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１ 大気（６件） 

１ 市内の交通をスムーズにする為，道路をもっと整備してほしい。渋滞になると

空気が汚れ環境が悪くなると思う。 

２ 昼間，移動手段は徒歩か自転車ですが，歩道がガタガタで自転車ではスローで

通ってもお尻が痛い。歩道を直して欲しい。 
緑園通のような遊歩道を造って欲しい。けっこう走ってる人や学生さん，ウォ

ーキングの老人の方多いです。 
ホタル見なくなりました。町が都会化したせいでしょうか？ 

３ マイカー通勤や学校の送り迎えを制限し，公共の交通を利用する対策をたてて

実施してほしい。1人しか乗っていない車が多く渋滞を起こしている。子供も歩

くこと少なく，運動不足による健康問題がある。 
車離れは種々な効果を生むので，ぜひ実行できる策を考えてほしい。 

４ 排ガス（車）が気になる。 
北浜町の異臭。 
山道・海辺のゴミ。 
公園での水道の設備。 
海のまちなのに，海に関する環境設備などが少なく，残念。 

５ この辺，道路は砂利道もあり早く舗装して欲しい。 
夏，車が通る度にほこりに悩まされます。 
近くの小売店が次々なくなり，年寄りにはすごく不便です。諦めるしかない？ 
ゆっくり散歩出来るところあったら良いが。 
サイクリングロードあると良いが。 

６ トラックや大型車等のエンジンのかけっぱなしや排気ガスが気になり，不快に

感じています。 
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２ 水（９件） 

１ 川（特に亀田川下流）が汚い。魚が遡上できる川にしてほしい。 
２ 金森倉庫あたりの水辺（ボート乗り場や海）は汚すぎです。観光客に見られて

いると思うと恥ずかしい。 
産業道路は空気も汚いけど，分離帯に沢山ゴミが捨てられていて見苦しい。 

３ 大沼 湖の水質が悪化。（アオコ等の発生）湖畔で営業しているジンギスカンの

洗いカスが流れているのではないか？と聞いたことがあります。 
汚染水を流さない規制や，観光地保護を行政面からバックアップしていただき

たいと思います。 
新しい環境（施設，空間，整備）を作るよりは，まずは，現存する，環境を守

ることの方が優先してほしいです。 
大沼の自然を失わないように，維持，管理をお願いします。 

４ 河川の中に，草が自由に伸びすぎている。整理が必要かと思う。 
湯の川，特に渡辺病院の横の河川に小魚が遊んでいる。とてもうれしかった。 
コンクリートが全てでない。木質は，水を吸っていると，強度がありますよ。 
御苦労様です。 

５ 水がきれいとしましたが私の子供の頃と比べると，かなり汚れています。 

６ 産業道路を通る時イトーヨーカ堂近くの亀田橋又グルメシティー湯の川店の横

の松倉川，川の流れが見えないぐらい川のなかに樹林が多い。 
大雨になったら水害になるのではと気にかかる。 

７ 湯川温泉は観光客も大勢集まるところと思いますが，電車を降りて丁度足湯の

ある所の川は流れもよどんで決してきれいとは言えませんが，その反対の左側

の川は川の中に木や草が生い茂り通る度にどうにかならないものかといつも思

っております。水が少ないから仕方ないのでしょうか。 

８ 私共の地区には水洗トイレを利用することがまだできませんので早急に利用す

る様にお願い申し上げます。 

９ よく釣りをするのですが、函館は，海や川が汚い。 
また，釣り公園などの施設が少なすぎる。 
たとえば，立入禁止（港町ふ頭等）が多かったり，釣り禁止（フェリーふ頭等）

が多い感じがします。 
あと，若者の娯楽施設（公営）が少ない。 
他の都市には有るのに，函館には公共のスケートパーク等がない。 
函館には，200 人以上のスケボーや，ＢＭＸや，インラインスケート人口がいま

す。 
それなのに公共のそういった施設がないのは，不思議。 
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３ 騒音・振動（６件） 

１ 家が空港のすぐそばで，夏になると飛行機のエンジンの音，離陸時の音，着陸

時の音がとてもとても騒音で本当に窓も開ける事ができません。 
少しの時間（何分）かもしれませんが，それが毎日続きます。どう思いますか？

また，風の向きによりタイヤの焼けたとても具合が悪くなる匂いがします。 
家の中で電話をしていても上空に飛行機がいると何にも音が（電話の会話）で

きません。聞こえません。また，テレビにもノイズが入ってきます。 
とても不愉快です。 
どうにか，なるのでしょうか？ 
自分の家なのに，日中はほとんど家から出ています。それは騒音のためです。 

２ 港まつりになると私の住居は広小路に並ぶ露天商からの食べ物の臭い・煙で汚

れた空気が上階まで充満します。 
ベランダ・窓は開けられません。その他人の声，バイクの騒音が深夜まで続き，

早朝になればカラスが食べ残しをめがけて襲来します。ゆっくり眠る環境にな

いと思います。 
でもこの期間は市の行事でもあるし，皆さんの楽しみであることは理解出来ま

すので 5 日間の辛抱だと思っております。 
書くチャンスが出来たので一筆致しました。知って頂ければと思いましたので，

悪しからず御了承下さい。 

３ 2 年位前から大型車が通ると振動が激しい。 
枯れ葉の処理が大変である。 

４ 夜間や早朝などに，物凄い爆音で，走りまわる暴走族を取り締まって欲しい。 

５ 飛行機の運航路の真下に住んでいる為，騒音は気になる。 
清掃工場から煙で，風向きによっては嫌な臭いを感じる事は多々ある。 
近所の公園に行くと古くなり危険となった遊具は撤去されるところまでは良い

が，撤去されたままで遊具が増える事が無く，公園がさびれていく状況を見る

のはとても悲しい。 

６ 夜間の車の騒音をなんとかして頂きたいです。（桐花通） 
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４ 自然（５件） 

１ 基本的に水や空気などの自然環境を主に取り組み，より本来の自然に近づいて

いける様にして欲しい。その為にも，情報公開は必須事項である。 

２ 自然公園（函館山・香雪園等）の利用と管理について 
自然を徹底的に管理することは不可能に近いし，そうした管理された公園はも

はや自然の魅力を失うことになります。利用者の事故防止と自然の美しさを考

慮して管理してほしい。 
西旭岡地区の野球場の使用について 
少年野球の公式戦が多く行われているのですが，その都度選手の送迎や応援の

乗用車が地域住民の歩道を占拠し，球場まわりの公園にごみを散らかしたまま

帰ってしまうため地域住民が処理している状況，使用者のマナーを待つしかな

いのだろうか？ 
球場専用の駐車場の設置（事故が起きないうちに早急に）が必要。 

３ ふるさと函館の自然を未来に残す行政をよろしくお願いします。 

４ 人間の利便を考えた環境整備を強く望んでいるわけではありません。30 年程前

まで身近に居た川の魚や他の淡水魚や昆虫などが少なくなったり，全く見かけ

なくなったりしています。そうした自然が戻るような努力が必要だと思ってい

ます。レジャー設備や道路や川の工事を行って，それらの動物などが存在でき

なくなってしまっては悲しく残念なことです。景観・美観も大切ですが人間の

わがままや経済第一の開発や整備はこれ以上必要ありません。 

５ 仕事上の関係から全国を見る機会が多いが，その中においても，ここ函館市は

非常に自然環境の整った街であると感じている。 
この良い環境を今後も引き続き維持してもらいたい。 
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５ 自然とのふれあいの場（２４件） 

１ アンケート実施ご苦労様です。 
大都会と違って，函館はまだまだきれいだとは思いますが，もっと緑があって

もいいと思います。高齢化の街ですから市民が安らげるような場所がもっとあ

ってほしいです。 
２ 税金を使っての箱物はいらないと思う。 

福祉に対し考えて頂きたい。 
四季の杜の様な公園がもっとあったら良いと思う。 

３ グリーンベルト等に苗木を植え花が咲いても，周りの雑草が気になります。2年

3年すると，花が少なくなるように思いますので，雑草は良くとって下さった方

が美しさが増します。 
４ 公園があっても小さすぎてすべり台小さいのが 1 台。これならばない方が良

い。あちこちにこのような公園があり何にも役に立たない。 
この位ならどこかに少し大きめな（今より）公園をつくり，緑を植え，老人で

もゆっくり休める公園をつくって欲しい。 
５ 質問 6-10 子どもから老人まで憩える公園や水辺が市の中心になくてよくな

い。歩道が公園につながる構想の公園が必要です。ヨーロッパのようにふらっ

と出て憩える場所が何箇所か必要でしょう。 
バス交通のあり方ですが，産業道路からの五稜郭方面に向かうバスは 30 分に 1

本間隔で乗れるよう，時刻表の改善と，増便の配慮ができないものかねえ。（ラ

ッシュ時以外は小型，中型バスを多く走らせる等） 
６ 街路樹が家の近くにあり，いつも強風の時は玄関先にふきだまりになって枯れ

葉がたまってしまい不快である。街路樹を植えるだけではなく，その後のこと

もきちんと行政で配慮してほしい。迷惑している市民がいることを知って下さ

い。 
７ 子供（3歳以下）が安心して遊べる公園が少ない。遊具も古い。 
８ すずらんのパークゴルフ場，広くしてほしいです。お願い致します。 
９ 他県から来て樹木が少なく感じた。特に十字街から函館駅にかけて。 

水道水は飲めない。管の臭いがきつい。天然水を買っている。水道水が高い。 
10 希望お願いします。 

香雪園の下にグラウンドがあって駐車場があります。その隣にテニスコート 1

面か 2面できればお願いします。 
ゴルフ場隣にパークゴルフ場が出来ればと思います。 
よく聞く声なので，きれいに整備された香雪園と共に多数の市民の楽しい広場

になれば良いと思います。 
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11 市全体の街路樹の統一感もなく，手入れが全然行われていない。 

春先になると毎年行われる道路の補修，まるでパッチワークの様な補修は，も

っと計画的に行うべき。 
ゴミ収集の時間は出来るだけ守ってほしい。 
市の顔である「函館駅」そのものがまるで倉庫の様な感じがあり好感が持てま

せんが，それ以上に夜の明るさが全然なく，駅前としてもう少し考えた方がい

いと思う。 
市職員の接客，とくに電話，いつも無愛想な対応にいつも腹がたっている。 

12 公園などは，特に子供達が利用しているので，快適に過ごせる様にして頂きた

いと思います。 
トイレの汚れ，水飲みの設置などの改善にも努めてもらえればと思っています。

13 街路樹の落ち葉をもっと清掃する事をお願いしたいです。手入れもいまいち

で，植えるだけ植えてほぼほったらかしではないでしょうか？ 
マンホールや廃水の掃除をもっとして欲しい。 
除雪が雑ですので，路肩もしっかりやって欲しい。歩道もある程度やってあげ

て欲しい。 
14 函館公園など規模の大きい公園は，とてもよく整備されているが，各町内にあ

る小さな公園は，危険なガラス破片を含めてゴミが多く，小さい子どもを安心

して遊ばせられない。 
函館公園の動物園が長期間閉鎖されて，とても残念。日々，訪れていた者とし

ては，せめてどんな風に整備されるのか，少しでも説明が欲しかった。 
15 昭和公園など住宅街から離れた場所では，犯罪などの温床になりやすいと思い

ます。 
子供からお年寄りまで集まり，散策できる街中の緑道，自然公園，河川敷の利

用など都市型の施設の拡充をのぞみます。 
札幌などに比較すると緑が少ないと感じます。 
また，私の住んでいる桔梗地域の 50 戸連たん地区は下水道，または水洗化，都

市ガスなどのインフラが整備されておらず，住宅化が進み，人口が増えていま

す。安心して歩ける道路，歩道，公園など，歩いて行ける距離に必要なものを

整備願いたい。 
16 昔からあった自然を壊さないで，保って公園などを作って欲しくありません。 

四季の杜は，必要だったんですか。1回だけ行きましたけど，後は行ったことが

ありません。行くのには，車でしか行けません。そういう所にお金をかける必

要があるのですか？ 
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17 最近家を建てたら周りを全部コンクリートで固めてしまうことが多いようで

すが，草や木の葉の緑が夏場の涼風にどんなに大切かみんなが考えればいいな

と思っている。 
公園や市民会館の前庭も整備されているのはうれしいのですが，されすぎて土

や草が少ないのは寂しい。 
人工的に花を植えるより個人的にはつめくさなど雑草のまま整備された遊び場

がそしてその中を走り回る子供の姿などいいなと思う。せめて札幌の知事公館

裏の遊び場のような場所が函館にもあればいいなと思う。 
種が飛んで自然に植物が生育して土に還っていく暮らしを（即ちできるかぎり

自然を大切にする暮らし）今ほど大切にしなければならない時代はないと思っ

ている。 

18 もう少し緑化して欲しい。 
函館に住んでいて街の中に出ると，砂漠の中を歩いている様な気がする。 

19 函館公園の噴水で夏になると，子供が服を脱いで遊びます。 
水はきれいなのでしょうか？ 
同じく函館公園に新しく動物園が出来ますが，なるべく臭わない，きれいな動

物園が出来ることを楽しみにしています。 
＜気になること＞ 千歳町にある図書室のエレベーターの中の臭いがカビ臭い

様な感じがあります。点検して下さい。 
担当が違うと思いますが，市役所の方に必ずお伝え下さい。 

20 春になると街路樹の下などに花の苗を植えるのはきれいでとても良い事だと

思います。毎年植えるのも良いのですが，水仙，アイリスなど一度植えると毎

年咲ける様な花も植えてはどうですか。港町などの一部，きれいにあやめの咲

く通りがありますよね。 
町会，会社，商店などに近隣の雑草を取り除いてくれる様皆に呼びかけてくだ

さい。 

21 せっかく公園があっても草が伸びているなど地域住民や若い力を利用出来る行

政にして欲しい。机で考えられた行政では環境は作れないと思います。地域住

民が考え，自分達の地域を守れればと思います。ボランティアが出来やすい環

境を行政が作って欲しいです。 
函館市は子供が育てにくい所だと思います。 
環境教育も大切です。 

22 街路樹の落葉清掃に悩まされています。 
街路樹が増えるのは嬉しいことですが，それに伴った清掃も市で行ってもらい

たいです。腰痛がひどく，どうにかしてもらいたいものです。 
公共等の雑草の手入れについて，業者は来るが，とても雑だと思う。 

 

 



 - 8 -

 

 

23 此の度は，環境に関するアンケート調査に参加させて頂きまして有難うござい

ます。 
質問 1に於ける，2水のようすと 4自然のようすに関しては，私の居住区域の近

くに亀田川が流れていますが，水辺に降りられる場所があると思うのです

が・・・。赤川水源地(?)もありますし，海へも近いと思うのですが，子供の頃

には良く訪れたのですが，最近はほとんど出掛けていないので残念に思ってま

す。 
函館の環境について思う事 
・街並みの点で云えば，家の外装はもう少し明るい方が良いのでは・・・ 
・騒音に鈍感すぎるような気がします。（音楽も含みます。） 
・煙草と酒類の自動販売機撤去 
・個人と営業用の自動車削減 

最後に函館市民との話し合いの場をもう少し多く設けては如何ですか？ 

24 すべての公道，道道，地方道に緑化を進めて欲しい。 
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６ 景観（４０件） 

１ 行政への願いをいくら書いても、書いたものを読んで終り！！（読まないのか

もしれませんね）今までの行政を通してもそうです。 
市民として，望んでも無理です。本当にやる気があれば，こんなアンケート調

査なしで，現実にやらなければならない事は一市民としても考えられるのに，

専門の方が出来ないのはおかしいと思います。市民の税金無駄にせず，仕事し

て欲しいのです。 
腹立たしい事ばかりです。予算を年度内に消却しなければ新年度に影響あると

の事で，仕事の進まない真冬に道路修理などしていて，本当にあきれてしまい

ます。 
私道では，市に寄付すれば道路整備するけど，買ってまではしないとの事も聞

き，未だに私の通る径では「てんぷら舗装」です。 
車も人も多い道路です。考えて下さい。 

２ 雪解けの頃，道路等のゴミが目立つ。早めの収集をしてほしい。特に産業道路

の缶等のゴミが目立つ。 

３ 冬道の確保 ぜひお願いしたい。 
環境に関係ないが，函館の要塞がだんだん傷みで変化している様に思われます。

函館の財産と思います。今のうち，整備して歴史上の資料にしていただきたい。

４ 私は雨の降らない良い天気の日は街の周辺を 30 分位歩いて散歩をしています。

その折，イヌのフンやゴミが道路を汚していることに近隣住民のマナーの悪さ

を思います。煙草を吸っている人を嫌っている人が自分の飼っているイヌのフ

ンを始末していないことに人のことをとやかく言う以前に自分のマナーについ

て改めて欲しいと言ったことも聞きます。 
基本的にそれぞれの人間がマナーをしっかり守って生活すればゴミのことなど

も目につかなくなる住みよい街になるのではないでしょうか。１つ１つ個人が

自分に責任のある行いをすることが大切だと思います。 

５ 住みたい街に選ばれる全国的にも有名な都市なのです。歴史的建造物は，観光

都市である以上，どんなささいな建物であっても，保存を考えていただきたい。

本物を残していただきたい。 

６ 私達夫婦は，松前町から当地へ来て 10 年になります。当初は，色々なスーパー

などが有り，大変助かりました。今から 4 年くらい前から函館の町も寂しくな

りました。年を重ねておりますから，病院通いも多くなり困っています。 
近くにグリーンベルトが有りますが，犬の通り道で犬のフンが何時もそのまま

ですので，夫婦でその後始末で困りはてております。家の通路で函館市は何か

の対策を取って下さればと思っております。松前町は犬は少ないし，町は何時

もきれいにする事をしておりました。私は皆さんがマナーが悪いと思います。 

７ カラスや猫が生ごみをあさるため，いつもごみが散乱している。 
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８ 住みやすく，観光客がまた来たいと思える町づくり。 
街灯を増やして欲しい。小学校の周り，裏道などにもつけてほしい。 
明るい町にして欲しい。パチンコ屋など増えてばっかりで，中高生が遊ぶ所が

少なく，引きこもりがちになっちゃうと思います。 
公園が少なく，あっても車の通りが多く，安心できる所がない。 
バスなどの回送車はもったいないと思う。ムダに走ってるようにしか思えない。

市長の歩きタバコは許せるんですか。以前すれ違った時に見かけたんですが。 

９ 古い物を大切に一時の便利さに歴史のある物を壊し目新しい物を造るのは大変

悲しいです。一度壊した物は元に戻りません。時間をかけて考える事が大事。

自然を壊さず少し不便なくらいが良いと思います。 
函館は観光が資源の街づくりに徹しなければならないと思います。 

10 まず，ゴミのポイ捨てはどうしたら直るのか？ 
函館人のモラル低下はひどい。 
条例でゴミのポイ捨てを取り締まってほしい。 
土地の有効利用に関して，調整区域の市街化への対応が遅すぎる。非営利団体

が講堂などを建てるのに 5年も 10 年もかかるのはおかしい。金儲けしようとす

る建物ではないのに・・・ 
行政に対する不満は対応の遅さ。 
リサイクルを謳っていてもあんなに書類を作るのはおかしいのでは？書類も半

減させましょう。 
手続きの簡略化は市民のためだと思います。 
高齢化社会になればなるほど必要なものです。 

11 函館市は異国情緒あふれる緑豊かな街です。 
これからも美しい街であってほしいと思っています。 

12 市の河川（例・深堀川など）ゴミの入ったもの，ジュース缶，菓子の空き袋，

酒びんなど投げ捨てる人がいるようです。周辺にゴミ捨てない表示板を要所要

所に設置してください。 
個人のアパートなどゴミ集積所が乱雑に置かれているので，市で指導を徹底し

てください。 
13 歩道の凹凸（段差）が多く，歩きにくい。 

樹木の植えこみ（枯れた後の補充，剪定など）に対する処理の仕方が適切でな

い。 
例．電灯（街路灯）が枝に隠れて照明の役がなされていない箇所が多い。

秋になってから剪定しているが？ 
タバコの吸い殻，ジュースの缶，弁当の食べ殻等が道路（電車道路に面した歩

道）に多く見られる。条例で何とかならないか。（札幌なみに） 
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14 自宅の庭に花や木を植えているので毎日自然にふれあっていると思います。空

気はきれいだと思いますが，町の中を見るとごみ捨てが多く行われていると思

います。 

15 一般住宅や建物の外観（デザイン）を考慮し，町並みを美しくして欲しい。 
外観規制して欲しい。 
カンバンやのぼりを規制して欲しい。 
（美しい環境は優秀な人材を生むと本で読んだ事があります） 

16 環境の意味は ・とり囲むこと ・周囲の状況，雰囲気です。 
遠方から来た知人が西部地区で観光スポットなのに，犬のふんの放置が多く，

それを注意する人が少ないと言っていました。 
カラスへ食べ物を与えている人がいますが，注意すると「残った物であり，捨

てるともったいないから」と逆ギレされました。 
残ったものを夜間キツネが食しています。皮ふからの寄生虫の感染もあり，通

学路にあり，子どもへの影響が心配です。 
函館は観光資源に恵まれていますが，それらをとり囲む環境の整備（自然と人

的な）が今一歩遅れているように思います。 
小公園に石碑がありますが，観光客が入るのを躊躇する程，草が茂っているこ

とがあります。定期的な除草をお願いします。 

17 港まつりや他のお祭りの後の，ゴミの放置や道路のあちこちにタムロしている

若者達を何とかして欲しい。 
アパートのゴミステーションに住民以外の方が不法投棄していくのも何とかし

て欲しい！ 
放っておくと，函館市は昔の穏やかな街ではなく，犯罪の街にどんどんなって

行きますよ！！ 
あと，中央郵便局から昭和通りまで続いてる公園とか，お金使って市民にも使

用されないまま放置してる所，多すぎです。 
ムダなお金，あちこち使いすぎだと思います。 
駅前の親子のモニュメントもいらない！！ 

18 道路工事の期間を短縮することは出来ないんでしょうか？ 
パチンコ店が多すぎるのではないでしょうか？ 
それならば，もっと他に娯楽施設を増やして欲しいです。 
ポイ捨てが目立つので，街中にゴミ箱を設置してはどうでしょうか？ 
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19 観光都市と言われながらも，ゴミのポイ捨て，不法投棄が非常に目立つと思い

ます。基本的には，市民のモラルの低下だと思います。 
公園等は多い方だと思いますが，中途半端なものが多く，利用者別もしくは目

的別に作った方が良いのでは？（駐車場が無い等）管理が悪い。せっかく作っ

てもその後が荒れ放題と思います。 
最後に，海や川が汚いと思います。（ゴミが多い） 
飲料水も塩素がきつく，北海道なのに，何故か水が悪い印象を受けます。 

20 函館は気候もよく，歴史ある街並みで，観光地としては大変恵まれていると思

いますが，市民の観光地に対する意識はずいぶん少ないと感じます。他県ナン

バーやレンタカーのドライバーにすら道を譲らない，メインの観光地区でのゴ

ミのポイ捨て，タバコの吸い殻など，市民から見ても気持ちの良い街とは言え

ないと思います。この恵まれた環境にある函館の良さをもっと生かせる事業や

イベントなどと，市民の意識向上に向けて対策を希望します。あと，遊園地，

動物園，水族館など，子供の教育にも，市民の行楽の場としても活用できる施

設が，ぜひ欲しいと思います。そういう場に，省エネを利用した建物や商品な

どを利用や販売などで，市民や観光客にも知ってもらえる機会がふえて，エコ

意識ももっと向上すると思います。 
これからの函館に，ぜひお願いしたいです。 

21 犬のふん，弁当の空ポイ捨て，空き缶のポイ捨て，個人のモラルの問題だと思

うのですが，何とかならないかと思います。 
ゴミを燃やしている人がいます。ケムリが風向きによって家の方にもきます。 
近頃は少なくなりましたが，法律では禁止になっている様です。 

22 街の中や郊外などウォーキングや散歩など行っている時，ごみなど落ちていた

ら，近くのゴミＢＯＸやゴミステーションに入れる。市民のみなさんが心を持

って行っていけばもっと環境が良くなると思いますよ！ 
23 比較的住み良い環境と思っております。 

24 出身は大阪です。函館に住んで 20 年になりますが，函館の人のゴミのポイ捨て

が多いのが気になります。 
私は喫煙家ですが，携帯灰皿を常に持っておりますが，函館の人のポイ捨て傾

向は 20 年たっても良い方向にはいっていない気がします。 
雪の溶けた後の汚い街の様子は恥ずかしい限りです。 
あと，全国的な展開をしている飲食店では箸なども使い捨てにしていないよう

ですが，事業主が函館の飲食店では割り箸がほとんどです。割り箸にするので

あれば函館市が積極的に回収して欲しいと思います。（有効利用されるべきで

す。） 
あと，天ぷら油などの廃油を有効エネルギーとして利用できる様，是非推進し

ていただきたいと思います。 
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25 今まで環境についてあまり考えたことはありませんでした。でもアンケートが

送られてきて，私も市民の 1 人，そして地球上の 1 人だという事を強く認識し

ました。改めて人から言われるのではなく，自分自ら協力していかなければと

いう思いを強くしました。 
話は違いますが，もえないゴミ収集日に出しても収集していかない日がありま

した。西部方面です。旅行者もみえるでしょう。忘れずに収集してください。

みっともないです。 
家が公園の前の為，秋，枯葉が駐車場にもたまり困っています。近所でも苦情

を聞きます。枯れ葉専用の袋を配る等，いい方法はないものでしょうか。家で

は有料の袋に入れて捨てています。（家は入舟公園の前です） 

26 水族館を作る計画が進行していたと思いますが。簡単にボツにしたとしか思え

ない。 
最近青森に行ってきて，道路のいいことにびっくりした。 
函館は 3年近く住んでなるけどわかんない。 
例えば，旧協会病院がなくなった時点で道路整備をするとか。そのうち事故お

こしますよ。 

27 ゴミのポイ捨て 家庭ごみ袋のまま，又大きなゴミ捨てられている。生ゴミは

カラスが袋を破き散らかっているのを良く見かける。 
ゴミ袋有料化になって特に多いように思います。私スーパーの清掃の仕事をし

てますが，駐車場などゴミ箱に家庭ゴミを入れて行くのは若い人だけではなく，

高齢の方も多いです。 
これはモラルのものでちょっとあきれるばかりです。 

28 誰に言われるでもなく96才の母は昔から千代台公園や近所の銀行の前や舗道ま

でゴミ拾いをしております。 
最近はあちこちで男女問わずビニール袋を下げて歩いて黙々と清掃されている

方をお見かけします。自分に出来る事から始めればいいと思いつつ生きており

ます。 
なのに相変わらず正反対の方が多くモラルはなかなか向上しないのが残念で

す。 

29 車からのタバコのポイ捨てが目につきます。 

30 函館の人は親切だが，観光名所はきれいにしているがそれ以外は汚れている。 

31 夜景は観光客を呼び込む景色ではあるが夜中の 2時，3時に見にくる客がいるの

だろうか。省エネのため必要最小限に消灯しても良いのではないか？ 
税金の無駄遣いが多い。外郭団体へ天下った者への高い給料代は典型的である。

たとえ 1円たりともそのためには払いたくない。 
人間生きてゆくために食事は欠かせない。偽装食品の多いこと又外国では使用

禁止となっている食品添加物が平気で使われている。 
風力，太陽光熱，波の力等自然のエネルギーの有効活用を図るべきである。 
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32 生ゴミがカラスに荒らされるので，スチールのゴミ箱に入れているが，ゴミ回

収の際に収集車が来る前に道路に並べられる。それが原因でカラスに荒らされ

る。 
市の公用車がアイドリング状態のままで，長時間止まっているのを見かけるこ

とがある。 

33 路面電車の活用をヨーロッパ並とはいかないまでも，推進してほしい。また，

空地（特に西部地区・駅周辺）が目立つどころではなくなっているので，環境

対策のモデルを考えた，町並み・居住空間を計画することはできないものでし

ょうか。 

34 環境について考えることも重要だが、町をもっと活性化させるべきことに取り

組んだ方が良いと思う。 
町が活性化すればおのずと市民の環境への配慮も高くなってくると思う。 
道路の補修をすべき。まずは市民の生活から。 

35 路線バスをディーゼルエンジンから水素エンジン等のものに全て切り替えて欲

しい。 
ムダな道路を建設するのではなく，小学校等の近隣道路の整備等が必要と思わ

れる。子供達の安全のために税金を使うのであれば文句は無い！！大門地区，

西部地区は，行政の力無くして，発展は無いと思う。 
空家，空地の有効利用等を考えて欲しい。 
小さい子供がいる家庭を優先する市営住宅の建設，又は，借家の家賃の一部，

免除等。 

36 私の身近なことで言うとペット特に犬を飼っている人の一部でモラルが低く，

グリーンベルトの歩道，道路にフンをそのままにしている。これから雪が降り

雪が目かくしになり春になると道路のあちらこちらにフンが目に付く。環境条

例の中にはフンをそのままにしていたら罰則があるのでしょうか？ 
市の広報紙等に呼びかけてほしい！ 
西部地区や大門地区に空き地が目立つ。都市環境や観光都市としても何らかの

対策を考えてほしい。 

37 ゴミのポイ捨てを厳重に取り締まること。 

38 道路の分離帯の整備をお願いしたい。 
雑草の除去，背の低い見通しのよい花木等の植栽（ラベンダーなど・・・） 
五稜郭等の街中に憩いの場を設けるなどして，混雑感を軽減する工夫を。 
街路樹の剪定，落葉の処理を適切に行って欲しい。 
大通りの街灯が暗いと思う。 
冬道の安全のためにロードヒーティングや融雪剤，除雪等の整備をお願いした

い。 
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39 アンケートも大変良い事と思いますが，作成している皆様方が各町会の役員達

と直接会って話し合いをされた方が良いと思います。これらの問題で市はどこ

まで対処してくれるか疑問です。今までの会合に出席しても，市には予算がな

いから出来ない，検討中とかで，外に方法はないのですか。私共の町会では道

路は悪いし，雨で道路に雨水が氾濫し，川は汚れ，痛んだ道路をその都度，補

修して下さるが，子供達の通学路であり，採石がはねてとても危険です。 
市の不法投棄監視車が巡回して少しは改善されましたが町会の者も巡回して居

ります。 
道路整備が一番悪いし遅れていると思います。市並びに土木関係の方達が真剣

に町内の道路を見聞していないと思います。この先何年たったら良くなるのか

誠に寂しい限りです。 
宅地造成の時点で業者に厳しく指導しない限りいつまでも同じ事の繰り返しだ

と思います。 
又冬期間除雪の件ですが，バス停附近には気をつけて排雪してほしい。子供・

老人の乗降時に特に危険です。 
特に老人の多い町会ですので歩道が狭いので歩道側に排雪しないでほしい。 
市会議員，道会議員のいない町内はいつまでも発展しないのでしょうかね。 

40 カラスによる公害が非常に多いので撲滅してもらいたい。カラスの数が非常に

増えているので市の方で数を減らして欲しい。 

カラスだけは 1羽たりといらない。 
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７ 廃棄物（２１件） 

１ 出来れば，リサイクルセンターを身近な所，交通の良い場所，早めにお願いし

ます。（車のある方，ない方がいます。） 
環境部の所に早めによろしくお願いします。 

２ リサイクル事業に力を入れてほしい。 
（例）電化製品は別として，家具，食器等の処分のとき仲介をしてほしい。 

情報紙のようなものがあればいいと思う。 
３ 私は住宅地に住んでいるので，質問 1-3 については日常あまりないので，普通

な答え方をしました。 
要望として，粗大ゴミ等の具体的なパンフレットの配布をお願いしたいと思い

ます。 

４ 函館は大きなゴミ袋ごと道端に捨ててあることが多い。 
毎月，市の広報紙や水道局の冊子などがポストに入っているが，紙がもったい

ない。自分の周りの人は読まずにすぐ捨てているので，発行部数や回数を減ら

すか，全部を一冊にまとめてムダな紙を使わなければいい。 
公共交通の整備（本数を増やし，安くする）で，私用車より公共交通を使った

方が得なことをアピールすれば，公共交通の利用者も増え，私用車の利用も減

ると思う。 
大型店が散在しているのが気になる。青森のように駅付近に店や住宅を集中さ

せることで人口を密集させれば私用車がなくてもよくなる。（街のコンパクト

化），このままだと大型店も人が入らなくなって潰れる。 
ＷＡＫＯがガラガラ，国内の人気ショップを誘致することでビルのスペースも

有効に使えるし，若者の地元離れも減ると思う。むしろ，他の地域から人がど

んどん入ってくるくらい，魅力ある街にしていくべきだと思う。函館にはショ

ップが少ないから，基本的に若い人は同じ格好だとダサイ。市の職員さんも雑

誌 読 ん で 勉 強 す る べ き 。（ smart,Jack,ELO,FINEBOYS,chokichoki, ﾋ ﾞ ﾀ ﾞ

ﾝ,FINE,non-no,S(ｴｽ)ｶﾜ,ｷｭｰﾃｨｰ,mini とか） 

人気ショップ ・古着（ﾊﾝｼﾞﾛｰ,39 ﾏｰﾄ,WEGO,ｱﾒﾘｶﾝ･ﾗｸﾞ･ｼｰ) 

       ・ストリート(ｴﾋﾞｽ,APE,ｽﾃｭｰｼｰ) 

       ・アメカジ，サーフ系(88s,sprak) 

       ・量販店(H&M)  etc... 
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５ 最近は”エコ”という事で各自，色々な取り組みをしていますが，あまりこだ

わりすぎても度が過ぎるとエコの精神からずれてしまう気がします。レジ袋の

有料化も，レジ袋 1 枚で木が何本・・・等と言われていますが，ゴミを出す側

としては，レジ袋は必要不可欠なのです。エコバッグは良い事だと思いますが，

その反面・・・という部分もありますよね。色々工夫次第でどうにかなるとは

思いますが・・・微妙です。 
それとももっと私が環境についてもっと考えるべきなのか・・・とりあえず，

環境が良くなるには個々の意識だと思うので，自分でできる最大限のことを少

しずつやっていこうと思っています。 

６ 市の広報紙などがだぶって手元に届きます。もったいないです。 

７ 海，山，川などに行くと，冷蔵庫，テレビ、自動車部品等大型の廃棄物が見ら

れます。適正な処理をして貰う為には，今以上の対策が必要と思われます。 

８ 汲み取り（バキュームカー）の人員，多すぎると思います。ゴミ収集の方が人

員不足で，どちらも有料（市民は）ですが，有料で市民から金取ってるから書

きます。ゴミ袋の金や，粗大ゴミシールの金払ってんのに，ゴミ持って行くの

忘れてるの？汲み取り楽こいで，ゴミ収集大変だわ。だから，汲み取りの人減

らして，ゴミ収集の人員増やした方が良いと思います。組合強いから，環境が

良いと思いません。組合が強い所，全部つぶれたでしょ！ドック，国鉄，それ

が良い例です。自分が気がつかないだけですヨ。組合強いのは，自慢になりま

せんヨ！言ってる事とやってる事違う！自分の首絞めてる事になるんですヨ。

汲み取りやゴミ袋の有料，金払ってるから言わせてもらうけど，袋代などもら

ってて，あの仕事かい？分別して出してるのに，持ち忘れしてるぞ！収集しれ

や～（全部） 

９ 函館市はゴミの収集が大変良いと思います。分別が面倒と思いますが，若い人

達のすばやい動きの収集に何時も頭の下がる思いでおりますので，私も頑張っ

ています。 
色々な面で住みよい町ですが，冬の長い事と寒さは老人にはつらいです。 
環境の良い所に住んでおりますので，不満はありません。 
ありがとうございます。 

10 家電製品の引取り等どこに出して良いのか分からず委嘱の業者さんに連絡する

に当りどの程度の料金なのか分からず不安。以前にお願いした際にすごく高か

ったので出来る事なら函館市で粗大ゴミの様に扱う事は出来ないものなのです

か？ 
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11 犬や猫の交通事故にあった動物死亡した物をごみの日に持っていって欲しいで

す。市で集めていた時はやってくれたんですけど今は全然もって行ってくれな

いので困る場合が有ります。なぜなら私の家は国道のそばに有ります。それで

犬や猫が事故に遭うことが有るからです。 
そんなにいつもあるわけでないので出来るだけお願いしたいのです。よろしく

お願いします。 

12 スーパー等での食品の過剰包装（トレイ等）を削減すれば良いと思う。 

13 家の近くにはありませんが，友人の隣のアパートの人達はゴミ出しの種類別に

関係なく出して，散らかって困ると言ってました。大家さんにも，お願いして

も，全然変わらないと言っている様です。 

14 他市町にくらべ，ごみの分別が少ないと思います。 
もっとリサイクルなど力を入れて欲しいと思います。 

15 今年の夏に函館湾で船に乗って，岸にゴミ，魚の入れる箱などが流れてびっく

りしました。観光客に目に付きますね。私，函館山登るのが大好きでよく行き

ます。よく整備してます。 
今は市民の森，昭和公園，見晴公園，函館公園，公園整備してますね。とても

気持が良かったです。 
孫達と一緒に遊ぶので。 

16 田舎の方に住んでいるのですが、不法投棄が目立ちます。一般家庭のゴミを捨

てに来たりしています。注意すると逆上する人もいます。川原に遊びに来て川

を汚していく人も多く，あまり来て欲しくありません。 
自然をキレイなまま残していきたいです。 

17 ゴミ（全般）の不法投棄が多い。市の水源地となる山間の谷に特に多い。又，

交通信号がある場所のグリーン地帯への空カン，ペットボトル，煙草の吸い殻

のポイ捨て等々，学生，児童のマナーより成人のマナーの方が悪い。小学生の

時のマナーは皆良いが，成長するにつれて公共への一種の敬意といったものが

すり切れて来ている。 
成人の公共の場に於けるマナー教育・違反への罰則／監視の強化に注力しても

らいたい。 
焼却炉の性能が上がったせいか，燃やせるゴミの分類の中にプラスティックの

鉢も入る様になって来たが，もう一度，缶，ビン，ペットボトル（リサイクル

可能のもの専用か？），プラスティック包装／容器（この中に錠剤用ボトル等小

物も入るのか，これは焼却可能か？），生ゴミ，燃やせるゴミの分別リストを作

って欲しい。 

18 私の住んでいる所は共同住宅が多く「ゴミ」分別がされておらず又カラスなど

に散らかされてうんざりして居ります。 
真夜中の騒音 
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19 使用済の食用油は精製してガソリンの代わりなどに再利用できるそうで気軽に

集められる組織を作って欲しいです。 
近頃あちらこちらで温泉のボーリングしていて営業していますが，地下水など

には影響ないのでしょうか。共倒れなど心配です。 
新聞の広告チラシの多いこと，ほとんど余り見ません。紙の無駄だと思ってま

す。 

20 以前，新聞にプラスチック容器包装の中にそれ以外のゴミがたくさん入ってい

るという記事が出ていましたが，有料のゴミを無料のゴミの中に入れてしまう

からだと思います。プラスチック容器包装も有料，全てのゴミを有料にしたら，

きちっと分別するのではないでしょうか？ 
公園等を造っても造りっぱなしでその後の手入れが行き届かなくて，荒れてい

る感じがします。 
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21 放置自転車確認パトロール車とかいう名前の車が走ってましたが，軽自動車だ

ったような気がしますので，放置自転車を運ぶわけではないですよね。じゃ，

あのお車のお仕事は？公務員でないと出来ない仕事でしょうか？ 
公園や広場などの安らぎの場所は多いし，あるにはあるけど，昔から何一つ整

備されていない。滑り台があって，草がボウボウ。公園とは決して呼べない。

防災のために大火後，設置されたと聞いているが。 
ピンクのゴミ袋，黄緑のゴミ袋ですが，折りたたんだ中を開けないと何Ｌかわ

からない。折りたたんでいる外側に大きく「５」「１０」「２０」「３０」「４０」

と印刷したらどうでしょうか！我が家では 5種のレジ袋に「５」「１０」と書い

て入れてますが，使う時にもう 1度開いて確認してからゴミを入れますが・・・？

犬を飼っているので毎日 2 回散歩に出かけます。が，働いている人は別とし

て定年すぎた人でも散歩を日課にしている人は少ないです。家から函館公園ま

で 10 分位。先日人に勧められて犬とは別に私の散歩コースにしました。人はＯ

２を吸ってＣＯ２を出す。植物はこの逆だと言う事を思う存分知らされました。

健康にいいんですよね。ふと函館市の医療費のためにももっとみんなを外に出

す！ような方法はないでしょうか。すると環境問題にも関心を持つかも？ 
→風の強い日や寒い日に歩いてると，”大変だね”と何か特別な人のように慰

められるけど，こっちの方が逆に”高い石油たいて”と。歩いて帰ると暖

かくて暫く火は入れなくていいんですよ！ＣＯ２削減！！ 
それからグリーンベルトという所は，火災の時にという事は知っていますが，

その他の意味は？草が伸びすぎてるとちょっと入る気にならないので。ベンチ

もペンキがはげてて。町内会で花壇など整備している所もあるので，その様な

所にお願いして管理をまかせては。すると家にいる方が外に出るようになるの

では？ 
行政にかかわる事で，1ヶ所ですむ事と他の機関と連携するといい事ってありま

すよね。例えば，健康面となると環境部と保健所が相互的にとはいかないんで

しょう～ね。 
日頃の胸のうちをとりとめなく書いてしまいましたが，何かの役に立てば，い

や，読んで頂くだけでも，いや，書くだけですっきりしました。ありがとうご

ざいました。 
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８ エネルギーの有効利用（７件） 

１ 火力発電をやめてクリーンエネルギーを使う発電所を積極的に建てるべきだ。 
ハイブリッドカーなどのエコカーを積極的に普及すべきだ。 

２ 皆が一人一人節電に心がけた方がいいと思う。 
環境問題についての話し合いの場をもったほうがいいと思う。 

３ 風力発電は，本当は風の力で発電。しかし，ほとんどは電気で動かしているら

しい（うわさ）的確な場所に設置していないのでは？（風の通り道の研究はし

ていますか？） 
カラスが増えている→ごみの散らかり→なるべく早い時間にゴミの回収を。又

は，カラス退治（鳥獣保護法とかがあるそうですね。） 

４ 通勤に公共の乗り物を利用。 
人生ゆっくり亀のように。 
早いばかりが良（ヨシ）ではないと思います。 

５ 市職員はもっと積極的に公共の交通手段を使うべき。 

６ 転勤族の父が静岡に住んだ時，屋根の上にほとんどの家で水をお湯にするため

にドラム缶を半分に切った形の物を載せていました。 
それを良く思っていたのか，函館に家を建てた時に取り入れて 30 年位使ってい

ました。お天気が続くとお湯の温度がすごく熱くなりすごく助かりました。 
冬場は北海道は使用できませんが，今すごくソーラーパネルに興味があり，新

聞とかでまだまだお値段が高いのと北海道ではどうなのか？補助金はどれくら

いか？ 床下の地熱（ヒートポンプ式）もいいですね。 
来年，一部リフォーム予定なので，高齢の母が床はバリアフリーにしたい。あ

と 30 年たつので寒いので暖かくするためには窓をペアガラスに取り替えると

か，まだまだお値段が高いですので，省エネにつながる事には補助金を出して

もらえると。 

７ 公共交通があまりにも不便（接続が最悪） 
街全体を見て緑化対策を考えてほしい。 
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９ 地球環境（５件） 

１ 地球温暖化について 
現在の小さな子供達の為に，大人一人ひとりが日頃の生活の中で意識して取り

組んでいかなければならないと思います。 

２ 地球温暖化対策も，重要な問題の一つとして優先的に進めるべきだと思う。 

３ 地球温暖化防止について，いろいろ取り組みがされる一方で，無駄に森林が伐

採されたりしている地域がある事を知り，函館はそのような事のないように願

っています。 
これから雪が降る時期ですが，私が住んでいる地区は，なかなか除雪が入らず，

不便な思いをしています。市内まんべんなくまわるというのは職員の方も大変

だと思いますが，宜しくお願い致します。 

４ ごみの散らかりについて，とても気になります。 
行政の取り組み方が足りないように感じます。 
ＣＯ２削減について，行政の補助が必要だと思う。 
韓国のように，車に 1 日乗らない日を作る。ハイブリッドカー購入にあたって

の補助金支給など，対策を練ってほしい。 

５ 温暖化の原因は，二酸化炭素だけでは無いと思います。 
まず，いろんな問題や・・・・ 
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１０ 環境保全意識（１５件） 

１ 環境は一人一人が注意すべきである。注意をしない人間がいるから悪くなる。

個人も市も計画的に対処。 

２ 環境問題は一言では言い表せない事だと思います。 
今，私たちが行おうとしている事は地球温暖化防止と言ってもほんとの結果に

つながっているとは思えません。エコ問題にしてもスーパーのレジ袋を有料化

にしてもはたしてもろもろの小さな事ではあるにしても解決策としては温暖化

や環境に歯止めをしているとは思えません。ジェット機一機飛ばす環境への影

響の大きさがどれほどか皆は知らなすぎると思います。 
今までスピード化の社会に甘んじて来た私達の大きな責任であると思います。

昔は良かった～。最近，私は良くこの言葉が出て来ます。便利な社会に慣れす

ぎた自分に反省して，自分なりに出来る限りの事はしていこうと思っています。

回答になってませんけれど・・・。 

３ ガソリン代の節約とエコのため，去年から自転車に乗り始めたのですが，2～3

人横並びで来たり，携帯電話の操作をしながら自転車に乗っている中・高生の

マナーの悪さが気になります。 
車道を走るのも怖いので，つい車で出かけるようになってしまいました。 
自転車専用の道路があると安心して乗る事ができると思います。 

４ 行政の取り組みも大切だけど，１人１人の意識を高めていくことが必要だと思

います。 
環境活動に参加する機会を作って欲しいです。 
（土日が多いと思うので平日も作って欲しい・・・。） 
ボランティアを募集するのなら，新聞・企業へチラシを配るなど，大々的にし

て，参加しやすくして欲しい。 
個人で，身近な道路脇にお花を植えてる人はいるけれど，各町内会に呼びかけ

をして，町内の景観が良くなるような企画をたててもらって，きれいになった

景観を，広報などに載せて，楽しみになるような，企画をたてて欲しい。 

５ 貴重なアンケートを送って頂きまして恐縮しております。1,000 人の中の 1人と

して，久し振りに緊張しました。難しい事は分かりませんが，昭和の終わり頃

に聞いた，オゾン層が破壊されている事から始まり，地球環境の事に少しづつ

関心を持ち，自分一人だけなら大丈夫という気持ちでは無く，自分一人だけで

もという考えから生活排水を考える様になりました。今でこそ誰もが「エコ」

を口に出しますが，我が家は主婦の私が家族の健康と地球の健康を微力乍ら考

え続けました。これからも少しでも協力させて頂きます。有り難うございまし

た。 
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６ 街路をきれいに。一人一人の心がける簡単に出来る事（アキ缶，ゴミのポイ捨

て，犬・猫のふん尿の未処理等々）からはじめよう！ 
公衆道徳は，小さい頃から家庭で・学校で自然体で取り組み，身につけたいも

のですね。 
地球温暖化の影響について，もっと身近な問題として考え，市民ひとり一人が

私たちの事として取り組む時がきていると考えます。行政の取り組みもお願い

します。 
冊子”はこだてエコライフのすすめ” 目につく所に置いて参考にさせていた

だいております。 

７ 1 人 1 人が心掛ける事によって，環境が保たれる，良くしていけるという実感が

もっと浸透していく様に，若い人の為にもっと掘り下げて，提案していくべき

と思います。若い人の中でも，エコバッグ，マイタンブラー，マイ箸等オシャ

レる人の中では，流行の 1 つとして，持参している人も多いです。そんなステ

キなグッズを扱った店を沢山紹介していくというのも，若い人には入りやすい

きっかけの 1 つとも思います。先に論理的に進めるのでなく，入りやすいきっ

かけ作りから始めるのも，近道の手段かと思います。 

８ 各個人の意識がまだまだ薄い様に感じます。 
啓発活動をして一人一人が環境について関心を持ってもらう様にしてもらいた

いです。 

９ 環境の大切さを函館市独自のテーマとして「縄文から環境を学ぶ」などして幼

児・小中学生等を対象に実践教育や研修旅行などの企画が生まれることを希望

します。 
子どもたちに，”生きる”ということを多方面から教育することが大切な時代に

なってきているように思う。（その一つとして環境がある） 
森と水，虫たち，鳥たちが生息できる環境が私たちにとってどんなに豊かな財

産であるかということは，体験学習などによって子どもに伝えていきたいこと

の一つと思う。 

10 函館市が，住み良い街づくりに力を入れていることは以前から知っていました

が，このような取り組みに対して市民 1 人 1 人の自覚は足りないと思います。

例えば，基本的なゴミの分別などが目立ちます。又，野生生物のことだけでな

く動物愛護についても，市民全体が目を向け，1匹でも多くの動物を救う活動も

大切な事であり，これからの目標となるのではないでしょうか。函館市民は，

すべてにおいて関心度が低いと思います。 
より良い街にするためには，まず行政を見直すべきではないでしょうか。 

11 このアンケート調査を機会に改めて日常生活の中で省エネやＣＯ２削減を意識

して，手軽にできることから取り組むべきだと思っています。 

12 市民一人一人が「もったいない！！」の心がけで生きてゆく。 
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13 環境に良いものを考える事と思います。 

14 当たり前のこと市民一人一人が贅沢振りをしすぎているため余計な税金を使う

ことになってしまい，今から心を入れ替えていい方へ 0 点から少しずつ努力し

ていって欲しい。 

15 ひとりひとりがもう少し環境について考えて欲しい。 
未だに車からたばこの灰皿ごと捨てて行く人が居る。 
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１１ 環境保全活動への取り組み（１５件） 

１ もっと行政主導の環境対策や行動を推進して欲しい。アピール不足ではないで

しょうか。市民のエコ意識は高くなってきているとは思いますが，更なる行政

の対応を期待しております。一市民として，協力させて頂きます。 
また，この各設問の選択肢の最後に記述欄があった方が良かったです。私的な

意見も参考になるのでは・・・。質問 5 の二者択一は，あまりにも選択肢が狭

すぎると感じました。 

２ 函館市の環境基本条例があるのも知りませんでした。 
環境は年々良くなっているのかと考えれば，この条例すらあるのもわからず，

期待しても何も変わらないように感じます。 
環境よりも，今，私は母子家庭で，毎日生活するのがいっぱいいっぱいです。 
環境も大切ですが，福祉ももっと充実して欲しいです。 
私の住んでいる所のそばでは，通るたびに異様な臭いがして，工場の煙なのか

わかりませんが，気持ち悪くなります。 
もっとみんなにもわかってもらえるように，環境について大きく取り上げたほ

うがいいと思います。 

３ 結果が出るまで時間がかかります。小さいことでも一つ一つの積み重ねが大切

です。行政の情報収集，ＰＲの趣旨徹底を期待してやみません。 
新聞に挿入されている業者の広告紙数。広告紙の中に新聞が入っている状況少

し変だなあと思うのは本末転倒？ 
コツコツと仕事をしている行政マン。何時か？芽が出る間頑張って下さい。日

本一の函館市になること期待しています。環境保全課の職員さん，ほんとう，

ホントニご苦労さまです。 

４ このようなアンケートをとるのがいい事だと思うが，もっと細かく，場所や事

柄を限定して質問したほうが良いと思う。 
環境保全課があるという事は知らなかった。もっとこのような事をしていると

いうアピールをしたほうが良いと思う。 

５ 環境行政は，目立たない地道な取り組みが必要です。一朝一夕に結果が出るも

のでなく，ひとりひとりの理解が深まらないと良い結果にはなりません。 
地味であっても，広報活動やひとつひとつの活動の輪が広がり，市民の中に浸

透していけば結果良いです。 
中には，行政に苦情を言っては協力しないという輩も多いはずです。しかし，

行政はひるむことなく，毎日の積み重ねで，環境というものを認識させる努力

が大事だと思います。そういう私は，なんのお手伝いもしておらず，改めて反

省しております。 

６ 市民一人ひとりが環境問題に関心をもち，協力して改善しようとする意識を持

つような政策が必要であろう。 
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７ 環境問題には大変関心のある所ではございますが，一人二人の努力だけではな

かなか取り組みは難しい事です。地域が全体で何をどうすべきかを問題化し，

一つ一つ環境を快適化していくことが望ましいのではないかと考えるところで

ございます。 

８ 環境整備にはあまり期待はしていません。どうせこの用紙を回収しても実行に

は移さないと思うから。 
９ 個人が取り組みやすいような体制やシステムをなんとか見つけ出してほしいで

す。 

10 市の環境基本条例や環境基本計画に則り，着実，確実な実行を望みます。 

11 条例やシステムが議会や行政のみで進行している感が強い。 
協力要請や参加方法をもっと判りやすく公報方法を検討されるべきと考えま

す。（参加したくても戸惑うことが多いため） 
12 アンケート質問 5(10) 観光資源と娯楽施設は分離して考えるべきである。 

観光資源としての函館の自然環境や，エコツーリズム，グリーンツーリズムの

考え方が抜けており，環境を意識した観光都市になる必要がある。 
また観光はすべきであるが，観光は，環境破壊を伴うものであるため，行政と

してツーリズムと環境を保護する条例の制定を行う必要がある。 

13 「環境」を街づくりの視点のひとつに位置付けをし，環境部課だけの取り組み

としてではなく，教育（小・中・高校）や都市整備（街路，公園），農林水産（農

業，水産），商工観光（企業，観光客を含め）など幅広い行政施策の枠組の中で，

市民の目や手にふれさせて，具体的，体験的，実践的な取組みを小さなことか

らでも日々推進していくことが，大切なのではないか。 
市民の意識啓発のために地道な努力が必要ではないか！！ 
職員の皆様の頑張りに期待しています。 

14 アンケートの作成，御苦労様です。 
「このアンケートを集計して，どう活用するか。」記入者の視点からはわからな

い。 
函館市の条例，計画よりも，スーパーの「レジ袋 1 枚 5 円」の方が目立ってい

る。 

15 日々函館のためにお仕事ご苦労様です。 
これからもよりよい函館に向けて頑張って下さい。 
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１２ その他（８件） 

１ このようにアンケートを有効に役立ててるのだろうか？聞く耳，見る目が形だ

けで終わっているのではないだろうか？小さな質問にも耳を傾けているのだろ

うか？ 
諸々・・・。役所のする事，役所の人・・・余り――いや大部分の割合でこん

なもんだろうと――思ったりと――。しっかりして下さいよ。市の関係の人，

一人一人の心遣いが良くするのに，職員があぐらをかいてるイメージがあるの

で，自分の事として目開いて下さい。未来の子供達の為に――。 
※関係のない事ですが（環境問題とは） 

２ 環境，行政等についての提案をする程，勉強しておりません。 
自分の情報能力は低い方だと思います。 
提案された多くの方の考えを知りたく思います。 
いろいろな方のお話を聞く，知ることにより，だんだん興味がわいてくるので

はないかと思います。 

３ もう道路を造らないで節約して欲しい。その分のお金を市民に税金を返して欲

しい。環境は，昔に比べればとても良くなっているので子供のために少子化を

止めるために出産費無料，診察料半額とか函館でできることをやってほしいで

す。今大切なのは，少子化だと思います。 
環境の係の人はどう思っているのでしょうか。そんなに道路作りたいですか。 

４ 中央図書館をよく利用しています。 
行く度にとても混雑しております。 
もっとこの様に楽しめる施設が市内に出来ると良いのにと思います。 
子供から大人まで楽しめる科学館などあったら楽しいでしょうネ。 
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５ 人口の減少，市としての力の衰えが顕著な今，環境をキーワードに独自の施策

を打ち立て，雇用創設，税収のアップを図るべきである。 
市場化テストの実施を図れ！ 市場化テストの実施により「官民競争入札」公

的分野の業務・サービスを民間に移行し，そこで行政サービスを継承して行う。

民間委託（アウトソーシング）のように従来からの外部委託手法と違い，事業

や業務の管理主体は行政に残らないので，官が独占している公共サービス分野

に民が参入できる機会を与える手段として欧米でも事例が多い。市場化テスト

では常に「民間との競争環境」にさらされることで，事業に係るサービス水準

やコストを開示することが要求され，自発的，継続的に点検・改善に取り組む

ことが不可欠になる。市職員が多数天下りしているような公社，外郭団体に委

託された場合よりも，公平かつ客観的な評価と本質的な経営改革につながるこ

とが期待でき，外部委託方式と比べても事業の透明性は一目瞭然である。市場

化テストにより市職員の大幅削減が可能となる。 
実施にあたっては，外部評価，対象分野（事業）の選定や行政の事業のコスト

量の算定，市職員の処遇問題など難しい面もあるが，民間に新たなビジネスチ

ャンスを提供する波及効果や雇用創設，税収アップ，企業の進出など期待でき

る。 
労使問題に関連して，函館市内部からの抵抗も当然予想されるが，高給取りと

市民から強い批判のある市職員の意識を変えるうえでも早急に検討願いたい。 

６ 安心して生活出来るような環境にしてほしい。 

７ 物価の安定を節にお願いします。 

８ 環境を良く？温暖化問題？ 
もうかる奴がいるから・・・すべてが進まない・・・ 

 

 

 

 

 


