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べられている場合は，主な内容の分野に分類した。 
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１ 地球環境（４件） 

１ 地球に人類が住めることが出来るのは，あと少しであることを早急に知らしめること

が重要である。難しいことであるが，地球の延命を含め，上手く知らしめることが出来

ないか，環境部ガンバレ！ 

質問が広がり過ぎて集約が難しい。範囲を又は質問の目的を明確にすべきと感じた。 

２ 恵山に住んでいるが，最近気になるのが，自然災害に対する市の取組み不備。 

陣川，七五郎沢と２本の川（水路）が有るが地球温暖化による気象変化（ゲリラ豪雨

など）に対応出来ているのか，又それに向けた対策を策定しているのか。 

土砂災害の指定箇所が示されたが，対策はどうなっているのか。ただ指定されただけ

なら，住民の不安をあおるだけである。 

 だからと言って予算（金額）が多大に必要なものが多いと思う。対策に時間がかかる

だろうが，進捗状況を毎年発表してはどうか。 

 こまかい市の対応が環境問題を市民と共に考え，啓発出来る一つと思う。 

３ 温暖化は大変，大きな問題と思う。防止するため，何が出来るか，何をするべきか考

え，行動する事が大事。 

４ ９月６日の地震とその後の停電は大変でした。それに今年は何度も台風に襲われまし

た。自然災害の発生が多くなり，激しくなっている気がします。今の防災で十分なのか

不安になります。 

 また，どんなに防災を強化しても不十分ではないかと心配です。 

地球温暖化の影響による異常気象が原因と言われれば，その原因解決の方がより重要

だと考えられます。 

 このアンケート調査が環境やエネルギーについて，さらに考える機会となりよかった

と思います。 
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２ 大気（２件） 

１ ①公害対策の取組み 

②廃棄物の減少 

③環境保全の対策強化 

２ 我家の道路は私道なのと，まがる道がここしかない所なので，道は，バス，トラック，

自動車など毎日のように多くの車が通るので，ほこりがものすごいです。 

雨の降った時などは，水が流れず，つまって大雨のようになります。道の砂利など流

れてしまい市に砂利を入れてもらうなど，どうにかならないものですかね。 

 

 

 

３ 水（６件） 

１ 私は毎日，北美原石川の中野川の土手をジョギングしておりますが，川の中の水路に

草木が生い茂りとても環境的にはきれいだとは思いません。川の中ももっときれいに整

備して欲しいと思います。 

２ 私の住んでいるエリアでは，いまだに水洗へ移行する認識が低く臭いに悩まされてお

り早めの対策をお願いしたいと思います。 

３ 川の中の草，木，ドロをきれいにしてほしいです。せっかく川をきれいにしたのが，

何にもならないと思う。この川は道の所管かと思いますが，市でも心がけてほしいと思

います。 

４ 一番気になることは，現在，川の水の汚れが気になっております。昔は，すみきった

水で川底まできれいに見えていましたが，現在は，そのような川が少なくなっているよ

うに思います。きれいな川に戻って欲しいと思っております。 

５ トイレの完全水洗化を期待しております。まれに汲み取りの臭いがするときがありま

す。 

 水，花，緑，小動物，野鳥，水生生物，昆虫ｅｔｃが日本一である環境をめざし，日

本で一番住みたい街として，全国に発信して欲しい。 

６ 川の中きれいにしてほしいです。 
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４ 騒音・振動（４件） 

１ 夏の朝５：３０頃からのイカ売りの車がウルサイので禁止にして欲しい。いったい誰 

が早朝からイカを買うのか不思議でならない。 

湯川町イオン横の松倉川が自然のままと言われると聞こえが良いが，放置していただ 

けで，見ばえが悪かった。最近，整備されたが，定期的に整備を続けて欲しい。 

アンケート内に使い捨てプラスチックの話題があったが，プラスチックゴミを海に投 

棄しているのは，中国で，そのゴミが日本に流れてきているだけなので，日本の行政が

どうにかできる話ではない。対応するだけ無駄なので，そんな事に予算を使わないで欲

しい。 

２ 私のいる所は，工場ばかりで，両どなりに修理工場があり，シンナーの臭いがする。

窓をあけなくても室に臭いがこもっている時がある。 

 家の向かいに事業所があり，毎日騒音や振動に悩まされています。家がすごく揺れて

います。まるで，地震です。テレビの音が高音にしないと，聞こえません。休みの日だ

け静かです。毎日，静かならどんなに良いのかと思います。道路にびっしり車を止めて

道路をせまくしている。 

 朝６:３０～１０分間エンジン音が毎日聞こえて，その音で目が覚める。ゆっくり寝

ていたいのに寝ていられまい。静かな所で暮らしたい。毎日がストレスです。 

３ いまだに歩きタバコを吸う人が多くいます。見るたびに恥ずかしい気持ちになりま

す。函館のマナーの悪さが気になります。家は５号線の近くなのですが，夜中に煩い車

が多いです。環境を良くするためには，人の意識をまず変えていけるようにしてほしい

です。 

 大きなトラックや観光バスが抜け道として住宅地のせまい道を走ります。道路がガタ

ガタなので，かなりの揺れと騒音で困っています。冬は何台も車がうまり，近所中で助

けました。毎年です。 

 最近は，近くにパチンコ屋もできて，さらに車の騒音がひどいです。昭和の昭和会館

通りです。５号線と桐花通りの抜け道になっていてスピードを出す車が多く，道もせま

いのであぶないです。 

 ５号線のパチンコ屋の信号は時差式でもないので毎回，赤信号で右折する車がいて本

当にあぶない。なんとか解決してほしく思います。期待しております。 

 函館市の環境改善のため，がんばってください。 

４ 家の前の道路が冬に傷んで大きい車が通ると地震と錯覚する程，揺れるので道路を部

分的に直すのではなく，広範囲に直して欲しい。部分的ではつぎはぎだらけで揺れは解

消しない。 
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５ 科学物質（１件） 

１ 函館で環境に不満を感じることはありません。ただ，他国からのＰＭ2.5などが不安

です。 

 

 

６ 自然（５件） 

１ 子供の頃と比べると明らかに自然は減っている。高齢化，少子化のため，新しい建築

物を増やさず，空家リフォーム等，再利用を心がけたり，運動出来る公園（昭和公園）

緑化を増やして欲しい。 

個人の取り組みは，出来ることを意識して，車の運転，エコ，ゴミ減に気をつけてい

きたいと思います。 

２ 災害に対する予防策はわかりますが，鳥や植物等にもう少し配慮していただけたらと

思います。 

 何かしら工事ありきの様子が年々多くなっているように思えます。無駄な工事等は自

然を，函館をダメにします。 

３ 道を歩いていて，川を見るとホッとする。川に植物が生い茂って，そこにゴミがたく

さん付着しているのは残念。時々水鳥を確認するのは，湯川の（温泉前停留所）川，湯

倉神社近くの川は，比較的きれいに保たれているが，日吉通りのホットモット近くの川

は，植物が繁茂し，ゴミがひっかかっていて残念です。 

 遠くの山々，空を見ています。自然を汚さない様，それぞれが，その心を忘れず，私

自身心掛けたいと思っています。 

 いつも私達のためにゴミ収集の方が，走って汗している姿に感謝しています｡本当に

ありがとうございます。 

 ※ 先日スプレー缶の件で電話相談しましたところ，ご指導いただき感謝申し上げま 

す。 

４ 近くの公園などに散歩に行きますが，整備のための草刈りがていねいで，生えている

きのこや植物が刈られています。くるみや食用きのこなどを採っている人もいて，リス

のえさがわりにひまわりの種を置いてあるのを見たときは，本末転倒だと思いました。

整備も大切ですが，植生も考えていただけたらと思っています。 

５ 森林を守るために子供と一緒に参加できる植林などのボランティアがあると良いと

思う。すでにそういった事をしているなら，もう少し大々的に（ＳＮＳなど）載せて，

参加しやすくして欲しい。小さな子供も参加できるようにして欲しい。 
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７ 自然とのふれあいの場（１７件） 

１ 東京等の大都市に比べて緑が非常に少ない。 

２ 緑の島に遊具が欲しい。 

３ 公園の整備や景観などは観光都市として当然の事と思います。公園等，数は多くなく

ても良いので，子供，地域の人達が立ち寄りたいと思うように花の色や緑の鮮やかさな

どを考えれば良いのではないのでしょうか。 

 温暖化や酸性雨などは，国，自治体などの規則に従い，個人は普段の暮らしの中で気

をつけていくしかないと思います。 

４ 目立つ公園や緑地ばかりではなく，個人の所有地の土地も整備を進めてもいいので

は。草を刈るだけでも，ポイ捨てが少しでも減るのではないでしょうか？（色々な問題

はあるとは思いますが，個々の意識が変わるような取り組みができればいいのですが。） 

５ そちらの趣旨にそった意見かどうか分かりませんが，地域の小公園（児童公園）の遊

具がひとつくらいしかなく，まったく活用されていない公園が多すぎると思います。 

草刈りの手間をかけているようですが，そのような活動に手当を出しているのは無駄

だと思うので，活用されていない土地は売却して，市の収入にして，その資金を使って

何かに役立てたらと思います。 

６ 大きな公園は市街地から遠すぎて，散歩がてら行って楽しめないし，花がほとんどな

い。ベンチ等もほとんどない。憩える場になっていない。 

五稜郭公園は花壇も子供の遊ぶ砂場もブランコも撤去されてしまった。観光客向けの

方策しか考えていないのか。市民の憩いの場を減らすのは残念。 

港の近くも海辺も川辺も歩いて，休んで楽しめる場となっていない。 

川辺の遊歩道は崩落危険な壁があるために通行禁止になったままの箇所がある。遊歩

道が雑草だらけで通行しにくい。 

 冬の時期に近隣の複数の家が我が家の庭に雪を捨てにくる。声をかけて止めて欲しい

と言っても効果なし。市として市民の雪捨て，雪かきへの意識を高めてほしい。他の地

域でも他家の前に雪を捨てるところをよく目にする。 

 化学物資による害で健康被害が出ている。干してある洗濯物，すれ違う人々の衣類か

らの化学物質，風呂の入浴剤，シャンプー・リンス・石けん，車の芳香剤等，「香り」

が問題なのではなく，個人の香りに対する好き嫌いの問題ではなく，香りに含まれてい

る化学物質の問題であることを正しく知り，意識改革から始めて化学物質の害を減らし

てほしい。 
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７ 西部地区，産業道路ぞいの地区は，色々いきとどいてきているようですが，新川町，

上新川町と町の中ほどは公園も道路も整っていると思えません。 

日赤病院前からマックスバリュー堀川店の方に渡る時の橋の上の市電の線路はシル

バーカーを押して渡るにはボコボコしてタイヤがとられます。 

亀田川の側の草刈りもボウボウとして車で通っても見づらいし，中部小学校の向かい

側の横断歩道の草刈りや除雪の際の雪山も不満に思っています。 

三角グランドに雪を捨てるようになっているのであれば，近隣の私どもも捨てること

が出来るように配慮して下さい。 

年寄りが多く住んでいる場所なので，毎年，困っている状態です。環境問題というよ

りも，日々の生活の快適さを求めます。 

８ 松風町に住んでいます。木も草もありません。街路樹がほしい。風でゆれる木の葉や

野の花を植えてほしい。我が家の前の道路にはホテル街なので外灯もなく，暗い，殺風

景。木の枝で風を感じたい。 

９ いつも公園（坂の上）や遊歩道を利用していますが，川の中に色々なゴミが目立った

り，暑いときはのび放題の草が暑苦しく草刈りが間に合わないのかなと思いました。 

公園も，大人用の運動器具が設置されていますが，利用している人をあまり見かけま

せん。自分は利用していますが。 

幼稚園や保育所の子供達を時々見かけますが，遊具や他，何もなく，カラフルなイス

や遊べる物などあったら楽しいだろうと思っています。今時，すべり台とぶらんこ２台

じゃ楽しくないですよ。是非，御一考ください。 

10 子供が自由に遊べる公園の整備，市民がゆったりと過ごせる場所の確保，散歩できる

遊歩道など道内の他地域に比べ，少ないように感じます。若い世代の人たちが安心して

子育てや生活が出来る環境を整えて欲しいと思います。 

観光地としての魅力はあると思いますが，住民にとってワクワクするような魅力のあ

る函館市になって欲しいです。でなければ，他地域に移住してしまう人も増えてしまい

ます。 

 自分も道内の主要都市に住んでいる子供の所に移住してもいいのではと思ってしま

います。 

11 私は中道町に住んでおりますが，今から２０年ほど前に孫と一緒に，夏，亀田川で一

緒に遊び，孫達のいい思い出となり，楽しいひとときを過ごしましたが，今，その川の

側を通ると木や草が生えていて，子供達も全然，遊んでいるのを見ることができず，そ

の側を自転車で通るたびに，とても悲しくなります。水も全く見えないですもの。いつ

も思います。川の木，草を整理してほしいなぁーと。以前の川に。 

是非，五稜郭公園の堀の石垣を早く，市民からの寄付のお願いを呼びかけ，直して欲

しいです。あちこち，痛んでますので。 

12 季節になると街路樹の枝払いが行われるが，丸裸になった樹を見ると悲しくなる。立

ち枯れの木を見るようで，いや。街中でも緑があるのは気持ちよいはず。枯れ葉の問題

があるとは思うが考えて欲しい。 
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13 身近で湯の川の整備が終わり，不要な木も取り除かれ，だいぶ景観が良くなりました。

まだ，砂というか，土砂がたまっているのが残念ですが，それがなくなり，川がうるお

えば，もっと景観も良くなり，観光スポットの一部にもなりそうだなぁと，そこを通る

たびに思います。 

14 子供がたくさん住んでいるのに公園が一つもありません。みんな困っています。陣川

町です。 

 家の裏の法面がきたないです。 

15 子供がいるので公園に行くことが多いのですが，近所の公園（小さめ）は，草がボー

ボーの時やゴミがたくさん落ちていたりと，あまりキレイではないです。それは，1 箇

所に限らず多数あります。遊ぶ場所として不安があります。 

16 環境問題と言っても幅広く難しいと思うので，まず身近な事案から取りかかればとい

う気がします。 

例えば函館は，道路環境が道内他地域と比較して特に悪いと感じる。（特に産業道路，

道幅に対して交通量がかなり多く，右折車が曲がれず，事故が多発する。交差点の中央

分離帯を削るとか。） 

亀田川を上流まで清掃して，遊歩道を作り，子供達と遊べる公園化するとか，札幌の

河川敷をまねてみてはどうか。そうすることにより，川にゴミを捨てたり，交通トラブ

ルも少しは解消されてくると思います。市民，身近な生活に則した面で，まずは環境を

考えてみてはどうでしょうか。 

17 近隣に高校が近いからか，よく歩道にポイ捨てがあり，風が強いと我が家の方に飛ん

でくる。 

函館は，室内での子どもから大人まで過ごして遊べる行政としての施設が，ほぼ少な

いに等しいと思います。道内色々と住んだ経験ですが，自然と同化しながらも小さな小

川や，噴水，幅広い芝生で，幅広い世代で過ごせる場所を少し作ってみてはどうかと思

う。 

四季の杜公園は，傾きも多く，私達のような若い世代は利用しやすいが，幅広い世代

という見方をすると厳しいと思う。 
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８ 景観（１８件） 

１ 道を歩いていると（散歩していると）よくゴミが目につきます。ポイ捨てのゴミなの

か，カラスがちらかしてのかわからないけど，仕方ない事なのかもしれません。 

その一方で，ゴミ拾いしている人もいて，偉いなと思います。いくら，思っていても，

実際，行動でしめすのは難しいので。一人一人の心がけで変わる物はあると思います。 

特に，近所の話し声。日中ならまだしも，早朝や夜遅くに大声で話すのは，絶対にや

めて欲しい。マナー違反ですよね。外国人も増えてきているので，文化の違いや環境が

違うけど，ある程度，常識は親から学んできていると思うので，守って欲しいです。 

モラルが欠けた人間が増えてきてるんじゃないでしょうか。空気の汚れは，車の排気

ガスだけじゃなく，たばこの煙もそうです。いくら，分煙（飲食店）にしても，吸わな

い人にまで害が及ぶので，やめて欲しいです。それでなくても，ガンが増えているのに。

少しでも住みやすい町にして頂きたいと思い，記入しました。 

２ ウォーキングをして目につくのは道路の脇の草むらにすててあるあきカンとかタバ

コの吸いがらとか家庭のふとんとかも目にします。 

未来大学のヒーティングの坂の両脇とか四季の杜の家とかに行く道でポイ捨てが目

立ちます。 

パトロールの車が通るようになって少しずつよくなってきていると感じています。 

３ 近くに川がありますが。すごくきたないです。 

街を歩いていると不法投棄なんでしょうか？乗り捨ての自転車がそのままだったり

します。 

中央分離帯にはゴミ袋がたくさん。そういう人たちは自分の家でもそうなのでしょう

か？よく平気でどこでもゴミを簡単に捨てれるなぁと不思議に思います。 

４ 市政はこだては毎月見ていますが，今回のアンケートで初めて知ったことばかりでし

た。 

雪どけあとのごみのポイ捨てが一番（空き缶，たばこの吸いがら，イヌ，ネコ，カラ

スのフン）毎年多く感じています。 

町並みがわるいイメージになってはいけないと思います。ごみのポイ捨てが多くマナ

ーが悪い人がこのごろ多いと感じます。 

車からゴミを捨てる人，歩きながら捨てる人（たばこ），人の家の前に平気でゴミを

捨てる人（過去にすてられたことがあります。） 

このようなことがないように取り組みをしてほしいです。 

５ 函館に引越してきて思うのは，とにかく道路がゴミだらけできたない。ごみのポイ捨

てが目立ちます。市民の環境に対する意識が低いです。 
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６ 函館は道端や道路，海辺，砂浜などにゴミを捨てる人が本当に多いなと感じます。バ

ーベキューの後の残骸や吸いがらなどもたくさん。 

外国に行くと道にはゴミは落ちていないなと思いました。国にもよるけれど，街中に

ゴミ箱がいたる所に設置されているので，そこに捨てれば良いのでゴミは落ちていない

です。 

ゴミを減らすのは，今の時代，物であふれているので，とても難しい問題だと思うけ

ど，抑制すればするほど，ポイ捨てが増えてしまう気がします。ごみ箱があればポイ捨

てしないし，みんなの意識も変わってくると思います。 

お金もかかることだし，そうそう言葉では簡単に言えても難しいとは思いますが，函

館のまちがもっとステキにキレイに地元の人だけじゃなく，観光で来た方にもステキな

所だと思ってもらえたら，人も増えるだろうし，お金もまわるだろうし，もっと活気あ

ふれるまちになれると思います。はこだては本当に大好きだし，すてきな所だから，も

っと良くしたいです。 

７ 空き地の草刈り，除雪をしっかりして欲しい。 

家庭用排水路のフタをしてほしい。 

８ 環境という言葉を一意に定義することは難しいと思うが，私は函館高専の環境システ

ム工学専攻で環境について学ぶものとしては，函館市内の水質や大気状態には概ね良好

であると考える。一部，鉄工所の臭いは常軌を逸していると思うが。 

ただ私が環境における問題点として考えることは景観である。観光都市として西洋文

化入り交じるこの土地は，高く評価されているが，老朽化した建築物にとても目がいく。 

これは，函館市観光動向調査からも明かである。この問題は全国の観光都市衰退への

改善モデルケースとして名乗りを挙げて欲しいものである。 

机上で空論を述べるのは易く，実行は難しいことは承知の上だが，私は函館が好きな

ので今後発展し維持出来るよう職員の方々には秩序を抱いて頑張って欲しい。 

９ 道路わきにコンビニの袋に入った飲ものや弁当の容器などすてられているのが目に

つきます。行政というより個人のマナーの問題ですが気になります。 

高齢化率が上がってくると，家のまわりの草だったり，周囲の清掃が行き届かなくな

っているように思う。 

昨シーズン雪が多かったが，自宅周辺の主に若い世代の方々は自宅の前の雪もかかず

に出かけられるので，道はあっても雪かきされていない場所でスタックしてしまい，本

当に大変だった。自然環境の保全も大切だが，人がごく普通に暮らせる環境を守るため

に生活を守るための排雪だったりはしなければいけないと思う。 

一軒家の多い地域に住んでいるが，バーベキューで楽しんでいる人の所からけむりだ

ったり遅くまで人の声がしたり（以前ＡＭ１：００までの時もあった）近所だとなかな

か注意できない。 

猫のふん，尿で庭の球根だったり苗がかれたりするので，猫には困っている。どこの

猫か分からず，苦情も言えない。 

10 タバコ自販機が職場のそばにあり，掃除をするたびに，タバコが道に捨ててあります。

吸う人のモラルかといつも思っています。時として，車の中の灰皿の中を全部まとめて

置いていく人もいます。 
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11 まだまだ道路に平気でゴミ（タバコの吸いがら，空き缶，お菓子の袋，レジ袋等）を

捨てているのか，多く感じる。個人の意識の低さか？ 

12 パチンコ店が多すぎると思います。もっと子供が遊べるような施設や，学べる施設（資

料館や科学館など）が増えると良いなと思います。 

大きな公園はいくつかあるので助かりますが，屋内で遊べる場所が増えたらうれしい

です。 

海はゴミがすごく多くて汚いイメージがあり，行くことがありません。ゴミのポイ捨

てが多いなと感じます。 

ＧＬＡＹが函館を盛り上げてくれているので，函館の良さがもっと出せるようなまち

づくりをかんがえてほしいです。 

13 街路樹の落ち葉対策を考えて欲しい。 

道路沿いのため，落葉が多く年間４０ℓの燃えるゴミ袋を１４～１５枚使用している。 

市役所まで行って袋を取りに行くのは面倒なので管理して欲しい。 

道路の街路樹の根がアスファルトをはがしているので，市役所に電話したが，何の対 

処もしてくれない。家のアスファルトをはがすおそれがあるので管理して撤去してくだ

さい。 

14 犬のフンやゴミのポイ捨てが目立つ 

15 日々生活している中で自分の感じている事といえば，普段歩いていますと，道路に空

き缶やペットボトル，いろんな物のポイ捨てが目につきますね。なぜ，自分で飲んだり

食べたりした物を捨てるという行為を私は理解出来ません。 

私の住んでいる地域でも庁内一丸となって，漁港の掃除や道路の缶拾いなど行ってお

ります。それでも，いつの間にか，元に戻ってしまう状況です。一人一人がマナーを守

っていかないといつまで経っても環境は良くならないという事です。 

16 路上や空き地のゴミが目立ちます。 

景観にそこなわない程度に路上にゴミ箱を設置してはどうでしょうか。予算や人手の

都合上，難しい提案でしょうが，是非，ご一考くだされば幸いです。 

17 函館は，まだ空気もきれいで公園等も多くあり，すばらしい街だと思っています。（海，

山に囲まれて） 

ただ，産業道路等の中央分離帯の草が伸びているのにはガッカリです。 

観光地なので一人一人が家の前の道路をきれいにする事も大事な事だと思っていま

す。 

18 地元に根付く商店街等を大事にしている景観ではあるが，今後，長い目でみた時に，

はたしてそれが今の若者が住みやすい環境であるのか不安に思う事がある。保守的で新

しさも取り入れる姿勢が感じない。 

元町エリアの環境づくりが中途半端だと感じる。せっかく良い雰囲気があるのにと感

じる事がある。例をあげるなら，沖縄県の首里エリア等（石垣で統一している） 

若者の声に耳を傾けているのか？と不安に感じることがある。少なくとも周囲の人は

思っている事があるはず。それを発揮できる場も少なく感じる。 
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９ 廃棄物（８件） 

１ 先日，子供と海へ貝をひろいに行った時，砂浜のプラゴミが多いと感じました。飲み

かけのペットボトルやプラのかけら，よくわからない入れ物等，以前ＴＶで外国の環境

への取り組みでペットボトルを高い確率で集められる，その国の人も関心の高くいいな

あと思ったことがありました。 

今，函館のプラやペットボトル回収に不満はないのですが，学生の多いアパートや一

人暮らしの方はやっぱりゴミの分別が上手ではないように感じます。 

買い物に行くなら，次もまた行く，そこにペットボトルを集める機械があってポイン

トだったかでもどってくる感じだったはずです。外国の・・・ 

あとは計り売り？必要な量だけシャンプーやらしりあるやら色々残すこともなくな

るし，一人暮らしと５人家族じゃ使用，食べる量も違いますから，今の日本から全てマ

ネするのは難しいだろうけど，いい所はマネしてもいいのではないでしょうか。ポイン

トや小銭をためていくようなアプリが色々でてやっている人もいるので，ペットボトル

でポイントなんてあったら奥様達はやるのではないでしょうか・・・ 

２ ゴミの分別はもっとしっかり細かくし，資源化していってほしい。 

３ 缶，ビン，ペットボトルの収集日を増やしていただけると助かります。 

４ 函館市ゴミ有料化になってだいぶたちますが，まだまだゴミの分別方法が難しい所が

あります。 

また，ゴミ袋が高すぎる気がします。もう少し袋をうすくしてもよいのではないでし

ょうか？昔に比べコンビニも増えているので，街の中のゴミが減ってはいますが，まだ

まだゴミが落ちてるのが目につきます。 

もっと取り締まりを厳しく，また，タバコのポイ捨ても厳しくして欲しいと思います。 

５ カラスが多く安心して外を歩けない 

・８：３０までにゴミを出してくださいとなっているが，燃えるゴミの回収は，いつも 

１４：３０～１５：００頃。カラスがあさっている事もあります。 

・プラスチックゴミのごみ箱が小さく（家のマンション）あふれてカラスがあさってい 

ることがある。多分，きれいに洗ってだしていない住民がいるのだろうと思います。 

・夜間のゴミ収集を希望します。（燃えるゴミ，プラゴミだけでも。） 

 生活しやすいよう除雪をお願いします。 

 とけて，凍ってを繰り返すとき，ツルツル道路で転倒して骨折しないか不安です。是 

非対策を。 

熊対策，犬のたずな長く，散歩中，恐いのでたずなを短くして欲しい。 

大雨が多いので，川が氾濫しないように前もって堤防を高くして欲しい。 

台風も多いので看板がとんだり，落下しないよう管理して欲しい。 

この前，家のマンションの上をオスプレイが２機飛んでいった。恐怖の音だった。や 

めて欲しい。 
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６ 公園などに大人も使うと運動になり，楽しみが増えるような（遊具）デザインのもの

を置いて，ポイントとかもらえる様に工夫してほしい。 

ゴミも場所を設けて，プレハブの物置などを置いて，自由にダンボールを出せるよう

にしてほしい。そして，ペットボトルなどを入れる機械をおいてポイントがもらえる様

にすると子供のためにもようと思う。 

西部地区とかの散歩のため，花火大会の時のための駐車場をもうけてほしい。 

７ プラスチックごみと燃やせるごみがカラスに狙われやすいので，この２つは夜間に収

集して欲しい。 

亀田川の中の雑木が育ちすぎている。緑地化のつもりなのだろうか。もしもの増水時

になぎ倒されたら氾濫の要因になりうるのでは。 

喫煙中の車の「窓開け」走行を条例で禁じて欲しい。走行時や自転車走行時に受動喫

煙となる。自分側も車だとしても信号待ち等で並ばれた時に，こっちが窓を閉めるはめ

になる。 

プラごみでもうひとつ。職員にもよるけれど，収集車より先回りして４～５軒分を駆

け足で両手に抱える場合，そのひと区切りとして収集車が到着するまでの間，自宅前の

プラごみに「足し置き」されることがある。これは，その４～５軒分のブラごみから「汁」

や「包み」をこぼしていくことが，何度かあるので避けていただきたい。 

８ 函館市ではコンポストやゴミ処理機の補助がないのが残念です。数年前にやって終了

というのは，引越して来た人，これから来ようかと思う人には，どう思われるでしょう。

近隣市町村ではあるので，継続してはどうでしょうか。 

道路に雑草がボーボーなのもなんとかならないのか，なんとも思わないのか，この街

の人々はと言っていたのが，聞こえてとても恥ずかしい思いをしました。駅前近辺だけ

きれいですが，他は・・・防草シート貼りまくりますか？他の観光地では見かけません

が。 

環境部のホームーページが見やすくとても参考になります。これからも更新してくだ

さい。 
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１０ エネルギーの有効利用（３件） 

１ 省エネルギーや再生エネルギーの取組として，補助金を出して欲しい。 

２ 再生エネルギーについて関心があります。 

原発はなくしたいと思っています。 

３ 省エネ時とはいっても，観光をウリにしている以上，函館の街，特に駅周辺，松風町

の夜の暗さは観光客の安全上からもまずいと思います。北電に依存しないで，市が中心

になって再生エネルギーを活用することは不可能でしょうか。 

現在の松風町あたりにいると，時々買い物難民を味わいます。居酒屋ばかりじゃなく，

いろいろな店があって市民が家族で楽しみにこれる街になって観光客も市民にふれあ

う。そうなれたらと思います。大型電気店が電停近くに一つできたら，観光客も市民も

夜も楽しめると思います。 

函館の幸福度が低い理由について，私は特に若い人の働くところが少なくて，帰りた

くても帰れない親子共々そんな不安をもっているのではないかと思っています。どうか

幸福度が上がることを願ってます。 
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１１ 環境教育・意識啓発（６件） 

１ 大間原発を絶対に許してはいけない。原発は危険だと東日本大震災で明確なのに経済

第１で他人の迷惑を考えないようなことを許してはいけない。 

人々が自ら環境を良くする考えをもつような社会教育や条例を作って推進させる。函

館の資源は観光なので，函館らしさを失わないような美しい自然を守らないと生き残れ

ない。 

新しい物をつくるのでなく，今ある物を安全に保存することに予算を使う。災害に強

い都市にしなければならない。 

２ 私の生活において，車がないと生活出来ないので，えらそうな事は言えないのですが，

環境について考えると，函館市，市民の意識は低いような気がします。先日のエコフェ

スタ，子供と行ったのですが，たくさんの人で，ＯＰＥＮ前からすごい人が並んでいま

した。でも，中に入ってみると，フリマのスペースが多く，リサイクルという面では環

境の事を考えているのだろうけど，もっと各企業のエコの取り組み，小さい子供もたく

さん来ているのだから，子供たちも分かりやすいしくみ，取り組みをもっと紹介してほ

しかったです。きっとお金を出して仮面ライダーショーをやるのだから・・・ 

次に，緑地が少ないかなと思います。北海道でいえば，札幌のように大通公園のよう

な市民がゆっくり出来るイベントなども出来る大きな緑地が少ないと思います。大門の

グリーンプラザも中途半端な広さ，コンクリートじゃなく，やわらかな芝にしてほしい

です。 

最後に私もですが，市民にもっと分かりやすいように，イベントをやるだとか，若い

人への参加の呼びかけなど積極的にするなど函館市でアイデアを出して欲しいです。 

３ 函館にある観光資源を最大限に良い物にするためにも，よりよい市町村として環境保

全や地域市民の環境に対する意識向上などを行ってほしいです。 

４ 行政の環境問題はしっかりとやって欲しいですが，私達個々のモラルが大切と思いま

す。 

最近，海のプラスチック問題もそうですが，事を起こすのも人間なら，解決の道をさ

ぐるのも人間なのですから，真剣に考えましょう。 

５ 現在，メディアの環境問題は，地球温暖化防止，海へのプラスチックの流出で生物へ

の悪循環から人体への悪影響が上がっています。同様に市政の環境方針等，もう少し，

目，耳に届きますようにお願いいたします。 

〇市内の道路区画整備について 

市内の観光地（西部方面）は，道路面，歩道が整備されて，石たたみ等，良い感じを

受けます。その他（市内）は，家が先に建ち，その後，区画また道路確保が行われ，大

変な重責かと思います。 

あき家が出たり，あき地が出たとき，問題点が大きいと思いますが，指導力を強化，発

揮くださいますよう思い感じました。 
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６ どんどん便利な世の中になり，無限にありとあらゆることが，私の年齢ではついてい

けない状態です。しかし，住みやすい世の中には必ずリスクが生まれる事の方が多いと

感じます。 

おきざりにされるような，いろいろな情報が耳に入りますが，わかりやすい説明でな

く，若い人たちとはちがい，だんだん意欲がわかず，知らぬふりをする人がふえるのは

私だけと思ってますか。小さなことからなんて言葉では言えますが，実行に移すにはも

っと市の方で町会事でも話し合い困っている人を役人の人で不足といわず動いてくれ

る市民より役所の方々がもっともっと働きかけるべきです。 

小学校から環境について，また，個人の悩みなどどんどん言える（書ける）意見箱の

ようなものを設置し，興味をもつよう楽しんで意見が言えるような，昔の子供らしい友

達どおしで話せるような時間教育があったらと思います。たちどまることも大切と思い

ます。便利ばかりでは人間身は生まれません。 

 

 

 

１２ 環境保全活動（３件） 

１ グローバル化した環境は，函館市民に対象をしぼるばかりでなく，海外資本や人材の

無制限な流入と受け入れは，人的･自然的環境に負の遺産を多く残してしまうのではな

いかと危惧している。 

函館市自体が，先んじて中長期の展望に立ち，地道で実現可能な市民参加による実践

を積み重ねていって欲しい。 

特に若者達が活躍できる（若者自身がリーダーシップをとって参加できる）活動が，

市の援助とバックアップのもと，続けられることを希望する。 

行政は，このための対応を十分に続けるための新設の課を立ち上げ，総合的に推進し

ていく必要がある。そのための産学官の連携も必須と考える。 

２ 年２回のゴミ集めに参加してますが，若い人があまり参加しないので周知してほし

い。ゴミのポイ捨てなど見てると若い人が家庭ゴミなど捨てている人がいます。 

３ 普段はあまり意識していないで過ごしていますが，不便を感じていない毎日が，幸せ

だと思います。 

函館は大間原発以外は大丈夫だと思います。 

個人的には，市政のシステムには協力していかなければならないし，少しずつステッ

プアップしていける環境になれば良いと思います。 

環境を良くしていこうと努力してくれている方へ感謝しつつ，自分のできる範囲で協

力して，続けていかなければと思います。 
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１３ その他（３３件）  

１ 公園内に犬と散歩しないようにしてください。注意の札をつけてください。 

冬期間の小道路の整備に隣家の会社に苦言をされた事があったが，私道でもない道路

に対しての常識のないのに驚いた事があった。 

２ 納税に関して期日が少し遅れると，かなり脅迫めいた言葉には，耐えられないです。

遅れる方が悪いし，税の平等と言う言葉は知っていますが，もう少し言葉を選んでほし

いです。遅れても年度内には必ず納税済ませてます。市の財政も大変な事も理解してま

す。不満はたくさん有りますが，またの機会に。 

３ 函館市は環境問題に一生懸命取り組んでいると思います。これからも応援しますので

がんばって下さい。 

４ 冬の除雪について昨年は特にひどかったですが，今後も異常気象が続いていくと思い

ますので，充分な予算をつけて早い対応をお願いしたいです。 

５ 一言で環境と言っても範囲が広すぎてイメージがわかない。具体的に行政が行ってい

る施策を提示し，それについて意見をつのった方が実りが多かったのではないでしょう

か？ 

６ 環境の事とは別の事だが，毎年３千人もの人口減は異常である。それもこれも函館市

に働く所があまりにも少ないから，企業誘致は難しそうだが，土地代，税金等を大きく

安くしてやる等，色々工夫して企業誘致に力を入れてくれや。当市には場所や土地が有

るんだから。 

７ 道路の整備をお願いします。（でこぼこなので） 

道路の除雪をお願いします。（冬） 

８ 放置車両が多い 

９ 私は精神障害２級の障害者です。一人での生活は困難ですが，生活保護や障害年金の

受給は難しいと言われております。周囲の理解が得られなくて苦しんでいます。恐らく

これを読んでいる方もこんな文章が書けるなら大丈夫だろうという解釈をされている

かと思いますが，そういう障害者もいるのだろうという見解（認識）のズレから理解さ

れないのかと思います。しかし，そういう障害者もいるよねで済ませて受給の申請を簡

単に通しては不正受給に繋がる懸念が高まるのも分かりますが，もう少しどうにかなら

ないでしょうか。いくら環境を良くしても人が居住してなかったり，道外から人が訪問

しなければ意味はないですよね。人あっての環境だと思いますので，環境も大事ですが，

環境を作る人（特に障害者）にスポットをあてて検討して頂きたく何卒ご理解の程宜し

くお願いします。 

この１１カ所の質問も，今後の函館の環境について，求めている事なども健常者を対

象にしている感じでした。私は今後の函館のことは大事ですが，自分のことでいっぱい

いっぱいで１０年後よりも明日をどうするかといったレベルですので，住む世界，見え

ているものが健常者とは変わっていると思います。正直な話，函館よりも今この瞬間の

自分を助けて欲しいです。自分勝手で申し訳なく，少しでも伝わりますように。 
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10 原発は廃止すべきである。 

災害対策（停電等）の充実。 

空家対策（所有者不明等の時の行政の対応，取り壊し条例の作成），となりの家がそ

うであり環境災害が心配である。 

11 特に意見は書きません。行政が実行出来るとは思えませんので。 

12 歩道や自動車道，除雪の不満が凄くあります。 

13 このアンケートの質問項目も大切なことだと思いますが，市は函館の積雪に対してど

のように考えていますか？ 

市民に直結した問題だと思います。あまりにも除雪作業に手を抜いているように思い

ます。生きるために仕事に行ったり，学校に行ったり，一番大切な生活行動が阻害され

ています。 

環境問題はもちろん大切に取り組む事ですが函館市はそんなかっこつけた行動する

前にするべき事があると思います。 

市民の声を聞きたいと思ってのアンケートだと思いますが，本当の函館市民の困り事

に目を向けてもらえませんか？ 

日本国民としての問題も考えていますが，やはり生活を一番に考えます。函館市は，

もっと市民を大切にして欲しいです。 

14 海に囲まれている函館なのに，夏，海水浴ができません。寂しいと思います。なんと

かなりませんでしょうか？ 

大門地区でイベントがあっても駐車場が少なく困っています。空地を利用し沢山の方

が参加でき，盛り上げられるようにお願いします。 

15 はこだて未来大において，環境に関わる教育活動に携わっています。私自身，転居し

て間もなく，函館市の取り組みまで手が回っておりませんでした。今後，結果のとりま

とめの公開など，大学教育において活用，参考にさせていただきたく思います。 

16 観光都市 函館をめざせ。そのための環境は大切。 

17 都市らしい演出を希望します 

18 大門地区の事につき，感じております。大門を通った際，空き地の多いことに目がつ

き，ホテルや商店，飲食店も大事ですが若者家族や住民の多く住めるよう，住宅が沢山

建つように市も協力し，若者家族が住めるまちづくりが出来ることをお願いします。そ

の，まちづくりが出来れば，大門に賑やかさが戻ると思います。 

19 一番心配なのは，今年の様な大雪です。年配の方も多く雪を捨てる場所もなく，近所

で多くのトラブルを目にします。 

業者の方に頼んでも金額が高くなってきています。市の方で除雪機の貸し出し等が欲

しいです。 
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20 函館は海もあり，山もあり，大変自然も豊富で魅力的な街だと思います。観光名所も

あり，人がもっと集まっても良いと思うのに年々少なくなっているように感じます。飽

きられているのでしょうか？ 

市外から移り住み気温などを考えると良い街ですが，どうしてこんなに廃墟が多いの

でしょうか？いたる所で目につきます。仕事が少ないなど，何か問題があるので，他の

街に行ってしまうのでしょうね。街中にも住宅街，郊外にも。半分死んでしまった街の

ように感じます。 

もっと活気ある函館市にしてください。魅力はあるのですから。 

21 メインの道路からみえる空き店舗，不景気ムードが強く感じられ，残念なイメージを

感じています。旅行中の外国の方や修学旅行の方々の顔が笑顔でない事に申し訳ない気

持ちになります。 

新しい立派な建物というより，函館らしさを朝市以外でも出せたら良いなぁと思って

います。昭和の函館は若い人たちには，かえって新しく感じるのではないでしょうか。 

昭和の函館体験施設の充実，３Ｄなど使用してみたりなんてどうでしょうか？ 

 私は函館で生まれ，函館が大好きです。函館をもっともっとステキにしてほしいです。

お願いします。 

22 雪への対策（道路等） 

23 道路整備を改善してほしいです。他の市より遅れていると思います。 

24 函館に住みたいと思ってもらえるような，まちづくり，環境づくりを考えて欲しい。 

25 観光に力を入れすぎだと思う。 

道路はガタガタ。除雪は不備。 

放し飼い猫をなんとかして欲しい。 

26 街路樹を切って欲しい。（冬は危ない） 

27 私は子育て世代なので，子供に安全な暮らしが出来るような地域が望ましいです。 

28 自分の住んでいる場所には満足しています。今は・・・ 

今後，車の運転が出来なくなったときの足の確保に不安があります。 

世界三大夜景に戻れる事を願います。 

29 生活道路の除雪を拡大してほしい。今年は雪が多かったので大変でした。 

ゴミ収集車の職員の態度，いつもていねいで感謝しております。 

30 居住地域の環境は，水や空気が綺麗で騒音もなく景観の良いことも大事だが自然災害

に強い安全な環境であることが最も重要であると考える。近年は過去に例のないほどの

大きな災害が各地で発生し，多数の犠牲者が出ている状況である。集中豪雨，津波や地

震等に対するあらゆる想定の下で，災害に対してハード面でも強い環境づくりに努めて

欲しい。 

31 観光の街なので，それらしい環境づくりをめざして欲しい。 
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32 冬の道路環境について 

 函館市に住んで５年経ちますが，昨年の大雪と道路状況には驚きました。大きな通り

も，道幅がせまくなっていて，路面はボコボコ，とても車で走りにくかったです。また，

家の前の道路も，結局，昨年は，除雪車は一度しか来てくれませんでした｡私道ではな

いのに，住宅街の道路の除雪は，近隣住民におまかせなのでしょうか。子供の幼稚園バ

スも通れませんでした。買い物にも困りました｡今年は，パート勤めを始めたため，冬

は家から車通勤できるのだろうか・・・心配です。 

環境整備，大切だと思いますが，函館に住んでみて，一番，不満に思うことは除雪で

す。今年は，どうか，安心して冬を暮らせるよう，大きい道路から小さい道路まで。除

雪をキレイにしていただきたく，よろしくお願いします。 

33 小樽や松前，江差の様な街づくり。 

長期計画をたて，道路の整備をし，昔の街並みを再現し，環境を整え，観光に力を入

れるとよいと思う。 

若者が興味を持つような行動を考え，函館の街が活性化することにつながる様なこ

と。 

 


