思っています。もっとわかりやすい所がよかったのではないか？と思っていますが、決ま

ったことは仕方がないです。どんな風にして行けばいいのかわかりません。
女性 60 代 浦山

都市基盤・まちづくり
高齢者となり自転車、車などのれず町にバスなどを運行させてください。せつにお願いします。市役所、病院など行くの

に不便です。
女性 70 歳以上 生地

都市基盤・まちづくり 新幹線駅周辺等での新市街地の整備等の明確。 女性 60 代 浦山

都市基盤・まちづくり もうじき 75 歳になります。何かにつけて町に出る事が多くなりコミュニティバスが運行される事をまっております。 女性 70 歳以上 東布施

都市基盤・まちづくり 行き止まりの道路が多いのは何故？ 女性 60 代 大布施
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都市基盤・まちづくり 生活道路充実 男性 70 歳以上 石田

都市基盤・まちづくり 交通整備の方針と将来像が良くわからない。整備費用及びその効率性の検証が不明確を思う。以上 男性 50 代 大布施

都市基盤・まちづくり

三日市では道路を広くしている様であるが、内山や山間部では未だに雪に対する不安感を感じている。同じ市であるなら

ば、そこの所を考えていただきたい。新しい市役所建物建設の必要性は理解出来るが、今回の三陸地震のように平地に集

合することには、少し疑問が残る。

男性 50 代 内山

都市基盤・まちづくり 今子育て中なのですが、雨の日でも遊べる公園があると嬉しいです。 女性 20 代 田家

都市基盤・まちづくり

とりあえず、８号線にバイパスはいつになったら出来るのでしょうか。あきれています。地域の活性化の為には必要不可

欠だと思います。新幹線が走るようになってもまだ完成していない気がします。全ての面において魚津にリードされてい

ます。スピードが遅い。

男性 30 代 東布施

都市基盤・まちづくり
道幅が狭いので拡大させてほしい。高齢者が車に乗らなくても移動できるようバスや電車等の交通機関を整備してほし

い。
男性 40 代 荻生

都市基盤・まちづくり
市内の道路網の見直し。（道幅が狭い。歩道が無い。交差点での優先順位がわかりにくく逆に危険をかんじる。すべて一

旦停止となっている交差点。）
女性 30 代 大布施

都市基盤・まちづくり

大黒町、椚町通りの事業ですが、空き地が多く、町には魚屋、肉屋が無いため買物するのにとても不便で自動車で出かけ

る、こういうのを町づくりとは言えるのでしょうか？かえって商店街をダメにしていると思います。又税金の無駄なので

今すぐこの事業を止めて頂きたいと思います。

女性 60 代 三日市

都市基盤・まちづくり

新市役所などの場所を、もっと考慮すべきである。なぜ三日市小学校跡地なのか不思議だ。コラ－レの近くにするべきだ

ったと思う。だれもが思うことで三日市の住人のみ思う事ではないでしょうか？その他の地域の人は、おかしいと思うに

違いない。何かあるのでは？

99 50 代 生地

都市基盤・まちづくり
１日も早く、新バイパス（R８）を開通させて下さい！！道路の区画整理がなされていないせいか、行き止まりの道が多

すぎる。市役所がメイン道路に接していないので不便。古すぎ。
女性 40 代 田家

都市基盤・まちづくり 早く全域にフレッツ光を導入して欲しい。ケーブルテレビの回線が遅すぎてイヤになって、家を出ていきたくなる。 男性 20 代 愛本

都市基盤・まちづくり ８号線バイパス早期開通と、魚の駅その他看板を建てる。（大きく目立つ、センスの良い） 男性 99 生地

都市基盤・まちづくり 交通弱者のためにコミュニティバスを走らせて欲しい。富山地鉄の値段が高いのでもう少し安くしてもらいたい。 男性 30 代 宇奈月



分類 自由回答 性別 年代 地区

10

都市基盤・まちづくり いつまで続く道路整備。時間と費用の無駄遣いに見える。 女性 60 代 生地

都市基盤・まちづくり

黒部市新庁舎を旧三日市小学校の跡地に決めた経過が不透明（なんのためのタウンミーティングだったのか・・・）また、

決まってしまった今となれば、周辺の道路や街並み作りを急ぐべき。（いつまでも細い道路也、駐車場の少なさを改善す

べき）

男性 50 代 浦山

都市基盤・まちづくり
交通の便が悪い、買物が不便とよく言われているが、この機会に交通機関の改善ができればいいと思う。市中心部に家を

建てやすいよう助成してもらいたい。
女性 30 代 大布施

都市基盤・まちづくり
若い人達が空家に住む事が出来るように行政も力を入れた方が良い。新幹線はあまり期待しておりません。それよりも在

来線を強化し利用しやすいようにすべきではなかったか。
男性 60 代 下立

都市基盤・まちづくり 市民参加型としてショッピングセンター（高齢者も含め）や公園 etc の活用が欲しい。散歩しても休憩する場所がない。 女性 60 代 田家

都市基盤・まちづくり

自宅の近くに子どもを遊ばせる公園（ブランコ、すべり台、砂場等がある）が全くないので、黒部は公園がない所だなあ

と昔から思っていました。他の市や町の人にも言われた事があります。子どもができてから特に歩いて行ける大きな公園

があればよいとよく思います。

女性 30 代 三日市

都市基盤・まちづくり
JR の駅（現存）のものは、交流と防犯の観点を考えた時には橋上化させる事が望ましいと思われます。（交通弱者にも

利用しやすく、街全体が活性化されるので）
女性 40 代 石田

都市基盤・まちづくり
除雪対策－時間が遅く、そのうえ道幅が大変狭く県道から外れると家にたどりつくまで時間がかかります。不満です。毎

年車の置き場に困ります。
女性 50 代 浦山

都市基盤・まちづくり

新幹線の停車本数が気になります。できたが、あまり停車しないでは意味がない。市役所の新庁舎が、三日市小学校の跡

地に建てるというのは、市民の総意なのか疑問。一部地域の人のためのものではないか？大黒町の？にどんな意味がある

のか？お金を投入しただけの効果を考えたのか？（市庁舎を市の象徴的なものと考えれば、多少の投資をしてドンと建て

てもよいと思う。〈コラーレの所に〉）

男性 40 代 生地

都市基盤・まちづくり

私の家は冬を除いては良いところですが、雪がふると困っています。除雪車も入らないし、今年のように、多雪ですと、

いつもは川から水を流して消していますが。川から水がきません。川には水がないのです。除雪するにも高齢のため困っ

ています。出来れば、融雪の水を坂の半分まで。流してもらえたら助かります。よろしくお願いします。

女性 70 歳以上 下立

都市基盤・まちづくり 消雪装置にもっと力を入れてほしい。 男性 70 歳以上 下立

都市基盤・まちづくり 新幹線について、太平洋ベルト地帯と違い規模を考えるべきだ。 男性 70 歳以上 石田

都市基盤・まちづくり 公園施設など、きちんとメンテナンスをし、利用者を増やすようにお願いいたします。人口減少による廃屋処理。 女性 50 代 浦山
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都市基盤・まちづくり
黒部右岸堤防を生活道路として活用させてもらっています。冬期間も除雪して利用できるよう切望します。下水道工事

100%になるように推進していただきたい。
女性 70 歳以上 愛本

都市基盤・まちづくり
子供の遊ぶ所が少ない感じがします。宮野山や総合公園などがありますが、一日そこで遊びたいと思うほどじゃありませ

ん。そのため、市外や県外に出ることが多く、黒部市にもそんな楽しめる施設や公園があるといいなと思います。
女性 30 代 大布施

都市基盤・まちづくり
今回の設問の内容理解に苦しむ（都市盤整備、まちづくり？）現在の黒部市は新庁舎建設、新幹線が消防署舎建設等の事

ばかり取り組んでいる。
男性 60 代 下立

都市基盤・まちづくり

今年の春に入善から黒部にきましたが、雪害対策として、融雪装置を大至急取り付けてほしいです。家がたてこんでいて

道も狭いので冬場、雪の持って行き場のない所なので、こちらに来て不便だと感じます。良い所は夜街灯が明るいのでと

ても安心です。

女性 50 代 若栗

都市基盤・まちづくり 新市役所の場所に強く反対する。 女性 50 代 浦山

都市基盤・まちづくり

黒部市は桜枝の荘の中心で有ります。市役所はまちの顔であり、象徴であると思います。近未来的な建築造形であってほ

しい。三階までは、正方形でも、長方形でもよい、４階以上はペンタゴン、ヘキサゴン、星形、花弁形、八階建てのシン

フォニー、全方位的にタワー等有ればよろしい～かな、こんな夢を見ています。蛇足か老婆心が一言加えました。

男性 70 歳以上 三日市

都市基盤・まちづくり
町内の生活関連道路が狭く、交通に支障を来たしているので、市道並の改良を早急にお願いしたい。特に冬期間の早期除

雪をお願いしたい。
男性 70 歳以上 村椿

都市基盤・まちづくり

公共の物、商店（新たな店舗）など、あちこちに散在するのではなく、ある程度集まっていた方が利用しやすいと思う。

以前は、あったが、今なくなってしまった。出張所的な物も高齢者が増え、自家用車なしでは、生活できない様な状況で

は、なくすことは利用者にとって不便なことばかりだと思う。又、高齢者が車を運転しなくてもすむ様な、町づくりをす

ることで、安全も確保されるのではないでしょうか〈特に冬場は、何度も危ない場面に遭遇しました。）暗い夜道が多い

ので、子供達（高齢者）が、危険にさらされやすくなると思う。明るく優しいまちづくりを考えていただきたいですね。

女性 40 代 若栗

都市基盤・まちづくり

住宅補助金（３０万円）の支給対象地域が限定されているのはおかしい。新市役所の建設予定地が全く納得行かない。全

方位アクセスを考えれば、当然コラーレの近くにすべき。旧市街地に無理に市役所を移設し、無駄な道路整備、更に、無

駄な住宅建替え費用のばらまきは全く理解不能。

男性 40 代 荻生

都市基盤・まちづくり

個人的な意見としては新幹線は必要ないし、（無理して）都市化することもないし、開発するまちづくりにはつながらな

いと思う。昔、蛍がいた場所はもうないし、黒部川もヘドロで汚くなるし、利便性や効率性を追求しても幸せにはならな

いでしょう。

男性 30 代 村椿
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都市基盤・まちづくり

交通機関の無い地域には絶対コミュニティバスが必要と考えます。他市町村でもかなり利用されており、特に黒部市は特

定の場所しかなく、問題有ると思います。地鉄の交通機関が有り影響あると意見も有りますが、年よりは駅まで、３～４

kｍと有り、とても歩けるものでは有りません。各公民館まで利用できるコミュニティバスを実施して欲しいと思います。

宜しくお願いします。

女性 70 歳以上 荻生

都市基盤・まちづくり 手をかさねた人間が安心出来る事。公共バスの充実をお願いします。 女性 70 歳以上 愛本

都市基盤・まちづくり
下水道を完了した家、まだやっていない家、バラバラです。やっている家、やってない家、良い環境とは思いません。早

く、全家やってもらいたいです。（難しいとは思いますが）
女性 60 代 荻生

都市基盤・まちづくり
市役所などを新黒部駅周辺につくり、新たに新都市をつくるようなかんじが良いと思います。あとは、箱ものは建てない、

図書館だどの新計画を出さないで建物を再利用することを考えたほうが良いと思います。
男性 30 代 愛本

都市基盤・まちづくり
道路整備改修が行われているが、充分検討された上でのことなのか、中途半端なものがある。国もいろんなことがあり貧

しい。国の補助で市庁舎等を建設予定だろうが、あまり国をあてにしないことだ。
男性 70 歳以上 大布施

都市基盤・まちづくり 何十年も同じ所を工事してるのはなぜ？意味不明な新道路より、通学路の安全を確保する道路づくりをしてください。 男性 30 代 石田

都市基盤・まちづくり
私は大布施です。子供も孫も学校に通うものはいませんが、学童の通う所（歩道）は必要だといつも思います。学校へ行

く時よりも帰道バラバラに帰って来ます。安全な歩道は必要だと思います。
女性 60 代 大布施

都市基盤・まちづくり

一年に何回か利用するかわからない新幹線に力を入れすぎ。毎日使う８号線になぜ昔から力を入れないのか。黒部だけ８

号バイパスが完成していないのは行政の怠慢。黒部市民だけでなく渋滞にどれだけ迷惑しているか考えろバカども。給料

泥棒どもめ、ばちあたれ。

男性 50 代 荻生

都市基盤・まちづくり
北陸新幹線開通後のアクセス（新黒部駅へのアクセス）方法が見えない。在来線の存続がどうなるのか全く見えない。山

形、秋田新幹線方式で充分だったのでは？
男性 50 代 村椿

都市基盤・まちづくり
（大町、椚町、大黒町、荻生）道路拡張は本当に必要なのでしょうか？新幹線を中心とした町づくり、新幹線は本当に必

要ですか？それも疑問。
男性 50 代 三日市

都市基盤・まちづくり

黒部市、特に山沿いの宇奈月町は雪の多い地域です。屋根雪おろしも１冬に何回もしなくてはいけません。長野県の豪雪

地帯（スキー場周辺の家）は、屋根雪をおろさなくても良いものにリフォームしています。電気や灯油は火事になるので

すすめません。平村には、瓦を止めてアルミの屋根にするのに補助金を出しているそうです。それにより雪おろしの手間

や危険から逃れられるそうです。高齢化社会になる山間部での大雪対策が望まれます。

女性 50 代 下立
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都市基盤・まちづくり

新しい団地が増え、地域に入って来る方が多くなっていますが、古くから居る方の意見と合致しないことも多く有ります。

特に簡易水道から市上水道への転換を望む新住民が多いのに対し、旧住民では反対の方が多いことがどこでも見られま

す。組合の全一致がなくても、希望する世帯には市上水道が引けるような仕組みの再考をお願いします。

男性 40 代 三日市

都市基盤・まちづくり 市民１スポーツをかかげているが施設はどうか？宮野山運動公園を整備すべきかと思う。 男性 40 代 大布施

都市基盤・まちづくり 新幹線道路（仮８号バイパス～宇奈月）をフル開通してもらいたい。 男性 40 代 若栗

都市基盤・まちづくり
大きな道はよく整備されているが、住宅のまわりの道の沈下やデコボコがひどいので何とかしてほしい。区長さんに数年

前から言っているのですが、意見が届いてないのでしょうか。沓掛です。よろしくお願いします。
男性 50 代 大布施

都市基盤・まちづくり
農村公園の見直し、遊具よりは緑化に努めてほしい。人の目の届かない場所は安全面から廃止する等、数を少なくしても

いいのではないか。
女性 60 代 浦山

都市基盤・まちづくり
近くに学校があるのに街灯が少ない。特に田家野は真っ暗です。道路状況も悪い。草木が邪魔で、カーブなど見づらい。

もっと花などを植え、キレイにすべき。
女性 20 代 田家

都市基盤・まちづくり
生地四十物町海岸通りの浜側の側溝工事をして欲しい。（水がたまる）。下水道工事あとの道路の整備（段が激しい、水

がたまる）
男性 60 代 生地

都市基盤・まちづくり

市としてのまとまりが無い。隣の入善町や魚津市の方が、道路、行政機関、公共機関の配置、道路アクセスが便利に活用

出来やすい。具体的には、入善町の公共建物の配置が無駄がないように思われる。黒部市は特に図書館が活用しづらい。

分散し過ぎて道路公共交通機関のアクセスが悪いように思う。

男性 60 代 三日市

都市基盤・まちづくり
公園の場所は作ってあるのに、ぜんぜん管理されていない。もったいない。（草だらけで使えなかったり）。黒部川の川

原の公園は広いのに今のところ何も見所がなくて（あっても荒れていて）利用者も少ないのでは？
女性 30 代 浦山

都市基盤・まちづくり
除雪も優先があるらしく、近くを通っても除雪しないで、除雪カーが行ってしまい、学校や会社に遅刻したり、欠席した

りしました。
女性 40 代 生地

都市基盤・まちづくり
黒部市の下水道整備は旧宇奈月町は１００％、黒部市は６０％程度だと聞いています。旧黒部市の１００％実施に万全な

対策をしてほしい。
男性 70 歳以上 荻生

都市基盤・まちづくり
毎年雪が降るのに融雪、除雪の環境、現状が良くなる感じがしないです。1人暮らしのご老人が除雪をするのも大変だと

思いますし、通勤時の車の事故を減らすためにも、公道、私道共に、もう少し考えて頂きたいです。
女性 20 代 石田
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都市基盤・まちづくり バス、市電の充実。 男性 30 代 大布施

都市基盤・まちづくり 小学校の通学路を安全に整備する。地鉄沿線の危険箇所を整備する。 男性 40 代 大布施

都市基盤・まちづくり 少子高齢化社会が加速していく時代において、市内の道路網はもう充分満たされていると思う。 男性 60 代 浦山

都市基盤・まちづくり
公務員の給料２０％カット、ボーナスいらない。新幹線（黒部駅周辺）に無駄なお金をかけない。市街地の道路整備を早

く進めてください。以上の事を実現すればよい「まちづくり」がおのずから出来ます。
男性 50 代 田家

都市基盤・まちづくり
昔みたい水道から美しい水が出るといいなあ。今じゃサラシ粉の味がする。水が苦い！ハイターの味がする。体に良くな

い！
女性 60 代 音沢

都市基盤・まちづくり 道路整備がちくはぐ。余計な道路は作らない様にして欲しい。 男性 60 代 荻生

都市基盤・まちづくり 早くコミュニティバスを運行してもらいたい。老人達の足になってもらいたい。黒部市だけやってない。 男性 60 代 石田

都市基盤・まちづくり もう少し生活道路の整備を図って欲しい。 男性 50 代 下立

都市基盤・まちづくり 道路の融雪を出にくい所を、直してほしい。 男性 20 代 浦山

都市基盤・まちづくり

原発事故で電力が不足という事態が発生した現在、時速３００ｋｍで走る超速急電車は必要か。高速道路、飛行場は客の

取り合いで赤字。病院と道路は節電してはならない。駅の階段はきつい。階段、エスカレーター、エレベーターにするこ

と。（３種類）

女性 60 代 下立

都市基盤・まちづくり
椚町、大黒町の商店通りの道路両方広げること。椚町、土地区画整理審議委員、議員、民生委員、○○商会の家がかかる

ような区画整理であったように思う。
男性 60 代 三日市

都市基盤・まちづくり
名水の里、黒部地名にミニ発電の開発（宮野用水のように農業用水使用）又、新市役所を中心とした町づくり、パレード、

道路として考える。いろいろ考え方があると思うが、中心的なことを考えて下さい。
男性 70 歳以上 前沢

都市基盤・まちづくり
冬、年をとったものには、川など近くにない時は、融雪装置などが頼りですが、古くなって出ない所が多いので、お願い

しても、「みんな一緒、そこばかりでない」もう少し、細かい心づかいが欲しい。
女性 70 歳以上 浦山

都市基盤・まちづくり JR 黒部駅東方面の融雪環境を早急にお願い申し上げます。 男性 50 代 石田

都市基盤・まちづくり

黒部市は現在、新幹線関連に多額の費用をかけていますが、市民生活には関係ありません。むしろ市内の道路網（県内で

一番悪い）の再構築を図り、バスによる環状線化や地鉄、そして一番利用の多い JR と駅前の整備（堀切方面道路幅狭く

危ない）の方が、地域住民の生活に直結しており、早急に整備する課題であり、また中心商店街の活性化や街の賑わいに

も貢献でき高齢者の買物難民の減少にもつながる。

男性 50 代 石田
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医療福祉・防災 産婦人科が少ない。出産に不便。 女性 20 代 若栗

医療福祉・防災 市民病院の初診料 2000 円は高すぎます。不満。公務員の給料になるのですか！！ 女性 40 代 愛本

医療福祉・防災 地域コミュニティの充実 女性 70 歳以上 愛本

医療福祉・防災
ペットを飼っている人は責任を持ってマナーを守ってほしいと思います。殆どの人は"フン”は持ち帰らず、”川”にポ

イ捨てです。
女性 60 代 荻生

医療福祉・防災 ７４才の私には寝たきり主人の介護は大変です。介護の様子を市役所の方からもっと見に来てほしいです。 女性 70 歳以上 浦山

医療福祉・防災 高齢単身者に対する福祉の充実に力を入れてほしい。 女性 50 代 田家

医療福祉・防災 子育てをしやすい市にしてほしいです。黒部には小児科が少ないのでとても不便です。 女性 30 代 荻生

医療福祉・防災 老人や障害者、その他の弱者が笑顔で生活出来るゆとりのある手当てや住環境の整備をお願いします。 女性 70 歳以上 浦山

医療福祉・防災
養護老人ホームの増設を希望する（急を要す）。いつ「一人暮らし」の身になるか不安である。市長も議員もその時にな

らないとそんな気持ちが分からないか。みんな老人になる！ということを忘れないで！
男性 70 歳以上 浦山

医療福祉・防災

今年は福島の地震で津波、原発のおそろしさ、又大雨による川の堤防の決壊などで自然天災被害が多くあり、改めてそう

いったことが起きた時の対応を日頃感じていなかったので、考えさせられました。黒部でも大河川があり、又、新潟、石

川、福井に大きな原子力発電所がありますので、大地震が起きた時の対応策を考えておくことが大事で、避難場所も高台

が近くにないし、宮ノ山まで行くと車の渋滞が考えられるし、などがあります。日本全体で地震がおきている最近、行政

にも市民一体として防災の自覚を身に付けておくことが大切だと思い、今後の地震対策に力を入れて欲しいと願ってま

す。あと、高齢社会になり、福祉の強化もお願いします。

女性 50 代 大布施

医療福祉・防災
三日市商店街の車の路上駐車はどうにかならないのか？警察に言ってもダメなら誰に言えばいいのですか？子どもの通

学路でもあるし、車で通るのも恐いし、黒部にとってマイナスではないのか？
女性 20 代 三日市

医療福祉・防災

防災マップ作成について（黒部市全体、各地域毎にジャンル別に１－黒部川、各河川の出水による氾濫の場合、２－黒部

ダム崩壊の場合、３－土砂災害の場合、４－地震、津波、高波の場合）。自主防災に対するマニュアルの作製と模範訓練

の実施。

男性 60 代 宇奈月

医療福祉・防災 人と人とのつながりがない。 男性 70 歳以上 下立

医療福祉・防災

東日本大震災のような津波の事を考え、平野にも逃げられる高台など作ったらどうか。無理なら逃げ道の整備。名水の里

というわりに、名水の恩恵を受けているのは１部だけ。若者が楽しめる施設や商店が全然ない。体育館が水曜定休はおか

しい。無休でやるべき。市民病院初診料＋１０５０円はおかしい。土、日曜も午前中だけなど診てほしい。

女性 40 代 大布施
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医療福祉・防災 後期高齢者をボケさせない、寝たきりにさせない運動をよろしく。 女性 70 歳以上 三日市

医療福祉・防災
高齢者福祉の充実。高齢者の生きがい作りや生活支援などに力を入れてほしい。もっと市内で買物出来る場所。（活力の

ある場所）（入浴場等）
女性 60 代 大布施

医療福祉・防災
ガードレールの取付け箇所が少なく、冬になると田んぼや川原へ自動車が落ちているのをよく目にするので、交通関係を

もっと充実してほしい。
女性 40 代 田家

医療福祉・防災
災害を増悪させる朽ちた小屋？の撤去を推進、持ち主に働きかける。今回の震災後、市で試みている今後の震災対策の充

実、補強策。
女性 60 代 生地

医療福祉・防災 子育てがしやすい環境作りお願いします。 99 99 若栗

医療福祉・防災 空家は難しいとは思いますが、取り壊すなりして防災の面から対応して欲しい。 男性 60 代 下立

医療福祉・防災

海岸が目の前にある老人（８０過ぎ）でゴミ収集の当番制を１０年以上各班ごと行って来ました。ゴミ入れケースがない

為困ってます。特に冬、雪雨と風雨になると地べたにハイハイしないと、強風雨の中を歩けない人間の方が弱く、これか

ら先が心配です。ケースがない為、昔話合で協議したものです。土地の確保が難しく、置場、ケース、行政の力（国土交

通省でだめとか）等についても老人ばかりがあせってもダメ。今後若い方の知恵を借りて、行政手続きなど、法的に動い

て頂けたらと思います。私個人の意見を書きました。冬場は交通事故になる恐い事もありました。皆で協力し、頑張って

ますが、病気で入院したりの現状です。

女性 70 歳以上 生地

医療福祉・防災

黒部市民病院の緊急医療体制がなっていない。夜間の対応は全くなってない。若い医師が１人か２人で担当がいないから

と言って処置をしてもらえない状態がある。こんな体制では不安が消えない。充実した人員体制を構築しなければいくら

医療に金をつぎ込んでもなんにもならない。是非改善してもらいたい。

男性 70 歳以上 前沢

医療福祉・防災 大変難しい時代だと思いますが長い将来を考えて今何を言われればやはり「少子化」対策が最優先と考えます。 男性 60 代 三日市

医療福祉・防災
介護保険の件です。直接利用している人、応分の費用負担をすればよいと思います。利用していない人の負担が多すぎま

す。
女性 70 歳以上 大布施

医療福祉・防災

介護についてー黒部市は他市に比べ厳しくないですか？同じような条件でも介護度が違い、負担が精神的にも金銭的にも

かかります。在宅介護していますが、就労しているので、預けざるを得ず、帰宅しても介護です。利用限度もあり、毎月

オーバーしています。福祉の統一、充実願います。

女性 50 代 浦山
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医療福祉・防災

①黒部市にもう１つ老人ホームを作ってください。②市長さん、富山市の大沢野、八尾、婦中、なにかいい物があれば見

に来てください、すごい、なんでも多くありますよ。そうゆうことは、人口にもよると思いますが、市民にいわれてもよ

くわかりません。レジャーや娯楽は、今の所は、ちょっと休んだ方がいいね。それより、万が一に備え、非難場所でも考

えたらどうでしょう。（普段はスポーツをする）

男性 70 歳以上 大布施

医療福祉・防災

高校２年と３年の娘がおります。今年度より子宮けいがんのワクチン無料接種が実施される事になりましたが、娘達には

対象から外れ、一人６万円を支払って受けなければなりません。隣の市町村では、同じ年齢でも昨年、無料接種を受けて

います。黒部市は対応が遅かったのではないでしょうか。また対象者を２０歳未満とかにして何％か市で負担するなどし

てもらえないのでしょうか。とても不公平に感じます。

女性 40 代 村椿

医療福祉・防災
自然災害対策として、ＧＰＳなどの衛星を利用した「リモートセンシング」技術（山地崩壊や天然ダムが発生した場合の

ダム決壊の危険性を監視）などを防災計画や避難に活かすべきではないか。
男性 60 代 浦山

医療福祉・防災

今年黒部市に引越してきたのですが、ゴミの捨て方がアバウトで楽なのはいいですが、もっとリサイクル出来るのではな

いか。ゴミ袋の値段も安いので資源もゴミとして捨ててしまうと思う。中央小学校から線路までの道が「一時停止」ばか

りなので、運転していてヒヤヒヤするので何とかしてほしい。

女性 30 代 三日市

医療福祉・防災

ずっと黒部市に住んでいるんですが、これといって不満はないです。災害まではいきませんが、最近でいうと大雨、洪水

警報の時も無線でお知らせしてくれているのでいいんですが、去年、水道から悪臭がした時の対応は市役所側からのお知

らせなど待っていたんですが、なにもなかったのでこちらから連絡するとどのような状況か教えていただきました。もし、

災害などがあった時、以前のような対応では遅いと思うので、早急な対応をお願いします。

女性 20 代 下立

医療福祉・防災 山林の荒廃による洪水対策 男性 70 歳以上 石田

医療福祉・防災 若い夫婦が、働きながら子育てができる環境を充実してほしい。 女性 50 代 前沢

医療福祉・防災
なぜ、保育園は日曜日しないのか？世の中は日曜日も働いている（日曜日やっている保育園は満員だと言って入れなかっ

た）日曜日預けるところがないのでパートにならざるを得ない。
女性 30 代 石田

医療福祉・防災 家族、地域間の絆を大切に！現状の社会福祉活動がより深まっていくことを望みます。 女性 60 代 下立

医療福祉・防災
黒部市に求める事として自分の家族に関わる福祉内容しか正直なところ知りませんが、高齢化問題、一人暮らしのお年寄

り問題が一番心配に思います。若者以上にお年寄りが安心して住める黒部市を強く希望します。
女性 40 代 浦山
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医療福祉・防災

空き家のめぐりの草・木が生い茂り、物騒な状態になっているので何とか対処していただきたい。災害時の避難場所は知

っているが、そこへ行くまでの道路条件が悪く夜間の防犯灯もなく不安です。連絡網を作成していただくとありがたいで

す。県道から離れたところに住んでいるとゴミステーションが遠く、高齢になり運搬が大変ですが、県道からひっこんで

いる所に設置してもらいたいです。

女性 70 歳以上 愛本

医療福祉・防災

医療の充実は、今後とても重要になってくると思う。でも、医療従事者の人数がすくないために、看護師、医師の負担が

とても大きいと感じている。医療制度の充実、向上を必要とするのであれば、医療者の確保をもっと行って、負担を減ら

すべき。このままでは、将来医療者になりたいと思う人はもっと減ると思う。

女性 20 代 荻生

医療福祉・防災
ゴミ収集場所の充実（遠い場所にある（冬が大変）。新築の家が増えているので いつもゴミが山積みになっている。網

のフタがいつもしまっていない状態
女性 30 代 若栗

医療福祉・防災

まちづくりは人命を第一に考える。例えば、生地など海岸線にいる市民は高潮、津波が心配であり、逃げるにもまともな

道路がない。又、生地々区の農業用水、排水路は生活排水化しても住民は（アパート含む）殆ど知らん顔、高齢化した農

家の人が市道や用排水路を涙をこらえて、えざらいや草刈りをやっている有り様です。箱物の充実（市役所等）より環境

の美化、整備を優先すべきである。お城が立派でも庶民が泣く行政は大黒部市がやるべきではありません。

女性 60 代 生地

医療福祉・防災

介護保険サービスに関して施設サービスが充実しておらず、高齢者を抱える家族が精神的にも経済的にも負担が多くなっ

ている。高齢社会が進む中で行政が市民（特に独居高齢者）の生活を支援していくしくみも形成していく必要があり、政

策として福祉施設の建設や福祉サービスを行う民間企業や NPO 法人の誘致も考えてもらいたいと思います。

女性 50 代 三日市

医療福祉・防災 ゴミの焼却や不法投棄を厳重にとりしまってください。（生活環境に支障を来たす） 男性 70 歳以上 村椿

医療福祉・防災

軽度の発達障害者（療育手帳）の持つ親です。子供の人生は普通であれば８０年、目先の事にとらわれないよう１年、５

年、１０年単位での成長を考えて療育しながら生活しています。とかくすぐの成果を求められる今の社会とは違う考え方

ですが、市の行政もこれから箱もの行政ではなく将来の為の人材の育成や障害者への直接的サービスのみだけでなく、障

害者が納税者となれるようなサポートの仕方があれば、市の財政の負担にもわずかながら貢献できるのではないかと思い

ます。

女性 50 代 三日市

医療福祉・防災
防災訓練を地区毎に取り決め実施し、想定される災害に備える体制作りを推進していただきたい。環境整備等、細かな所

まで行き届かなくなった様に思えます。
女性 40 代 浦山
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医療福祉・防災
愛本地区は市内から離れている為か、色々情報が遅いように思われます。又、高齢化が進み、地域の行事等の継続が難し

くなってきており、若者か定住できないのも問題と思われます。
女性 50 代 愛本

医療福祉・防災

子供の手当てを廃止すべきです。母子父子の家庭の子供たちは、ともかくあまりにも贅沢すぎます。所得を見直して下さ

い。私達の子供時代は貧しく母子共に貧乏生活に耐えて参りました。我慢して参りました。今の子供はどうですか、どの

子もどの子も競輪の帽子をかぶりとても立派です。苦労等を知りません。２ヶ月に一回、６５才以上の年金生活、交際費

に追われ次の年金の日を待ちます。又、一年に一回の林の環境整備に出席しなかったらと言って、複数に入院又は、病気

で出席できなかったといって、協力費２０００円集めています。もっと後期高齢者の事も考え、大切にしてください。市

長どうお考えになり、どのようにおもわれますか？

女性 70 歳以上 浦山

医療福祉・防災 山や川の水をきれいにするための草狩りが大変。ずっと続く、年に４回、山奥へ、もう少し考えて改良してください。 女性 50 代 田家

医療福祉・防災

交通上道路へはみ出している木は常に各自が他に迷惑を掛けない様にすることが明るい町づくりにもつながると思いま

す。ルールやマナーを自然の生活の中で心身に耐えて行ける強い精神力が住みやすい町、明るい健康的な町になると思う。

地域コミュニティはそうゆう意味も大きく重視されると思います。ありがとうございます。いっぱい書いてすみません。

女性 70 歳以上 浦山

医療福祉・防災
小学６年までの医療無料券の配布や第３子の給食費の補助などは、やめるべきである。必要な家庭には対策するべきだが、

全家庭の必要なし、市の財政圧迫する。また、無料など必要ないのに。高い検査までも受ける場合あると聞く。
女性 50 代 浦山

医療福祉・防災 もっとリサイクルが充実すればよいと思う。魚津市のように、常時、リサイクルを持って行ける場所を設置してほしい。 女性 60 代 石田

医療福祉・防災 高齢者が生きがいの持てる福祉施設の充実。 男性 50 代 大布施

医療福祉・防災

国民健康保険料２人で１７９,３００円、介護保険料（本人）５８,８００円、（妻）５１,６００円、合計２８９,７００

円になりますが、応分の費用負担として高いように思います。私はあまり医者へ行っていません。もう少し低くならない

ものでしょうかね？年金受給者にとって大変厳しい生活をしている市民の１人です。世の中は、医療、福祉、介護の充実

を目標としていますが、多少低下してもいいと思っています。

男性 60 代 音沢

医療福祉・防災

若い人の仕事場があまりにも過重労働している感があります。特に、医療現場や介護現場。私も老人に仲間入りする身な

のですが、あまりにも責任を現場に押し付けて家族が本当にどうしたらいいのか、本人もどうすれば良い人生と思うこと

が出来るのか…。昔だったら家で死ぬのが当たり前だったのに、病院なり老人病院で死ぬパターンが決まってしまってい

る。生きるも死ぬももっと身近だったのに、どうして長く生かせようとばかりして、医療費の増大などにつながっている

のでは？これは国全体の皆の問題です。

女性 60 代 大布施
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医療福祉・防災 少子高齢化が進む中で、お年寄りに安心してもらえる町づくり。 男性 60 代 浦山

医療福祉・防災 市民病院は何故幼児からもお金を取るのか。 男性 50 代 田家

医療福祉・防災 防犯対策の為に街灯の数を増やして設置してほしいです。 女性 40 代 宇奈月

医療福祉・防災 結婚出産の支援。 男性 40 代 若栗

医療福祉・防災
環境について、長い年月、廃墟になり、周囲が迷惑したり、安全面からも不安な状況です。行政面からも関係者に働きか

けてはどうか。
女性 60 代 浦山

医療福祉・防災 高齢者の病院、買物等へ行く支援の充実。 女性 40 代 浦山

医療福祉・防災 黒部市民病院の待ち時間が長い。年寄りが疲れて、なおひどくなる。市民病院の評判悪い。適切な処置をしてくれない。 女性 20 代 田家

医療福祉・防災 ①介護施設を増やす、②防災時の安心出来る場所の設置 男性 70 歳以上 田家

医療福祉・防災
道を車で走っていても至る所に雑草が生えています。お金を掛けて大きな事をするのではなく、小さなささいな事から初

めてみては、いかがですか。税金を無駄にしないでいただきたい。
女性 40 代 大布施

医療福祉・防災

年々、市民病院の敷居が高くなっています。市民の病院というより、一部の人だけの病院のようです。老人病院やデイサ

ービスなども、かなり待たないと入れません。高齢者が増えているのだから、もう少し考えてほしいです。津波対策や避

難の強化、少し考えてほしいです。海が近い小学校だと避難場所になりません。子供達も日頃から、屋上に避難する訓練

をもう少し回数を増やしてすればいいと思います。

女性 40 代 生地

医療福祉・防災 若い人達が暮らしやすい町づくりをする事によって、高齢者増の負担が軽くなると思います。 女性 40 代 愛本

医療福祉・防災 ゴミについて。不燃、プラスチック類の回収を毎週にして欲しいです。出来れば可燃ゴミも週 3 回にして欲しいです。 女性 20 代 石田

医療福祉・防災 高齢化への対応。急激な勢いで夫婦だけや 1人暮らしの高齢化が進んでいます。福祉や医療の充実が必要となるでしょう。 男性 60 代 荻生

医療福祉・防災 町づくりは子供無くして活性化はありえない。若者が安心して定住出来、子供が増えるような行政を期待します。 男性 60 代 内山

医療福祉・防災 医療、福祉が充実していれば、おのずと「人」は市内に移り住むだろうし、市民は住み続けるのではないか。 男性 60 代 浦山

医療福祉・防災 音沢の目前の山が地すべりのないように早く対策を。 女性 60 代 音沢

医療福祉・防災
小生、海岸近くに住んで居ります。津波対策等の計画等が有れば、広報にて知らせて頂きたい。又、地震等に依り、黒部

ダムで崩壊等が有った時の対策も合わせて発表して頂ければ幸いです。
男性 60 代 石田

医療福祉・防災

公立保育園の早朝保育（7:15）、延長保育（18:00）の時間を見直してほしい。仕事が 5時 30 分に終わり、延長保育は 6：

00 まで。仕事をもつ家庭についてもう少し考えて頂きたい。私立や民間保育園のように、PM7:00 or PM8:00 までの保育

がこれからの時代必要だと思う。

女性 30 代 若栗
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医療福祉・防災
子育てにとても配慮のある市だと思いますが、それがあまり知られていない、気づいていないと思います。もっとその利

点を PR すべきだと思います。
女性 20 代 前沢

教育・文化 文化、芸術、スポーツの拠点を１ヶ所にまとめる。 女性 60 代 大布施

教育・文化 子供の教育は学問ばかりと思っていられると思っている人が非常に多いようですが、常識とかその他色々あると思う。 女性 70 歳以上 下立

教育・文化

子供が小学生なのですが、もっと学校環境を整備してほしい。中心部の学校ばかりが美しくされていて郊外の子供達がや

や不便です。環境が子供の育ちに影響するものは大きいです。また、図書館や陸上競技場を整備すべき！魚津、入善に市

民が流れていっても仕方ないです。黒部市はお金をかけるところを間違っていると思います。これからの子供達を育成す

べきものを整えず、他にお金を使わないで下さい。やるべきこと、声が多く、大変ご苦労とは思いますが，もっと住みよ

い市になることを願います。

女性 30 代 田家

教育・文化

いつ、黒部市も自然災害にあうか分かりません。特に、校舎、桜井中学校は私の主人（５０歳）の母校ですが、今まだそ

のままです。部室をみたら馬小屋みたいです。マンモス校です。早く新しい校舎にしてあげてほしいです。ぜひよろしく

お願い致します。

女性 40 代 若栗

教育・文化 学校教育環境の整備（校舎の老朽化対策、学童保育実施年齢の引き上げ等） 女性 30 代 大布施

教育・文化 図書館を２１時までにしてほしい。看板がないので、どこにあるか知らなかったし、近くまで行っても分からなかった。 女性 30 代 浦山

教育・文化 公民館、児童館の設置とその利用状況（活用)には、利用対象者が参加しやすいようにはなっていないと思われます。 女性 40 代 石田

教育・文化

幼児教育について、もう少し力を入れていただきたいと思います。黒部市は、全国に先駆けて、子供園をはじめています

が、実態を見ていると、ただ保育所と幼稚園を一緒にしたようにしか見えません。もともと、保育園は、厚労省、幼稚園

は文科省というように違うもので、国も子供園についての指針も出していないというのに、黒部市はどのように考えてお

られるのでしょうか？独自の指導要領のようなものをお持ちなのですか？もう少し若い世代の子育て世代の人の話を聞

いて、大切な幼児期の教育について考えていただきたいと思います。

女性 30 代 三日市

教育・文化 図書館を大きな物にしてたとえば、大広間を作り学習活動の場にしてほしい。今の所は不満です。本数も少なく汚いです。 男性 30 代 石田

教育・文化

寺のお坊様などに、学校へ来ていただき「人間にとって本当の幸福とは」などをテーマに話をしてもらうのはどうでしょ

うか？多面的、俯観的に物事を見ること、考えること、とらわれない生き方など、縛られていることから解き放たれて、

気負わずにありのままの自分で生きられる様な社会になってほしいと思います。人間にとって本当に大事なことにとって

物質的な豊かさですか？サービスさえ受ければ人は幸せになるのですか？少しぐらい不便でも、市民の心がゆったりと安

心して過ごせる黒部市にしてください。もうハード面は充分です。もうこれ以上人工物を増やさないでください。地球は

人間だけのものではありません。自然との調和が大切です。

男性 20 代 前沢
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教育・文化

住みやすいとは思います。しかし、１５年前に比べて、住みにくくなってきたと感じています。以前は、近所の方とよく

話したり、道を歩いている人がだれなのか、わかりましたが、高齢化が進み、田んぼが住宅かアパートになり、いろいろ

な人が増え、知らない人ばかりになってしまいました。よくほたるが飛び、自然がたくさんあるのに、便利だけがどんど

ん進んできて（便利な黒部が大好きでしたが）、自然が少なくなっていると感じます。せめて、子供たちには、黒部の自

然を楽しませてやりたい、自然を大切にする心を育てる教育をしてほしいと思います。

女性 40 代 田家

教育・文化

子供の小学校のプールや更衣室を見ると、”藻”がわいていてとても不衛生に感じとれました。中央や三日市はとても衛

生面では整えられているのに”山側”の保育所、学校は不衛生のままです。子供も元気に育ちません。格差を市がつけて

どうするんですか。

女性 40 代 田家

教育・文化
友学館の閉館時刻を７時にしてほしい。仕事帰りになかなか利用できないので。また、学生はコラーレを利用して学習し

ている。せめて７時まで、学習できるようにしてほしい。
女性 40 代 愛本

教育・文化 子供達が他の国々の方と交流し、広い視野を持つ人に成長できる様、日常の中からのお手伝いを。 女性 50 代 浦山

教育・文化
共働きが多いと感じる。介護でもしていると、子供の教育がおざなりで心配。子供だけでも集まり、学べるところがない

のか？
女性 40 代 生地

教育・文化
学校の教育施設への充実において、桜井中学校を早期、建て替えを行ってもらいたい。他の市町村では考えられないこと

である。子供達の施設の充実、安全が大事なのではないか？
男性 40 代 大布施

教育・文化
最近はいろいろな人材を育てることにつきると思う。教育、そのためにも幼保、小学、中学で優秀な講師を確保し、子供

の能力を大いに伸ばせる体制が必要。
男性 50 代 若栗

教育・文化 国際文化センター（コラーレ）の車の駐車場が狭い 男性 70 歳以上 大布施

教育・文化 図書館は誰からもわかりやすい場所で快適に利用できるゆとりのある図書館にしてほしい（駐車場も同じく） 女性 60 代 荻生

教育・文化 図書館の充実不足と思う（他の市町より） 男性 60 代 村椿

教育・文化
旧黒部市と宇奈月町との交流がうまくいっていない様に思われる。（教育、スポーツ交流）。栃屋、若栗は隣だが…八社

付近で線が引かれている様に思う。栃屋から若栗の小学校へ行けないのか？垣根を取り払ってほしい。
男性 60 代 浦山

教育・文化 スポーツ指導者の育成、団体への補助が足りないように思う。老朽化した小、中学校の早期新改策を望みます。 男性 40 代 三日市

教育・文化 教育面・学校司書を増員し、児童の読書環境を整える。 女性 60 代 浦山
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教育・文化
教育にすごく不満を感じています。子供を教育する事は大事ですが、その前に親達、大人達が教育を受けるべきではない

でしょうか。
女性 40 代 下立

教育・文化
図書館を利用したいと思って行った事があるのですが、以前住んでいた所と比べると、わざわざ車を使って行こうと思う

程の利用価値が見出せなかったので、より一層の充実をお願い致します。
女性 20 代 石田

教育・文化 桜井中学校の修理はいつ頃なのか、とにかく早くして欲しいです。 女性 40 代 大布施

市民参画や行財政運営 税金を有効に使ってほしい。 男性 50 代 田家

市民参画や行財政運営 行政サービスこれからもたくさんやること。 男性 50 代 田家

市民参画や行財政運営 税金の負担を減らして欲しい。 女性 50 代 荻生

市民参画や行財政運営
行政関係者（職員含）の公平・平等（資質の向上求む）、住民に対する”思いやり”が基準（してやるばい etc めくだし

態度ではまちづくり？
男性 70 歳以上 浦山

市民参画や行財政運営 今の市政じゃ難しい・・・ 男性 20 代 宇奈月

市民参画や行財政運営 昔からの計画を実行するより（大黒町等の道路等）これから先の町づくりを考えて、税金を使うべき。 男性 50 代 石田

市民参画や行財政運営
市庁舎など一人の意見で決めず市民全員の合意で決めてもらいたかった。市民が行政に参加しても大事な事は勝手に決め

られるのでは参加する意味がない。
男性 60 代 浦山

市民参画や行財政運営 市民への税負担増反対！計画的な財政運営をお願いします。 男性 40 代 東布施

市民参画や行財政運営 税金を安くして下さい。 女性 20 代 浦山

市民参画や行財政運営 少数派の意見を取り上げてみてはどうか 女性 30 代 愛本

市民参画や行財政運営 税金を安くして下さい！！ 男性 20 代 荻生

市民参画や行財政運営 無駄な歳出を減らしたり、賃金カットをし、健全な財務状況を早期に目指してほしい。 男性 40 代 生地

市民参画や行財政運営 一部、市職員の質が悪すぎる。 男性 40 代 若栗

市民参画や行財政運営 行政的？市職員の（質）指導法 男性 70 歳以上 愛本

市民参画や行財政運営 議員数が多いと思う 女性 50 代 荻生

市民参画や行財政運営 もっと女性を参加させる工夫を。婦人議会ではなく、実際の政治に女性の参加を促すよう議員の半分は女性になるように。 女性 60 代 大布施

市民参画や行財政運営 市職員は自信をもって仕事に取り組んで、市民をリードしてほしい。 男性 60 代 三日市
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市民参画や行財政運営 アンケートの結果を大まかでもよい。市民に分かりやすく知らせてほしい。 女性 50 代 三日市

市民参画や行財政運営

市の税収を増やすことの長期ビジョンで必要な経費を投入すべき。石川県のように投入しないと。ケチケチしてても・・・。

お金はまわさないといけない。使わないと入ってこない。そのかじとりが市長をトップとした市役所の人たちの責務。お

ねがいします。

男性 40 代 田家

市民参画や行財政運営

男性よりも女性の方が家計のやりくりが上手なので、金銭の支出に関わる仕事は女性中心に構成するべきだと思います。

この意見、要望もどの程度市政に反映されるのか分かりませんね。年間の目標として、３件ほど大きく取り上げ、今年は

これをやりますと宣言し、毎年少しずつ確実に前進していくようにすれば、市民ももっと市政に関心をもつようになるの

ではないでしょうか。

男性 30 代 東布施

市民参画や行財政運営 もっと開かれた行政をするべき。 男性 40 代 浦山

市民参画や行財政運営 行政は市民に公益性の事の協力を要望してよい。市役所は、まだ役所仕事から抜けていない。 男性 70 歳以上 浦山

市民参画や行財政運営

ホームページでも市の広報が閲覧出来るようにしてほしい。もっと項目を増やして充実したものにして下さい。（ホーム

ページ＆広報）薄すぎ！私は市外出身ですが、地元（呉西）のホームページは、ケーブル TV で放映された画像も観れま

すヨ。

女性 40 代 田家

市民参画や行財政運営
①定期的にアンケートをお願いします。②市民税が高すぎです。低減活動を明確にし、活動して下さい。③意見を聞く場

を設けて下さい。１回/年程度 ④アンケート結果を公表して下さい。OUT PUT を出しましょう！
男性 40 代 下立

市民参画や行財政運営
黒部市の事を知るのは「広報」のみなので、もう少し広報活動に力を注いで欲しい。合併後、市政が遠くなったように感

じる。（旧宇奈月町の事が知らないからでしょうか）
女性 60 代 田家

市民参画や行財政運営

黒部市のまちづくりと云う前に、議員や職員の意識改革をしていただきたい。住民一人一人不公平がないよう平等に行政

サービスをしてもらいたい。一例をあげれば福祉関係先への天下り等。あるいは、住民目線ではなく職員目線で物事を判

断する事等。

男性 70 歳以上 浦山

市民参画や行財政運営
若年層が市内で働きながらサービスを受けるのが望ましい。仕事ばかりに向いてしまい、まちづくりに参加できるほど時

間に余裕がない。
男性 20 代 浦山

市民参画や行財政運営

街づくりとは・・・？市会議員さんとは？自分の仕事もらう為になってるの？市の為でなく・・・と聞くこともしばしば。

黒部市が３年後、５年後、１０年後どうなっていくのか。議員や偉い人達だけでなく、一般市民が皆判るような夢を持て

るような構想を練ってほしい。全員が判る発表、報告、伝達をもっと工夫してほしい。

女性 60 代 三日市
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市民参画や行財政運営 旧宇奈月町と黒部市が合併したためか税金が高くなったような気がします。 男性 50 代 浦山

市民参画や行財政運営

住民に色々なことを求めても、参画する人は限られている。働いている人も色々な人が、色々のことに積極的に参加する

ことができる企画を作ることが大切。自分の身にかかってくるものであれば、意見もよく出るし、実行へ向けれると思う。

関係ないけど「みらーれテレビ」の行政情報は全くおもしろくない。広報に書いてあることをお知らせしてもダメ・・・。

もっと市民の意見を出しながら参加している画面を流すことにより、また市民も参加しようと思うのでは・・・。字だけ

並べてもダメ。入善、朝日の方がとってもおもしろい。

女性 50 代 下立

市民参画や行財政運営
九州電力の「やらせ」問題のように、あらかじめ質問者、内容が決まっているようなタウンミーティングならやらない方

がいいのではないですか？時間の無駄だと思います。
男性 40 代 生地

市民参画や行財政運営
誰もが輪の中に入れる、暖かな町作り、各町内に議員がおられます。その方々がみんなの意見を聞いて、市議会の中で話

し合い、よりよい町作りに住みよい黒部市にして頂きたい。
女性 50 代 村椿

市民参画や行財政運営
黒部市内の将来の構想がよく見えてきません。何か目標があると思いますが、もっと周知を図ってもらえるとありがたい

です。（広報等よくみていないせいかもしれません）
男性 50 代 荻生

市民参画や行財政運営 若者がもっと参加しやすい、したいと思えるイベントなどがあればいいと思います。 女性 20 代 下立

市民参画や行財政運営
黒部市の保育施設は利用税を徴収すべきだ、格安の価格で無料はだめだ。施設の維持管理費用は各施設毎に責任を持って

確認すべきだ。天下り的な管理者ばかりと思われる人達にも責任を持ってもらうことが非常に大切だ。
男性 60 代 大布施

市民参画や行財政運営 行政改革を進め、人件費の削減、箱物の整理 男性 70 歳以上 石田

市民参画や行財政運営
黒部市の良さを行政と住民が一体となって全国、世界に発信を！（５～１０年計画で）生地浜、魚、ＹＫＫの拡大、宇奈

月温泉、峡谷鉄道の充実、魅力ある散策活動、大学（学生）と連携し、アイディアと経済力を起こす、高める。
女性 60 代 下立

市民参画や行財政運営

町内会からの市に対する要望事項が振興会で整理、集約の段階で消されるケースが多いので。市民の声、要望を把握する

ためにも、町内会の要望は市で必ず目を通すなどの、きめの細かい配慮が必要に思います。大変な業務になりますが、検

討していただきたい。それぞれの地域での郷土芸能や伝統行事の育成支援は地域づくり、人づくりにつながる基本と考え

ます。もっと啓蒙を含め市の積極的な支援が必要ではないでしょうか？

男性 70 歳以上 下立

市民参画や行財政運営

現在、社員寮に入居中の独身世帯であり、社会との関わりは、あまり深い方ではないと思う。黒部市へ転入して５年ほど

経つが、自家用車さえあれば、住み良い町だと思う。だが、高齢化を迎えた際には、やがて不安な面が感じられると思う。

また、コンピューターが社会に浸透しつつあるので、くらしに役立つ、情報化社会を目指して欲しい。

男性 50 代 宇奈月
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市民参画や行財政運営 行財政健全の為、企業誘致の推進をもっと強力に進めるべきです。 男性 60 代 浦山

市民参画や行財政運営
強力な行財政改革の実行を歳出削減に取り組んでほしい。特に、新幹線駅周辺整備、新庁舎建設等にはあまり金をかけず

機能効率の充実を目的としてもらいたい。
男性 60 代 大布施

市民参画や行財政運営 全体として住民の要望等について予算がないとか。返事ばかりであり、ほとんど無視されている。 男性 60 代 下立

市民参画や行財政運営 いろいろな人達の意見や若者達の意見に基づいて市政を考えていかないと離れて行くと思います。 女性 60 代 浦山

市民参画や行財政運営

市が少子高齢化の状況がこれから加速すると思われる中で行政の効率化があまり見えていない。ＩＴになり地域、住民と

のネットワーク化等で市議員の削減を図り、行政サービスの手段質を高める必要がある。又、市庁舎の建設は目的として

効率化であったと思いますが、民間では、投資に見合った効率化が求められる。職員の削減を並行して考えるべきではな

いか。さらに、市議会議員の定数の削減の声が出て来ないのは市民意識の低さに悲しい思いです。

男性 60 代 内山

市民参画や行財政運営 市は地域の発展を望むなら補助金の一律カットは良くない。 男性 60 代 愛本

市民参画や行財政運営
市民のアンケートや意見が「黒部市の町づくり」にどのように活かされているのか、具体的にわかるようにして欲しい。

よろしくお願いします。
男性 30 代 大布施

市民参画や行財政運営

〈公園など〉暮らしに便利なガイドブックや困った時にすぐに役立つ情報が見られる・きかれる環境がありがたい。（例）

家庭にガイドブックを配置し、困ったカテゴリ事に情報がわかるように、もしくは、情報が得られる案内、〈ネットや

TEL 番号等）版を作成する

女性 40 代 浦山

市民参画や行財政運営

黒部市まちづくりと言っても我々一般市民どうやっていけばよいのかわからない。町が廃れていく今日このごろです。生

地の町なのか、だんだん商店もなくなり寂しいものです。地域住民がもっともっと町の発展や活性化に取り組んでいくし

かないのでは。それにあたり市の方でも力を入れてもらいたい。市の税金高いと私は思います。収入が少ない今どうにか

生活しています。

男性 60 代 生地

市民参画や行財政運営
地方税が高すぎる。収入では無く、受ける行政サービスに応じて平等に徴収すべき。市の赤字財政を更に悪化させ、かつ

今後の財政改善の為のアクションプランも見えない。現状の市政は最悪である。
男性 40 代 荻生

市民参画や行財政運営
合併後は地域でのいろいろな行事が無くなり人間関係が疎遠になりました。地域の公民館活動を活発にして以前のような

楽しい日々を過ごせるようになりたいものです。
女性 70 歳以上 浦山

市民参画や行財政運営
歳入が減る中、職務中に乗る車は、全て軽４にしてほしい。維持費が何台もあると、かなりの金額になるのでは、税負担

という前に市の出来る所から経費削減に努力してほしいです。
女性 70 歳以上 三日市
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市民参画や行財政運営
財政難だと言って、地域の要望を受け入れないのはおかしい。旧黒部市も旧宇奈月町も同じ市になったのだから、もっと

全体を有意義にしてほしい。
男性 50 代 愛本

市民参画や行財政運営 地域間の交流が薄い気がします。祭り等のイベントも重なることが多く考慮してほしい。 男性 30 代 三日市

市民参画や行財政運営 イベント、コンサート、etc,全国から集客できるものがほしい。創意工夫で考えて企画してただきたい。 男性 50 代 内山

市民参画や行財政運営

私の眼には市職員の数が多いように思える。もう少し、効率的に行えば、今の仕事量はこなせると思います。民間では常

に、その様な事を考えながらやっている。赤字なら、職員の給料も下がって当たり前。その様な、経営感覚が職員にも必

要なのではないかと思います。

男性 60 代 浦山

市民参画や行財政運営 黒部市議定数の削減 男性 50 代 大布施

市民参画や行財政運営
市の老人会について、お聞きします。６０歳を過ぎたら入会という事を聞いていますが、先日６０歳を超えた者１人当た

りに老人会に入金があるとききました。広報等で発表して下さい。私達の地区は会計報告がありません
女性 60 代 音沢

市民参画や行財政運営

黒部市は大変暮らしやすい市と思います。自分の町に愛着を持ち、市内観光施設、商店街等、あらゆる事に対し、黒部市

を利用する気持ちを持つことが、黒部市のためになるという思いを、市民全員が持つようになるようになればいいと思い

ます。不要な公共施設は廃止すべき。市民が本当に利用されているのか等実態を把握し、思い切って行動すべきと思いま

す。

女性 30 代 三日市

市民参画や行財政運営
小地域（町内会単位）が自立した地域力を付けるような取り組み。市議会議員の地区への議会報告説明の義務化（年３回

位）議員の任期を３期以内。1０年程度の制度化など。広く市民の意見を聞くようにしていない。
男性 60 代 大布施

市民参画や行財政運営 国際センターコラ－レ職員の対応する態度がよくない。教育してほしい。 女性 60 代 生地

市民参画や行財政運営

いろんな項目で地域の人々とコミュニケーションの場をもっと設ける必要があるのに、要望されないと場を設けないよう

にしている。特に市民課の対応を見ていると以前は、偉そうな対応をして不快にさせる事が多く、市役所に行くのが苦痛

だった。都市計画課は承諾を得るためには、嘘をついてさえ、印鑑をもらうようにしていた。

男性 50 代 三日市

市民参画や行財政運営

街中イベントが各町内別（個々）に行われ全く活気が無く、面白くないから、ついイベント会場に足を運ぶ気分になれず

残念です。何故、例えば三日市全体の一つのイベントに絞って、八尾町や、成功している地域を見習い、県内外にネット

を利用して発信出来ないのでしょうか。そうする事で私達の黒部市も、もっと豊かになり知名度が上がるのでは。と常に

想う市民の１人です。どうか、この想いが伝わります様願っています。

女性 60 代 三日市

市民参画や行財政運営 青年組織の復活。行財政のみえる化（負債等）。 男性 40 代 若栗
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市民参画や行財政運営
①市議会議員の人数が多すぎる。１５名位が適当と思います。②市議員の視察が多過ぎます。年１回が適当と思います。

③職員の対応が悪いと思います。教育徹底。其の他議員の対応が悪過ぎます。
99 70 歳以上 若栗

市民参画や行財政運営 市の職員は少しお高い様な気がいたします。特に税金の申告に行った時など、笑顔一つありません。特に女性職員です。 女性 70 歳以上 下立

市民参画や行財政運営 市民税高い。所得に応じて決まるのは不平等。 女性 20 代 田家

市民参画や行財政運営
私は今時間的にゆとりのある生活をしています。何か、ボランティアをとも思ったりするのですが、そんな情報を知らせ

ていただける小冊子やチラシ等があるといいと思います。自分で動いて調べると良いのでしょうが。
女性 50 代 大布施

市民参画や行財政運営
黒部市の行政をもっと情報公開して下さい。市民は知りたがっている。インターネット、みらーれ TV、チラシ、何でも

いいからもっともっとアピールして欲しい。黒部市をもっと「オープン」に！！
男性 30 代 三日市

市民参画や行財政運営

こども支援課の窓口は非常に居心地が悪い。職員の視線を妨げるものが何も無く、相談に来た人同士の座る位置もとても

近く、プライベートな話をしにくい。福祉課の窓口は、常に 1 人の職員の方が窓口で仕事をしていて応対してくれる。職

員と窓口のカウンターの間に適当に機器等が置いてあり、視線をさえぎってくれる。職員の対応も親身で丁寧である。場

所等の制限もあると思うが、是非、福祉課を参考にして御一考をお願いしたい。

女性 60 代 石田

市民参画や行財政運営
税の収入以内ですべて実行して下さい。借りて行うは誰でも出来る事であり、能力の低さが考えられる。税金以内で行政

を行って下さい。増税大反対。
男性 60 代 荻生

市民参画や行財政運営
市長と話せる（要望、市の状況等）機会が全くない。（注）旧宇奈月町の時は町長自ら地区に足を運んで、話合いの場を

もっていた。（悩みごとや、地区の要望事項等について）
男性 60 代 愛本

市民参画や行財政運営 市会議員の位置付けが不明確でないか。定数が多い。議員手当てが多い。地域の代弁者になっていないか。 男性 60 代 前沢

市民参画や行財政運営

市財政の健全化。高齢化に伴い、税収入の激減と支出の増大が予想される上、新幹線整備、庁舎建設、新校舎建設などの

支出が控え、地震への備えもなされなければならない。また、高齢化の対応に対する費用も大きいものと考えます。負債

も大きいと聞いていますので、今から健全化に向けての取り組みが必要だと思います。

男性 60 代 荻生

市民参画や行財政運営

魚津には、たてもんや蝶六があるので、地域性や活気があると思う。異性、異年齢の交流もあるし、市内でたくさんのふ

れ合いがある。町が一つになっている。黒部にも、祭りや踊りの文化があれば、子供を育てたい町になると思う。実際、

私は子供を育てるなら魚津市のような市が良い、と思っています。

女性 20 代 大布施

市民参画や行財政運営
市役所の横柄な態度どうにかして欲しい。電話の対応をしっかりして欲しい。昼時間に行くととてもイヤな顔をするのは

やめてほしい。
女性 40 代 若栗
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市民参画や行財政運営
公務員の給料２０％カット、ボーナスいらない。新幹線（黒部駅周辺）に無駄なお金をかけない。市街地の道路整備を早

く進めてください。以上の事を実現すればよい「まちづくり」がおのずから出来ます。
男性 50 代 田家

市民参画や行財政運営
小生、海岸近くに住んで居ります。津波対策等の計画等が有れば、広報にて知らせて頂きたい。又、地震等に依り、黒部

ダムで崩壊等が有った時の対策も合わせて発表して頂ければ幸いです。
男性 60 代 石田

市民参画や行財政運営 住民税が高い。 男性 20 代 浦山

市民参画や行財政運営
今、黒部市で一番大切なことは祭りが良くありません。各地区（他市）は一生懸命にやっていると思う。新幹線も三年く

らいで開通を期に郷土芸能を中心（獅子等）に盛り上げることだと考える。そして宇奈月温泉や地域の発展に通ずる。
男性 70 歳以上 前沢

市民参画や行財政運営

女性の参加が少ないのでは。役所は以前、上目線であったが、最近は、世の中の目線が厳しくなるにつれ、やっと市民の

目線に戻りつつある。公と民の年金の差あり過ぎ。おかしい。全体的にカットして税負担のアンケートする以前の問題で

ある。

男性 60 代 荻生

市民参画や行財政運営 言うだけじゃなく動く職員が増える、動かせる職員が出てくる、そうなれば市役所も何かが変わる。 男性 30 代 三日市

市政に関して（その他） 若者が生きがいを感じ、希望のもてるまちづくりの推進。 女性 70 歳以上 浦山

市政に関して（その他） 活力のあるまちづくりにしたい 男性 60 代 愛本

市政に関して（その他） もっと若い人が行けるような場所を作ってほしい。 女性 20 代 前沢

市政に関して（その他） 人口の増える市にしてほしい。若い人と年寄りが集まる場所作ってください。 男性 20 代 若栗

市政に関して（その他） 黒部市と合併しても何もいい事ありません。 99 99 若栗

市政に関して（その他） たとえ良い方向に向かうにしても、急進的ではなく、息切れしないようゆっくりと進めてほしい。 男性 40 代 荻生

市政に関して（その他） ハードとソフトどちらも充実できるよう考えた政策にしてほしい 女性 50 代 浦山

市政に関して（その他） 新幹線が開業しても大きな効果はない。駅前の整備よりも住民の生活がもっと楽になる方に力を注ぐべきだ。 男性 30 代 下立

市政に関して（その他）
何事をはじめても長続きしてない。くろべまつりとか。将来を見通した町づくりであってほしい。反核、反原発を市のス

ローガンに。放射能は大丈夫？
女性 60 代 大布施

市政に関して（その他） ハード面のまちづくりではなく、ソフト面でのまちづくりの充実。人づくりが基盤になるのではないでしょうか。 男性 50 代 浦山

市政に関して（その他）
海や山ならびに市街地の人々が、その地域の事ばかりでなく交流して、一つの事をやりとげる共有感が互いに対する思い

やりを持つと思う。
男性 50 代 内山
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市政に関して（その他）

都会の老人の有料老人ホームはかなり高いし、順番待ちだと聞いています。新幹線も開通する事だし、都会の定年を迎え

た人達に田舎で住む提案をしてみてはいかがですか。温泉もあるし、病院も充実していると思うので、黒部市は第二の人

生には素晴らしく良い所だと思います。わざわざオーストラリアなどに移住するのだったら、黒部市もアピールして、老

人ホーム（有料）都会より定額で、家族にも会いにきやすいし、若い人の働き場所の商業にも良いと思う。子供を増やす

のは、頭うちなので、リッチな老人を黒部市に呼び込もう。

女性 50 代 下立

市政に関して（その他）

黒部市は地味です。私の友人で富山市、射水市に住んでいる人がいるのですが、黒部には何があるのか分からないと言わ

れました。おそらくこの発言をするのは若い世代に多いのではないでしょうか。私自身も黒部市の良いところをアピール

しろと言われても、答えがなかなか出てこないです。楽しめる遊び場は何処かと聞かれたら、足湯、新川牧場、どれも地

味です。何か家族で楽しめる施設、または誰もが注目するイベント、ウォー太郎を超える可愛いマスコットキャラクター

をつくって、地域活性化してほしいです。新幹線が完成する前に、市民の声を取り入れた、斬新なイベント、施設を考え

ていくべきです。このままでは、何も変わらないです。行動するべきです。

男性 20 代 大布施

市政に関して（その他） 広域的な地域社会を目指す。 男性 70 歳以上 浦山

市政に関して（その他）

市全体が環境に適している。が、一極に集中しがちな、住宅地＝過疎化進行を早める。又、それが地域の若者、老人のア

ンバランス＝活気と連鎖している。新幹線がスタートする前に、１００年先を見据えた黒部の町づくりを考えて望しい。

何を変え、何を残すべきか、食の安全、生活の安全を考えなければならない。今、黒部市には素晴らしい物が沢山有る。

山林も高齢化し、荒れ放題、サルの下山化、人間がサルを恐れて山を下りなければならない現状。一極集中した教育が、

地方の人間性の良さを、ギスギスした物になっていないか。でも、愛すべきふるさと、黒部市です。

女性 50 代 浦山

市政に関して（その他）
若者が定着する町づくり、雇用（働く場所）、保育所、住む場所（家）、環境等、将来を見据えて全面的にやってもらい

たい。場当たりではなく。
男性 60 代 東布施

市政に関して（その他）
黒部市との合併により旧黒部市よりの町づくりになっている。旧宇奈月町にも良い所がたくさん有ります。取り残された

ようで寂しい事がある。
男性 70 歳以上 愛本

市政に関して（その他）
総合振興計画の前期基本計画の進行具合などの資料もそえてアンケートを出してほしかった。黒部市は、何を目指してい

るのか
男性 40 代 若栗

市政に関して（その他）

まずは子供を増やすこと、少子高齢化というけれど、高齢化はどうしようもないが、少子化は、若い男女を結びつけるこ

と、これは、村、町、市、国ですが、先ずは、黒部市で男女を結び付けられるイベントを積極的に押し進める事が町つく

りの基本です。期待しています。

男性 70 歳以上 浦山

市政に関して（その他）
黒部市全体の飲み会（男女）を作ってほしい。黒部市にナンパスポットを作ってほしい。逆ナンパスポットを作ってほし

い。
男性 20 代 三日市
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市政に関して（その他）

前期基本計画の総括を行ったのか（厳しく）背骨道路の建設が先ではないのか？３０年から５０年先を見据えた都市計画

をしてほしい。次の世代が後になって「なんでこんなものを？なんでこんなところに？」などを少なくする町作りをして

ほしい。よろしくお願いします。

男性 40 代 生地

市政に関して（その他）

よいところはたくさんあるので、もっとアピールすることが大切だと思います。子供から青年がこの市にずっと住みたい

と思える市をつくっていく。そのためには就業できる企業の誘致、高齢者が住みやすい、町づくりなどに力を入れていく

ことが大切ではないでしょうか？

女性 50 代 村椿

市政に関して（その他）
旧宇奈月町の住民は不平、不満の人が多い、現在の市行政は旧黒部市を中心とした考えで進められていたからだ。合併は

失敗だったと。旧宇奈月町の住民のことを考えた行政をお願いします。
男性 70 歳以上 下立

市政に関して（その他）

若者の結婚対策を至急！（黒部市の活性化の欠如となるため）考えられる原因（特に若者の男性の正規雇用確保の難しさ、

そのため、経済力が弱く婚活に踏み切れない。男女の交流の場が少ない、ダンスパーティ、合コン、お見合い等）男女共

に結婚願望が薄い、結婚の必要性、良さ等多くあることを望む。親の子供への結婚に対する意識改革が必要、結婚への強

い奨励と経済的援助

女性 60 代 下立

市政に関して（その他） 他の市町村にはない「黒部ならでは」という視点からユニークな町づくりを引き続きお願いしたい。 男性 50 代 若栗

市政に関して（その他）
少子高齢化の現実を見つめ、活婚事業を強力にすすめ、独自に市、単独事業で補助する体制を造る”独身貴族をなくする”

結婚させる”一人暮らしゼロに！
男性 60 代 浦山

市政に関して（その他）

黒部市（富山県）が若い世代の人達にもっと魅力のある町であるように取り組むことも必要だと思います。私達の年代（４

０代）にすれば、とても住みやすく子育てをするには良い所と思っていても、若い世代の人が、若いうちに県外へ出て、

黒部に戻ってくることに、魅力を感じないと、生活の場を県外においたままになってしまいます。子育て環境の整備の前

の段階も考えたらいいと思います。

女性 40 代 石田

市政に関して（その他）

不況や災難続きの時代新幹線が通っても直ぐ景気が戻る訳もなし辛抱が大切です。先を読む力、決断力も大切だと思いま

す。宇奈月に生れて、８０年余り山あり谷ありでしたが、一番住みやすい所です。これからもきっと伸びて行くでしょう。

力を合わせて頑張りましょう。

女性 70 歳以上 宇奈月

市政に関して（その他）
何か特徴に有る町作りにした方が良いと思います。黒部は山も川も海の近くにあって、何ヶ所かに癒しのスポットを作り

「黒部の町へ行くと心が和むわね」と云われるような・・・そんな町でも
女性 70 歳以上 石田
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市政に関して（その他）

町づくりをするにあたって行政一方だけではダメだと思うが、市民との協働もどう進んでいるのか良く分からない。今回

の基本計画も、もう決まった事なのでは？という思いがあり、最終的に住みやすくなるのか、活性化できるか行政側の構

想が見えない。財政的におそらく大変な状況だと思うのでムダなお金の使い方だけはしてほしくないと思う。

男性 30 代 村椿

市政に関して（その他）
年度の重点目標をはっきり決めて、その目標に達するようにしてほしい。重点目標は２つか３つ位でよいと思う。（例、

新幹線の黒部駅の充実など）
男性 70 歳以上 三日市

市政に関して（その他）
自治体、広くは国家が民のことを本当に考えて存在するような世の中になる日がいつの日か来るといいなあ。と夢を見て

おります。
男性 50 代 内山

市政に関して（その他）
合併後良くなったと思われる事が少ない。悪くなった事が多いような気がする。山、海、それぞれにやるべきことがある。

同じではないことを意識してほしい。
男性 50 代 愛本

市政に関して（その他）

市内でも校区（旧地区）によっても、福祉や教育にも少なからず差があるように思う。何事も平等で全てが満足とはなら

ないと思うが、格差は最小限へと努力する事が大切だと思う。消費動向が市外へ向けられている現実と、今後高齢化が進

めば、車での移動が少なくなり、やはり地元での消費、又は購入手段にも変化が訪れると思う。１０年、２０年後の人口

構成を見越した整備が必要だと痛感します。

女性 50 代 下立

市政に関して（その他） 若者が逃げない魅力ある町になることを願っています。 女性 70 歳以上 荻生

市政に関して（その他） 新しいもの（物）は不要、有る、在るものに手をかけていくことが大切。 男性 40 代 生地

市政に関して（その他）

現状では豊かで安全な老後が迎えられるのか不安でいっぱい。市政が停滞しているように感じる。新しいことをしなくて

もいい。現状の不備なところを改善している姿勢を目に見えるように示してほしい。不満というより、何も見えなくて、

どう判断してよいか分からないので、満足度は「どちらとも言えない」を選んだ。市長が代わっても今までとどこも変わ

っていないことが不満。

女性 50 代 三日市

市政に関して（その他）

原発事故以来、日本各地で食や水の安全が揺らいでいます。原発周辺の県のみならず、他の遠く離れた県で汚野菜や肉が

流通し、腐葉土や飼料に形を変えて、地元の農業や畜産の安全をおびやかそうとしています。ほとんどの県が国の方針に

右にならえで従っている中、食の安全と住の安全、安心して子育てに取り組める県として、がんばってほしいです。情報

公開、少しでも疑わしいものは処分を引き受けないなど、市民の側に立った行政判断をお願いします。

女性 30 代 浦山

市政に関して（その他）
1 つの核のテーマをもち、1 つを重点的に行い達成させたのち、次の事を核を変えていく。まずは、住みよい町を造り、

人口を増やす事が大切だと思う。
男性 40 代 村椿
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市政に関して（その他）
合併により宇奈月町をさておいて、元黒部市の方面だけで行事など行われている状態で。もっと活性化のある宇奈月にし

たいです。
女性 60 代 浦山

市政に関して（その他）
スタイルの変化じゃなくて、本当に底辺に居る人達の困って居る事に心を向けて下さい。小さな事で困っています。日常

生活でほんのちょっと助けて欲しい。（国の法律の事ばかりです。その様に言われて進みません。）
女性 60 代 三日市

市政に関して（その他）

アンケートを書いて黒部市のことを何も知らないことがわかりました。私みたいな人がほとんどだと思います。黒部市の

ことを誰もが知っているような施策が必要なのではないでしょうか。新しい施策に取り組むときは、他の市町村の状況を

良く把握して実行してください。一番乗りで失敗するのではなく、じっくり考えて実行して成功してください。

女性 50 代 東布施

市政に関して（その他） 市長さん、新川市を作る事はどうなりましたか？作るとすれば市役所の場所を考えてみればどうかと思いますけど。 男性 60 代 村椿

その他

娘が近くに住んでいるので、高齢になったのでよくしてくれて、とても幸福と感謝しています。子供は宝かな・・・とつ

くづく思う毎日です。子供のお荷物にならないようにと思いますが無理な言葉です。世の人達の支えあって生きれる事を

痛切に感じています。

女性 70 歳以上 浦山

その他 アンケートで何がわかるのだろうか？ 女性 60 代 三日市

その他 アンケートが難しすぎます。 女性 50 代 前沢

その他

幸せに見せかけた意地悪をしないで欲しい。最初から最後まで仕事場、家庭、学校などで 1人対複数の仲間外れを作らな

いで欲しい。最初から数人ずつの仲間に分かれて全体で相互に協力し合いながら 1 人を仲間外れにする団体を簡単に入れ

ないで欲しい。

女性 20 代 浦山

その他 無作為抽出とはいえ、勉強不足や社会オンチでアンケートにきちんとお答えできず、申し訳ありませんでした。 女性 70 歳以上 荻生

その他 内容が漠然としてよく分からない。 男性 60 代 田家

その他

黒部市後期基本計画のアンケートを頂いて、何とも思わず懸命に○を付けたりした途中に思い出したのは自分の年齢、人

生あと一歩という年齢９０近きの者が現実に向かって計画に実行できる人生ではなく今自分の身を守るのに一生懸命で

はないか？と思いましたら、申し訳なくなって中途で休みました。お許し下さい

男性 70 歳以上 下立

その他

口では上手い事ばかり言っているが、実際行動するとなると他人事になっている人が多い。困り事が出来て、警察に相談

しに行っても、取り扱ってもらえない。悪い事をした人間が、どうどうとして被害に有っている自分達が逆に悪く言われ

る様になってしまう町（市）は世も末です。

女性 40 代 前沢

その他
宇奈月町に親分がいないからとても寂しいです。中谷先生、顔も見えないで心淋しいです。黒部市役所の人達には日頃大

変お世話になり有難う御座います。今後共宜しくね。私の云い分はこれにて失礼します。
女性 70 歳以上 内山
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その他 私は１人の主婦ですので、アンケートは非常に難しかったです。よろしくお願い致します。 女性 60 代 田家

その他 非常に治安がよく、住みやすい土地だが住むのは、６０才を過ぎてからでいい町。何の楽しさも刺激もない。 女性 30 代 石田

その他 アンケートの返信が遅くなってすみません。今後月末などに期日を指定して頂いた方が、忘れなくて助かります。 女性 40 代 浦山

その他

黒部市について自分自身よく知らないと思う。仕事、家事、それらのストレス発散に時間をとられ、黒部市について客観

的に良い所、心から（体調管理）、満足できる所に目が向かない。また、悪い所も全体を通してわからず、課題が何なの

か、自分にできることは何かもはっきりしない。黒部に生まれ、育ち、生活できて良かった。（いいところ）と心の深い

所で感じて生活できれば幸せです。現在は自分の仕事、子供のこと、毎日の家での事を行うのに精一杯な感じがなにか違

うと思っている。心のよりどころがほしい。総合公園の水の小径が癒される。今後もっとよくなり、人がゆっくり、自由

に集う場所になるといい。独自で一番住みやすい黒部にならないかな。黒部市民は、黒部峡谷とか、すばらしい所へ行け

る体験があるとよい。皆に知らせたいと思う。

女性 40 代 生地

その他
なぜ黒部市は市なのに公共職業安定所（職安）がないのか？どうして魚津まで行かないといけないのか分からない。黒部

市に住み、黒部市内で働きたい人がいるのだから。
女性 30 代 浦山


