
◆性別
男性 452
女性 680

◆年齢
２０代 240
３０代 406
４０代 213
５０代 140
６０代 30
７０代 3

◆職業
会社員 37
看護師 350
パート 35
事務職 50
営業職 2
公務員 115
保育士 5
販売・接客 2
サービス業 1
会社役員 1
工場作業員 1
経営者 1
自営業 1
教員 1
技師 1
医療関係 230
管理栄養士 2

◆お住まい
砂川 834
滝川 280
上砂川 12
新十津川 19
奈井江 9
浦臼 1
赤平 2
芦別 1
富良野 2
美唄 2
その他 12

◆普段お使いのSNS
Ｉｎｓｔａｇｒａｍ 506
LINE 830
ツイッター 357
ｆａｃｅｂｏｏｋ 239
その他 12

◆砂川青年会議所（砂川JC）を知っていますか？
知っている 364
名前だけは知っている 560
知らない 197

◆知っている、名前だけは知っていると回答の方、知ったきっかけは？
SNS＆HP 30 その他の意見
知人、家族 96 公報、広報、滝川にもあるから、プリント等
イベント 340 過去に加入していたから、会社関係者より、元JC
その他 86 あいさつ運動、知り合いが多いから、職場

新聞のチラシ、仕事上、ＳＯＲＡに載っていた様な気が、
プレス空知、

◆どのような団体のイメージがありますか？
　もしくは行ってる活動で、知っていることはあります？
＊イメージ
・地域を盛り上げる。・砂川を良くするために頑張ってくれている。・活気があふれている。
・次の世代の人たちの集まり。・社会貢献活動。・若い方々が地域の活性化に努めている。
・若い世代の未来のために様々なイベントを行っている。・地域に根差している。
・地域発展のため民間の力で応援している団体。・若い人たちが集まるもの。
・まちづくり、イベントつくり。砂川の街の活性化。・ボランティア。・若手社長の街づくり。
・砂川市の盛り上げ役、イベント協議会。・市の活性化に一役かっている。・元気がある団体。
・街のために健全な活動をしている。・若くて頑張っている団体。・地域の盛り上げ隊。
・市内外の会社や市職員がリーダーとなり、イベント他を考え地域の活性化を行っている。
・色々実施されていて若いのに頼もしく思っている。・まちづくり。・年間行事などの企画運営。
・お金持ちの団体。・市内の（一般企業や）個人経営者の集まり。・大変そう、メンドウ事が多そう。
・昔の話ではあるが委員会と称して飲み会ばかりやっていた。地元にお金を落とさず、札幌・
旭川等でしかもいかがわしいお店に行っていた。地域の為にというよりは、自分のネットワーク
作りが目的のようであった。・むか～し、父が入っていたので。・若者が活動している。
・全世界にある。・自営業の方、若い社長、若手経営者の集まり。・飲み会している。
・より良い街づくり砂川市の活性化にもつながる事業を行っている。イベント企画。
・情報流す。地域のイベント、地域を盛り上げる。・青年の会議所。・砂川を盛り上げている青年
・砂川の未来を考えて一生懸命活動している団体。・忙しそう。・お祭りで屋台、花火大会の仕切り。
・あまり良く知らない。・青年たちが市の為に何か発展の機会となる催し等を計画し行っている。
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＊運動、イベント等
・地域の活性。・イベント等をもっと増やした方がいいと思います。・婚活イベント。
・いろいろ。・挨拶運動。・〇〇祭り。・元気もりもりプロジェクト。・企画が楽しみ。
・冬まつり。・災害訓練。・盆踊り。・有名な先生を読んだ講演など。・運動会？
・企画が楽しみ。・ラブリバー。・千人踊り。・ハロウィンのかぼちゃ。・婚活。
・一度参加させてもらったのが「模擬結婚式」実にくだらない、素人の安っぽいコント、
やる意味がわからない。・自然ふれあいフェスタ。・砂川を盛り上げることを目的としたイベント。
・花火大会。・職業体験。・ボークチャップリン。・すながわ駅前元気もりもりプロジェクト。
・交流会みたいなものやってたような気がします。

◆砂川青年会議所のSNSを見たことはありますか？
　また、どのSNSですか？
見たことある 186
見たことない 983

YouTube 12
Ｉｎｓｔａｇｒａｍ 31
ツイッター 2
ｆａｃｅｂｏｏｋ 48
ホームページ 24
その他 1

◆YouTubeはよく見ますか？
　どのような内容の配信を見ますか？
毎日よく見る 224
週に６～４回 75
週に３～１回 163
全く見ない 152

◇どのような内容を見る？
ゲーム実況。ライブ配信。モッパン。ニュース・天気予報。EIKOチャンネル。ヒカキン。
「〇〇の作り方」、「〇〇のやり方」。歌手。音楽。PVメイキング映像。英語。仕事に関すること。
芸人、有名人、ユーチューバーの配信。心霊系、怪談。知り合いがしてるもの。インフルエンサー。
ミュージックビデオ、ドラえもん、アンパンマン、子供が出ているもの。大食い。ＧＲＷＮ。ドッキリ。
韓国のカフェやお店の動画。その日のホームに上がっているもの。
運動系（ストレッチ、フィットネス、野球、体操、スノーボード、ゴルフ、トレーニング、
趣味系（料理・レシピ動画、物作り、お絵描き、メイク、麻雀、DIY、キャンプ、
　　　　着付け、アウトドア、競馬、犬、猫、鳥（ペット）。ファッション。

◆お住まいの地域にどんなスポットや施設、お店があるといいと思いますか？
今のままでよい、充分。癒しや遊ぶところがない。文化の中心になる施設。むしろ、つぶれた施設を取り壊せばいいと思う。
無いのが良い！！。すでにあるお店や施設が充実すること。

・場所 道の駅。子供を連れて遊べる所（雨天時も）。きれいな、夜も使える図書館。移民街。語学勉強の場（サークル）。
富良野の富田ファームの様なきれいな所。もっときれいな風景や建物があると良い。観光スポット。
ゆう、体育館、ナカヤ、北菓楼等他地域からも認知されていて「また」行きたいと思うような場所。
オアシスの様なウォーキング等運動が出来るコース。クレープ、パンケーキ屋さんインスタ映えのする物。
旭川・札幌に囲まれているので都会に無い、経験できない事自然をメイン等もっとアピールして子供の国
だけじゃなく大人も楽しめるアクティビティ、ホテル。

・施設 （温水）プール。２４Hジム。スキー場。スポーツ施設。ライブハウス。温泉。映画館。３×３が出来ること。
スケートボードパーク+コース。気軽に利用できる会館の様な物。長時間本を読める所。遊園地。複合施設。
各スポーツ教室（柔道、空手、水泳、ダンス）、子供だけで参加できる所。ボルタリング。ラウンド１。
噴水。まんが喫茶。スーパー銭湯。Ｗｉ－Ｆｉが使えるカフェ。

・お店 カフェ・喫茶店（１７時以降営業）。イオン。アウトレット。大きな商業施設。コストコ。セブンイレブン。
飲食チェーン店。大型書店。スターバックス。カルディ。ファミレス。ショッピングモール。回転すし。
ウーバーイーツ。食料品店。カラオケ施設。百貨店。ドコモショップ。牛角。フードコート。
若い子が着る服屋さん。子供を入れる飲食店。ドッグラン。大型ペットショップ（生体販売なし）。
ルーム料金ではないカラオケ。ゲームセンター。大丸。ロフト。ドラッグストアー。イオン。
マックスバリュー。サブゥエイ。おしゃれな（古民家）カフェ。ユニクロ。ツタヤ。靴屋さん。
子供食堂。

・改善点 砂川がスイーツを推しているのなら、もっと１２号線や目立つところでスイーツ推しをすれば良いと思う。
子供が自由に遊べるスペースとその付き添いがゆっくりと待てるラウンジ
施設はそれなりにあり、運営していくマンパワーが必要！。
東洋高圧跡地を活用して欲しい。子供・高齢者が助け合いながら生活を継続できる暮らしの場。
買い物できる所やカフェ等欲しいと思いますが出来てもすぐにつぶれることが多いので期待してません。

◆あなたはお住まいの地域が好きですか？？
　どのような所が、そのように感じますか？
好き 152
まあまあ好き 187
普通 354
あまり好きではない 134
好きではない 39

◇理由
（良）
嫌いではないです。何もないが、住みやすい。今まで住んでいた地域よりお店が充実しているから。程よい田舎。育った場所なので。
近所付き合い（家族のように接してくれる方が多い）。市立病院やスーパー等が近くにあるから。自然体験が出来る場所の多さ。

186

983

見たことある 見たことない

224

75

163

152

毎日よく見る 週に６～４回

152

187
354

134

39

好き まあまあ好き 普通 あまり好きではない 好きではない



カフェ、スイーツ店等美味しいお店が沢山ある。スイートロードをはじめとする、美味しいグルメがあるコト。自然がある。
富良野は観光地だから農業も盛んで農作物が色々と手に入る砂川も稲作やトマト等色々と取れるので農作物のアンテナショップを
高速以外にも夏だけでも作ったらいいと思います。飲食店が多い。各都市へのアクセスの良さ。利便性が良い。お菓子が美味しい。
砂川自体は落ち着いて静かで住みやすい。札幌・旭川方面どちらにも行きやすい。住民が優しい。ほどほどにお店もある。
公園が多い、カフェ・居酒屋さん美味しいお店が多い。人が多すぎず住みやすい。

（負）
買い物が不便。お店が少ない。税金の納付やコロナワクチンの接種券などとにかく送られてくる物が遅い。イベントがない。
昔と比べてお店がどんどん減っている。交通の便が悪い。保育園、育児問題。子育て環境にはあまり良いと思わない。
楽しめる場所が少なく、子供たちがのびのび遊ぶ場所が少ない。イベント等が微妙過ぎて行く気にならない老人が多いので・・・。
観光客が多くて危険、車で移動しないと観光場所が離れているので、フラフラする車が多い。アパートの家賃が高い。
好きですが、メインの中心部がシャッター商店街で市場も閑散としており、寂しいイメージがある。市内もあちこち壊れた
家を見るのが景観上美しくない。静かで住みやすいが、娯楽施設が少ない。紹介する所があまりないかも。市から送られてくるものがとにかく遅い。
出かけたい場所がないでもなにもないから平和に暮らせるので他にいけば良いと思う。娯楽が少なすぎる。
昔から住んでいるので居心地はいいですが交通の便、買い物が不便。雪が多いのも困る。
職場と家の往復でたまにスーパーに行くくらいの生活、困っていないが娯楽はない。

◆自分の人生に影響を与えたと思う物事はありますか？
　また、それはどのような内容の物ですか？
ある 188
どちらとも言えない 269
ない 329

◇内容
家族。人物（教師）。尊敬する人との出会い。娘と一緒に歩んだスポーツ人生。高校の部活。車で道内一周。
家族が生まれる事、亡くなる等砂川市立病院でお世話になった。高校の先生に進められた職業がピッタリだった。
砂川で子供が生まれました。就職で砂川に来た事。社会教育との出会い。セミナーで出会った講師、セミナーのメンバー。
音楽。看護学校生活。子供がいること。人との出会い。市民劇団、図書館ボランティア。
幼稚園の担任の先生。家族の病気。知人の話。石垣先生の講演。祖父の死。業務上での関わり（他職種と）
前看護会会長；坂木すがさんの講演。進学、就職。ソフトバンクホークス。１３歳のハローワーク。
砂川で森井さんという核医学に精通した人の下で働けた。交通事故。病院就職。海外生活、海外へのホームステイ。
海外ボランティア。資格取得。姉の出産、でも日々の色々なことが影響していると思います。
２０代の頃砂川市の紹介するＮＨＫの朝の情報番組（生放送）に出演したこと。仕事。上司。同僚。書籍。趣味。
旅先等で触れ合い話をした地域の方や風景、物事、色々なことを知り始めての土地で感じた物事いろいろ。
短大の心理学系の講義でやった好意の返報性。

◆あなたの理想のリーダー像について教えて下さい
部下の事を常によく見てくれていつも会社を良くしたいと考えながら仕事してくれる。個々のよさを引き出して適材適所を考えられる人。
コミュニケーション能力の高い。周囲に気を使える。引っ張っていける。仕事以外にこうした青年会議所の取り組んでいる方は理想のリーダーです。
自分の考えを確り持っており、実行できること。個々の良さを引き出して、適材適所を考えられる。
自ら行動して部下にお手本を見せれる。考えた事はすぐに行動できる。周りの事をよく見てくれる。
ブレない真を持っている。人にやさしく自分にキビシク！！明るく、元気、前向き。
他の意見を聞き入れ、それを生かして活動に反映してくれる。優れた人間性、行動力。
言葉に責任があり、説得力のある。良し悪しをはっきり言う。様々な意見を聞く。
器の大きい人。人を惹きつける力がありつつも、フレンドリー。仕事、人間関係のどちらもうまく回せる。
みんなのお手本になれるような存在、親、職場の先輩、今までにない画期的なことをしてくれる人。
広い視野がある。柔軟性がある。太陽なひと。冷静に物ごとの判断が行え、相手の気持ちを察してくれる。
有限実行できる人。周りに対する思いやりと気配りの気持ちがあり常に冷静に穏やかに物事を考えて仲間をまとめていける人。

具体例
ブチャラティ、ジャシンダーアーダーン、イチロー、ヒロ、ウォーキングデッドのダリル
黒田官兵衛、出口　治朗、石垣　靖子先生、ジャニーさん、河野　太郎、小久保　裕紀
大嶋　啓介、所　ジョージ、ミッキーマウス、星野仙一、栗山監督、ひろゆき、加山雄三
巨人　原監督。ＪＣの委員長仲里浩さん。ＭＥＲ北見チーフ。時任三郎。天海　祐希。
ガクト。元ＡＫＢ４８高橋みなみ。ナポレオン。櫻井翔。ヒロミ。

◆ＦＲＥＥ
・砂川観光協会さんや砂川青年会議所さんの行っているイベントの区別がつきません。
・もっともっと砂川を盛り上げる事を考えるべきだ。
・毎年新しいことにチャレンジすることは素晴らしい事だと思いますが、たまには継続して
　やるコトも考えてみては？
・子供たちが遊べる場所が欲しい。・街に更なる活気を！
・砂川という地域をもっと発信したらいいと思う、富良野よりSNSの発信は上手だと思っています。
・交通安全運動できたら続けて下さい。・今後もより一層の活動を楽しみにしています。
・頑張っている内容がSNSで発信されているのでとても良いです。これからも砂川の為に頑張って下さい。
・これからも頑張って下さい！応援しています。・青年会議所の動きがわからない。
・熊が家の近所の川まで下ってくるらしく子供と散歩もちょっと怖い、熊撃ち増やしてください。
・空知はたくさん公園がありますが、どこもきれいに整備されていない、草だらけのところもあれば、
　地面がボコボコ、サビだらけの遊具、ゴミだらけの水遊び場、子供が安心して遊べる所にして欲しい。
・子供を増やすなら、母・子共に毎日気軽に行けて遊べる、人に合える場所室内でも室外でも欲しい、
　特に乳児、幼児、小学校低～中学年で。
・オリンピックの効果もあり、キッズのスケートボーダーが増えています。楽しく安心して滑れる環境を作ってください！！
　スケートボードパーク、若者が集まり、まちの活性化になると思います！お願いします。
・この紙は書きにくい。用紙に経費掛けすぎでは？
・市長が楽しい人になるといいな、砂川市の活性化、がんばってください！
・裏道の街灯が少なくて暗いのでこれから日没が早くなり通勤・通学帰りはもっと徒歩ではつらいです。
　もっと明るくして欲しいです！
・がんばってください。期待しています！コロナに気をつけて、活動してください。道路際の雑草がすごく気になります。
　市民が協力して、一度全てきれいにしたいです。
・どの街も人口減がありつつも最近は若い人が協力隊員としてがんばって楽しいイベントを行っていますよね。
　皆さん☆キラッ☆とひかる「力」を提供して市民の方を楽しませて上げてください。
・いつも忙しい中、砂川のためにありがとうございます。また、Ｔｈｅ祭のボランティア支援も深く感謝しております。
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・滝川ＪＣはドラ息子の集まりだと聞いたことがあります。砂川はそうでないことを願います。
・このアンケートにどのような意味を持たせているのか良くわからない、このアンケートに少しでも活動の記載がないのはどうか？
・アンケートを収集して何かの機会に公表してください！・冬は特に外に出る場所もない、健康維持市民の交流の為にも冬散歩のコース。
・今後の未来にむけて自市だけの活動は難しくなるのではないか？他町村との連携が必要。
・最近ゆうでやったオペラ、子供がとても喜んでた。

※近しいコメントは一括にまとめて記載をしております。


