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転出者意識調査報告書
最近 5 年間に根室市から転出した 20～69 歳
までの元市民
平成２７年８月７日

根室市総合政策部総合政策室

転出者アンケート調査

転出者アンケート調査
（１）回収状況
最近 5 年間に根室市を転出した 20 歳から 69 歳までの元市民を対象として、転出理由や根室市の定住
環境等に対する考え方を把握するために、アンケート調査を行った結果、有効配布数 1,901 票に対して
662 票の回収票を得た。有効回収率は 34.8％であった。
回答者の属性をみると、性別構成は男性が 63.9％、女性が 36.1％となっており、年齢構成は、男性
は 50 歳代が最も多く、女性は 30 歳代が最も多くなっている。
■転出者に関する意識調査の回収状況
アンケート調査の種類
転出者アンケート

対象

調査方法

最近5年間に根室市から転出し
郵送配布・郵送回収
た20歳～69歳までの元市民

有効配布数
（票）

回収数
（票）

1,901

662

回収率
（％）
34.8%

■回答者の属性
（性別、年齢構成）
回答者の性別構成

女性
36.1%

男性
63.9%

回答者の年齢構成（全体）

60歳代
13.3%

件数
構成比
423
63.9%
239
36.1%
662 100.0%

20歳代
30歳代
40歳代
50歳代
60歳代
計

男性
件数
構成比
44
10.4%
85
20.1%
111
26.2%
125
29.6%
58
13.7%
423 100.0%

回答者の年齢構成（男性）

30歳代
22.4%

女性
件数
構成比
55
23.0%
63
26.4%
60
25.1%
31
13.0%
30
12.6%
239 100.0%

30歳代
20.1%
50歳代
29.6%
40歳代
26.2%

40歳代
25.8%
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全体
件数
構成比
99
15.0%
148
22.4%
171
25.8%
156
23.6%
88
13.3%
662 100.0%

回答者の年齢構成（女性）

20歳代
10.4%

60歳代
13.7%

20歳代
15.0%

50歳代
23.6%

男性
女性
計

60歳代
12.6%
50歳代
13.0%

40歳代
25.1%

20歳代
23.0%

30歳代
26.4%
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（２）集計結果
①転出先
転出先構成をみると、札幌市が最も多く 30.1％を占め、次いで、その他道内、釧路市、その他道外
の順となっている。
回答者の現在の居住地構成
中標津町
4.5%

不明
その他道 4.5%
外
11.3%

東京
1.7%

その他道
内
28.5%

釧路市
19.3%

札幌市
30.1%

回答者の現在の居住地構成
件数
構成比
30
4.5%
0
0.0%
0
0.0%
128
19.3%
199
30.1%
189
28.5%
11
1.7%
75
11.3%
30
4.5%
662 100.0%

中標津町
別海町
その他根室振興局管内
釧路市
札幌市
その他道内
東京
その他道外
不明
計

②回答者の職業
回答者の職業は、男性では「公務員・教員・団体職員」が最も多く 64.3％を占め、次いで「商業・
金融・サービス業」が 14.9％となっている。女性では「主婦」が最も多く、38.9％を占め、次いで「公
務員・教員・団体職員」
、
「商業・金融・サービス業」、「パート・アルバイト」となっている。
20 歳代女性についてみると、
「公務員・教員・団体職員」が最も多く、次いで「主婦」、
「商業・金
融・サービス業」
、
「パート・アルバイト」となっている。
回答者の職業別構成（全体）
不明
1.2%

その他
1.8%

農業・林業
0.5%

無職
8.2%

学生
1.5%

漁業
0.3%

商業・金
融・サービ
ス業
14.4%

主婦（専
業）
14.0%

回答者の職業別構成（男性）

製造業・建
設業
3.9%

公務員・教
育・団体職
員
48.2%

パート・ア
ルバイト
6.0%

漁業
その他
農業・林業
不明
0.2%
2.1%
0.7%
0.7%
学生
製造業・建
1.2%
設業
無職
パート・ア
5.0%
商業・金
8.5%
ルバイト
融・サービ
2.4%
ス業
14.9%

公務員・教
育・団体職
員
64.3%

20歳代女性の職業別構成

無職
3.6%

その他
1.8%

不明
1.8%

学生
9.1%

主婦（専
業）
23.6%
パート・ア
ルバイト
10.9%

製造業・建
設業
1.8%
商業・金
融・サービ
ス業
20.0%
公務員・教
育・団体職
員
27.3%
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回答者の職業別構成（女性）
不明
2.1%

その他
1.3%
学生
2.1%

無職
7.5%

主婦（専
業）
38.9%

漁業
0.4%
商業・金
融・サービ
ス業
13.4%

製造業・建
設業
2.1%

公務員・教
育・団体職
員
19.7%
パート・ア
ルバイト
12.6%
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③家族人員、構成
転出者の世帯構成をみると、男女ともに「1 人世帯」が最も多く、次いで、「夫婦と子ども世帯」、
「夫婦のみ」となっている。

夫婦と親
と子ども
（三世代同
居）
2.7%

夫婦と親
回答者の世帯構成（男性）
と子ども
（三世代同
その他
居）
0.9%
1.4%
ひとり親と
子ども
2.4%

回答者の世帯構成（全体）
不明
0.5%

その他
1.8%

ひとり親と
子ども
3.9%

一人世帯
34.6%

夫婦と子
ども
32.2%

夫婦と子
ども
33.3%

夫婦のみ
24.3%

回答者の世帯構成（女性）

夫婦と親
と子ども
（三世代同
居）
5.0%

その他
3.3%

ひとり親と
子ども
6.7%

一人世帯
36.6%

一人世帯
31.0%

夫婦と子
ども
30.1%

夫婦のみ
23.4%

夫婦のみ
24.8%

④住まいの形態
根室市からの転出者の転出前後の住まいについてみると、根室市出身者は、転出前が「持ち家の一
戸建て」が、転出後の現在は「賃貸のアパート・マンション・下宿」がそれぞれ最も多い。
根室市以外出身の転出者は、多くが転勤者であることから、転出前は「社宅・寮・公務員住宅」が
最も多くなっているが、転出後の現在は、「社宅・寮・公務員住宅」が多いものの、多様な住まい形
態となっている。
道営・市営
住宅、公
団住宅
5.2%
社宅・寮・
公務員住
宅
9.2%

根室市出身の転出者
転出前の住まい（n=153）

根室市出身の転出者
転出後の住まい（n=153）

その他 不明
2.6% 1.3%

賃貸のア
パート・マ
ンション・
下宿
12.4%

道営・市営
住宅、公
団住宅
1.3%

持ち家の
一戸建
62.1%

道営・市営
住宅、公
団住宅
2.4%

持ち家の
一戸建
13.1%

社宅・寮・
公務員住
宅
15.0%

持ち家の
集合住宅
7.2%
賃貸の一
戸建て
3.9%

根室市以外出身の転出者
転出後の住まい（n=505）

根室市以外出身の転出者
転出前の住まい（n=505）
持ち家の
一戸建
3.6%

不明
2.0%

賃貸のア
パート・マ
ンション・
下宿
56.2%

賃貸の一
戸建て
7.2%

その他
0.4%

その他
1.3%

持ち家の
集合住宅
0.8%

道営・市営
住宅、公
団住宅
0.4%

賃貸の一
戸建て
賃貸のア
2.2%
パート・マ
ンション・
下宿
18.7%

その他
0.8%

社宅・寮・
公務員住
宅
35.5%

社宅・寮・
公務員住
宅
72.0%
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不明
1.8%

持ち家の
一戸建
22.9%

賃貸のア
パート・マ
ンション・
下宿
25.4%

持ち家の
集合住宅
11.0%

賃貸の一
戸建て
2.2%
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⑤根室市内居住年数
転出者の根室市内居住年数をみると、根室市出身者は 31 年以上が最も多く、一時根室市以外での
居住者も含まれるものの、ほとんどが 11 年以上の居住年数となっている。
根室市以外出身者では、転勤者が多いことから 5 年以下が 75.6％を占めている。一方、数十年にわ
たって居住していた転出者もみられているが、多くは、転職、就職、結婚で根室市に居住し、本人も
しくは配偶者の退職や転職で転出している。

通算根室市居住年数（根室市出身者）

通算根室市居住年数（根室市以外出身者）
２１～３０
年
1.6%

不明
0.7%

３１年以上
37.3%

３１年以上
3.6%

１１～２０
年
5.3%
６～１０年
14.0%

１１～２０
年
37.3%
２１～３０
年
24.8%

３年未満
38.7%

３～５年
36.9%

⑥転出者の出身地
最近 5 年間の根室市からの転出者の出身地構成は、
全体では根室市出身者は 23.1％となっているが、
男女別でみると、男性が 14.9％に対して、女性が 37.7％と、女性の方が根室市出身者の割合が高くな
っている。
回答者の出身地（全体）

回答者の出身地（男性）

不明
0.4%

不明
0.2%

不明
0.3%

根室市出
身
14.9%

根室市出
身
23.1%

根室市以
外出身
61.9%

根室市以
外出身
84.9%

根室市以
外出身
76.6%

根室市出身
根室市以外出身
不明
計

回答者の出身地（女性）

男性
件数
構成比
63
14.9%
359
84.9%
1
0.2%
423 100.0%

女性
件数
構成比
90
37.7%
148
61.9%
1
0.4%
239 100.0%
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全体
件数
構成比
153
23.1%
507
76.6%
2
0.3%
662 100.0%

根室市出
身
37.7%
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20歳代女性の出身地

根室市以
外出身
34.5%
根室市出
身
65.5%

20歳代女性
件数
構成比
36
65.5%
19
34.5%
0
0.0%
55 100.0%

根室市出身
根室市以外出身
不明
計

⑦根室市以外出身者の根室転入前の居住地（転勤者の場合は、根室市に転入する前の勤務地）
根室市以外出身者が、以前に根室市に転入してきた時の転入前住所をみると、道内が男女ともに
80％以上となっており、その他道内からが最も多くなっている。
根室市以外出身者の根室転入前の居住地
男性
構成比
4
1.1%
3
0.8%
11
3.1%
45
12.5%
101
28.1%
142
39.6%
9
2.5%
40
11.1%
4
1.1%
359 100.0%
306
85.2%
52
14.5%
1
0.3%
359 100.0%

件数
中標津町
別海町
その他根室振興局管内
釧路市
札幌市
その他道内
東京
その他道外
不明
計
道内
道外
不明
計

女性
構成比
3
2.0%
6
4.1%
0
0.0%
22
14.9%
34
23.0%
57
38.5%
2
1.4%
22
14.9%
2
1.4%
148 100.0%
122
82.4%
24
16.2%
2
1.4%
148 100.0%

件数

全体
構成比
7
1.4%
9
1.8%
11
2.2%
67
13.2%
135
26.6%
199
39.3%
11
2.2%
62
12.2%
6
1.2%
507 100.0%
428
84.4%
76
15.0%
3
0.6%
507 100.0%

件数

⑧根室市以外出身者の根室市への転入きっかけ
根室市以外出身者が以前に根室市に転入した時のきっかけをみると、転勤が 78.3％と最も多く、特
に男性では 83.8％を占めている。
女性では、転勤に次いで結婚が多くなっており、17.6％を占めている。20 歳代女性についてみると、
転勤が最も多いが 42.1％と割合は低くなり、就職や結婚の割合が高くなっている。

根室市以外出身者の根室市への転入きっかけ
（ 全体）
親や子ど
その他
も等との
不明
1.2%
同居・近居
0.4%
0.4%
結婚
転職
5.3%
4.9%
就職
9.5%

根室市以外出身者の根室市への転入きっかけ
（ 男性）
親や子ど
も等との
結婚
その他
不明
同居・近居
0.3%
0.3%
0.6%
0.3%
転職
就職 5.0%
9.7%

根室市以外出身者の根室市への転入きっかけ
（ 女性）
その他
親や子ど
3.4%
も等との
同居・近居
0.7%

結婚
17.6%
転職
4.7%

転勤
78.3%

転勤
83.8%
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就職
8.8%

転勤
64.9%
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根室市以外出身者の根室市への転入きっかけ
（ 20歳代女性）
その他
5.3%

不明
5.3%

転勤
42.1%

結婚
21.1%

転職
5.3%

就職
21.1%

⑨根室市からの転出きっかけ
根室市からの転出のきっかけについてみると、全体では、転勤が 65.9％を占めているが、出身地別
では、根室市出身者の転出きっかけとして最も多いのは、進学で 22.9％を占める。次いで、転勤、転
職、結婚」となっている。
根室市以外出身者では、転勤が 80.5％を占めている。
根室市出身者について性別でみると、男性では、転職が最も多く、次いで、転勤、進学、就職とな
っており、女性では、進学が最も多く、次いで、結婚、転勤、転職となっている。特に、男性では、
本人あるいは身内の健康上の理由も 1 割近くを占めている。
なお、その他としては、男性では定年退職、女性では夫の定年退職が多くなっている。
20 歳代女性についてみると、根室市出身者では、進学が最も多く、52.8％を占めており、次いで結
婚となっている。

根室市からの転出きっかけ（全体）
親や子ど 健康上の
も等との
理由
同居・近居
2.6%
2.7%
親の介護
1.1%
離婚
0.9%
結婚
3.5%

その他
6.0% 不明
0.3%

根室市からの転出きっかけ
（根室市出身者）
親や子ど
健康上の
も等との
理由
同居・近居
4.6%
3.9%
親の介護
2.0%

進学
5.9%
転職
7.9%

離婚
2.6%
転勤
65.9%

転勤
17.6%

進学
22.9%

根室市出身者の転出きっかけ（男性）

健康上の
理由
9.5%

転勤
22.2%

就職
12.7%

進学
19.0%

就職
1.2%

転職
16.3%

根室市出身者の転出きっかけ（女性）
親や子ど 健康上の
も等との
理由
同居・近居
1.1%
4.4%

その他
4.8%

親の介護
1.6%
離婚
3.2%

就職
10.5%

結婚
13.7%

就職
3.3%

親や子ど
も等との
同居・近居
3.2%

その他
5.9%

根室市からの転出きっかけ
（根室市以外出身者）

親や子ど
も等との
同居・近居
2.4%
親の介護
0.8% 離婚
0.4%
結婚
0.4%
進学
0.8%

親の介護
2.2%

その他
6.7%

転勤
14.4%
就職
8.9%

離婚
2.2%
結婚
23.3%

転職
23.8%

転職
11.1%
進学
25.6%

6

健康上の
理由
2.0%

その他
6.1% 不明
0.2%

転職
5.3%

転勤
80.5%
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20歳代女性の根室市からの転出きっかけ
（根室市以外出身者）

20歳代女性の根室市からの転出きっかけ
（根室市出身者）

転勤
8.3%

結婚
25.0%

結婚
5.3%
就職
11.1%

離婚
5.3%

進学
10.5%

転職
2.8%

転勤
57.9%

転職
21.1%
進学
52.8%

転出理由で就職、転職としている 74 人について、根室市内で職を探したかどうかについてみると、
根室市出身者は、「根室市を出たいと思っていたから」と「根室市内で探したが希望する職種がなか
ったから」が多く、根室市以外の出身者は「根室市を出たいと思っていたから」が最も多く、次いで、
「家の都合等のため市外で就職することになったから」となっており、根室市内で就職先を探したと
する回答はなかった。

就職・転職者の転出理由
0.0%

10.0%

20.0%

30.0%

40.0%

50.0%

34.1%

根室市内で探したが希望する職種がなかったから

根室市出身者(n=41)
根室市内での求人はあったが給与・待遇が期待して
いた水準ではなかったから

4.9%
6.1%

根室以外出身者(n=33)

9.8%

家の都合等のため市外で就職することになったから

36.4%
34.1%

根室市を出たいと思っていたから

42.4%

19.5%
18.2%

その他

⑩転出を決めた理由
根室市からの転出理由を、最大の理由から 3 番目の理由まで順位をつけて挙げてもらい、最大の理
由を 3 点、2 番目の理由を 2 点、3 番目の理由を 1 点として平均得点を算出した。
仮に全員が 3 番目の理由にある項目を選択した場合には、平均得点が 1 点となり、平均得点が 1 点
以上の場合には、
「最大の理由」あるいは「2 番目の理由」に挙げている割合が高いことを示す。
この結果、根室市出身者では、
「就職・転職・転勤等のため選択の余地がなかった」が最も大きく、
次いで、「自分にあった生活スタイルや趣味を活かした生活がしたかったから」、「結婚先の都合のた
め選択の余地がなかった」となっている。
これに対して、根室市以外出身者では、転勤者がほとんどを占めることから、「就職・転職・転勤
等のため選択の余地がなかった」が 2.5 点と最も大きくなっている。
7
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20 歳代女性もほぼ同様の結果となっている。根室市出身の 20 歳代女性の「その他」の内容は、進
学である。

根室市からの転出を決めた理由（平均得点）
0.00

0.50

1.00

1.50

土地や建物等の資産が現在の居住地にあったから

根室市内に条件の良い住宅を見つけた
自分もしくは家族の家業を継がなければいけなかったから
現在の居住地にいる身内の面倒を見なければいけなかったから
現在の居住地に家族・親戚・知り合い等がいたから
現在の居住地が自分または家族の故郷であり愛着があったから
現在の居住地で起業したかったから
現在の居住地の交通機関の利便性が良かったから

子どもの教育環境を考えたから
自分にあった生活スタイルや趣味を活かした生活がしたかったから
自分や家族の健康上の理由（病気の治療や親の介護のため）
前に住んでいたところのコミュ ニティに溶け込めなかった
都会にあこがれていたから
根室の厳しい冬の環境が大変だったから
その他

2.50

1.65

就職、転職、転勤のため特に選択の余地はな かった
結婚先の都合のため特に選択の余地はなかった

2.00

0.04
0.04
0.12
0.04
0.04
0.05
0.01
0.10
0.08
0.27
0.21
0.03
0.13
0.03
0.01
0.25
0.10
0.08
0.13

3.00

2.50

0.47

0.11
0.27
0.15
0.07
0.05
0.24
0.01
0.07
0.04
0.39
0.11

根室市出身者
根室市以外出身者

0.61

20歳代女性の根室市からの転出を決めた理由（平均得点）
0.00

0.50

1.00

1.50
1.44

就職、転職、転勤のため特に選択の余地はな かった
結婚先の都合のため特に選択の余地はなかった

0.83

0.16

土地や建物等の資産が現在の居住地にあったから
0.06

根室市内に条件の良い住宅を見つけた
自分もしくは家族の家業を継がなければいけなかったから

根室市出身者

現在の居住地にいる身内の面倒を見なければいけなかったから

根室市以外出身者

現在の居住地に家族・親戚・知り合い等がいたから

0.16

現在の居住地が自分または家族の故郷であり愛着があったから

0.68

現在の居住地で起業したかったから

0.17
0.11
0.03
0.21

現在の居住地の交通機関の利便性が良かったから

子どもの教育環境を考えたから

0.64
0.58

自分にあった生活スタイルや趣味を活かした生活がしたかったから
自分や家族の健康上の理由（病気の治療や親の介護のため）

0.16

前に住んでいたところのコミュ ニティに溶け込めなかった

0.16

0.36

都会にあこがれていたから
根室の厳しい冬の環境が大変だったから

0.11

その他

0.11
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0.58

2.00
1.89

転出者アンケート調査

⑪根室市の住みよさについて
根室市の住みよさについては、根室市出身者も、根室市以外出身者も総じて好評価であり、根室市
出身者では、
「どちらかと言えば住みやすかった」を含めると、住みやすかったとの評価が 69.2％と
なっており、根室市以外出身者でも 57.2％となっている。
20 歳代女性の評価をみると、根室市以外出身者では、住みにくかったとする評価が多くなり、
「ど
ちらかと言えば住みにくかった」を含めると、半数以上が住みにくかったとしている。これに対し、
根室市出身者では、住みやすかったとする評価が高くなり、根室市出身者全体の評価よりも好評価と
なっている。

根室市の住みよさに対する評価
（根室市以外出身者）

根室市の住みよさに対する評価
（根室市出身者）

不明
1.2%

不明
1.3%
住みにく
かった
13.4%

住みにく
かった
住みやす
9.8%
かった
どちらかと
24.8%
言えば住
みにくかっ
た
19.6%
どちらかと
言えば住
みやす
かった
44.4%

どちらかと
言えば住
みにくかっ
た
28.2%

どちらかと
言えば住
みやす
かった
40.0%

20歳代女性の根室市の住みよさに対する評価
（ 根室市以外出身者）

20歳代女性の根室市の住みよさに対する評価
（ 根室市出身者）

どちらかと
言えば住
みにくかっ
た
25.0%

住みやす
かった
17.2%

住みやす
かった
19.4%

住みにく
かった
21.1%

どちらかと
言えば住
みにくかっ
た
31.6%

どちらかと
言えば住
みやす
かった
55.6%

9

住みやす
かった
10.5%
どちらかと
言えば住
みやす
かった
36.8%

転出者アンケート調査

⑫根室市の住みやすかったところ
根室市の住みやすかったと感じるところについて、最も感じるところから 3 番目に感じるところま
での順位ごとの得点化を行った。
この結果、性別では、男女ともに「自然環境が良い」が最も大きく、次いで、男性は「買物などの
日常生活が便利」
、
「通勤の・通学が便利」が、女性は「友人・知人が多い」
、
「買物などの日常生活が
便利」となっている。
出身地別にみると、根室市出身者では友人・知人や親や子ども、近所づきあいといった人的繋がり
があげられていることに対し、根室市以外出身者では、自然環境、買い物、通勤等の利便性が上位に
あげられているなど、出身地によって評価内容が異なっている。
なお、根室市以外出身者で買い物、通勤等の利便性評価が高いのは、市街地がコンパクトであると
いうことに対する評価となっている。
根室市の住みやすかったところ（平均得点）(性別）
0.00

0.50

1.00

1.50

0.13
0.11
0.05
0.06

住宅価格・家賃が適切
交通の便が良い

男性

通勤・通学が便利

0.64

0.33

女性

0.02
0.03

仕事が見つけやすい

0.66
0.67

買物など日常生活が便利
0.06
0.03
0.06
0.10

病院など保健医療体制が整っている
子育てがしやすい

0.28

近所づきあいが良い

道路などの都市基盤が整備されている

0.05

0.45

0.16

自然環境が良い

1.26

1.42

0.05
0.03

教育環境が良い

0.34

友人・知人が多い
0.16

親や子どもの家が近い

0.72

0.44

0.20
0.11

まちのイメージが良い（環境・マナー）

0.36
0.40

その他

根室市の住みやすかったところ（平均得点）（出身地別）
0.00
住宅価格・家賃が適切
交通の便が良い

0.50
0.07
0.14
0.07
0.05

子育てがしやすい

0.35

0.76

0.01
0.06
0.10
0.07

近所づきあいが良い

道路などの都市基盤が整備されている

根室市以外出身者

0.60

0.03
0.02

買物など日常生活が便利

病院など保健医療体制が整っている

0.30

0.48

0.06
0.14

1.14

自然環境が良い

教育環境が良い

まちのイメージが良い（環境・マナー）
その他

1.43

0.08
0.03

友人・知人が多い
親や子どもの家が近い

1.50

根室市出身者
0.27

通勤・通学が便利

仕事が見つけやすい

1.00

1.24

0.25

0.08
0.07

0.88
0.20
0.22
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0.42

転出者アンケート調査

20 歳代女性の評価に着目すると、根室市出身者及び根室市以外出身者とも「自然環境が良い」が最も
得点が高い。これに次いで、根室市出身者では「友人・知人が多い」、
「親や子どもの家が近い」といっ
た人的繋がりが上位となっており、根室市以外出身者では「その他」
、
「買物などの日常生活が便利」が
上位となっている。
「その他」の具体的内容としては、夏が涼しい、魚介類が美味しい、人ごみがなく
静かである、といった内容があがっている。
20歳代女性の根室市の住みやすかったところ（平均得点）
0.00
住宅価格・家賃が適切
交通の便が良い

0.50

1.00

0.05

1.50

2.00

根室市出身者

0.11
0.25

通勤・通学が便利

根室市以外出身者

0.42

仕事が見つけやすい
買物など日常生活が便利

0.17

0.58

病院など保健医療体制が整って いる

子育てがしやすい
近所づきあいが良い
道路などの都市基盤が整備されている

0.26

0.42

0.03
0.11

自然環境が良い

教育環境が良い
友人・知人が多い
親や子どもの家が近い
まちのイメージが良い（環境・マナー）

その他

1.26
0.06
1.28

0.32
0.26
0.14
0.05
0.11
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0.92

0.79

1.78

転出者アンケート調査

⑬根室市の住みにくかったところ
次に、住みにくかったと感じているところについて平均得点でみると、性別では、男性は「交通の
便が悪い」が最も得点が大きく、次いで、「病院など保健医療体制が整っていない」、「買物など日常
生活が不便」となっている。女性は「病院など保健医療体制が整っていない」が最も大きく、次いで、
「交通の便が悪い」
、
「買物など日常生活が不便」となっている。
出身地別にみると、根室市出身者では「病院など保健医療体制が整っていない」、
「交通の便が悪い」
に次いで、
「仕事がみつからない」となっている。根室市以外出身者は、男性の比率が高いことから
男性の傾向に準じた結果となっている。
根室市の住みにくかったところ（平均得点）（性別）
0.00

0.50

1.00

0.27
0.28

住宅価格・家賃が高い
交通の便が悪い
通勤・通学が不便
仕事が見つからない

1.50

1.46

1.07

0.06
0.14
0.16

0.31
0.53
0.55

買物など日常生活が不便

1.17

病院など保健医療体制が整っていない
子育てがしにくい
近所づきあいが悪い

道路などの都市基盤が整備されていない
自然環境が悪い
教育環境が悪い
友人・知人がいない

0.08
0.08
0.03
0.03
0.08
0.07
0.13
0.10
0.14
0.18
0.15
0.15

男性

0.30
0.33
0.24
0.15
0.29
0.36
0.21
0.20

親や子どもの家が遠い
まちのイメージが悪い（環境・マナー）
除雪が大変

その他

1.54

女性

根室市の住みにくかったところ（平均得点）（出身地別）
0.00

0.50

住宅価格・家賃が高い

0.24

1.00

0.41
1.01

交通の便が悪い
通勤・通学が不便
仕事が見つからない

0.05

0.60

0.10
0.45

病院など保健医療体制が整っていない
近所づきあいが悪い

道路などの都市基盤が整備されていない
自然環境が悪い
教育環境が悪い
友人・知人がいない

親や子どもの家が遠い
まちのイメージが悪い（環境・マナー）

0.56
1.28

1.39

0.07
0.09
0.06
0.03
0.12
0.06
0.04
0.14
0.27
0.12
0.05
0.18
0.07

根室市出身者
0.39

0.19
0.21

0.38
0.29

除雪が大変

その他

1.42

0.20

買物など日常生活が不便
子育てがしにくい

1.50

0.10

0.24
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根室市以外出身者
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20 歳代女性の評価に着目すると、根室市出身者及び根室市以外出身者とも「交通の便が悪い」、
「病院
など保健医療体制が整っていない」
、
「買物など日常生活が不便」が上位にあがっているほか、根室市出
身者では、
「仕事が見つからない」
、
「通勤・通学が不便」が、根室市以外出身者では「親や子どもの家
が遠い」
、
「除雪が大変」などがあげられている。

20歳代女性の根室市の住みにくかったところ（平均得点）
0.00

0.50

住宅価格・家賃が高い

0.37

1.00

1.50

0.47
1.28

交通の便が悪い
通勤・通学が不便

0.64

0.16

0.64

仕事が見つからない
買物など日常生活が不便

0.58

0.69
1.11
1.21

病院など保健医療体制が整っていない
子育てがしにくい

0.06

近所づきあいが悪い

0.06

道路などの都市基盤が整備されていない

0.06

0.16
0.16
0.16

自然環境が悪い
教育環境が悪い

0.05

友人・知人がいない

0.25
0.26

親や子どもの家が遠い
まちのイメージが悪い（環境・マナー）

0.08

0.21
0.33
0.42

除雪が大変
その他

根室市出身者
0.47

0.21
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根室市以外出身者

1.53

転出者アンケート調査

⑭根室市に住んでみたいと思うか
今後、機会があれば、また住んでみたいかどうかについての設問に関しては、根室市出身者では、
「条件が合えば住んでみたい」を含めると、住んでみたいとの意向を持っている転出者の割合が
60.1％を占めることに対し、根室市以外出身者では、43.9％となっている。また、根室市以外出身者
では、
「住みたくない」の割合が 36.5％と高くなっている。
20 歳代女性の考え方をみると、根室市の住みよさに対する評価と同様に、根室市以外出身者では、
住みたくないとする考え方が、根室市出身者では住んでみたいという回答が、それぞれ全体よりも高
くなっている。

根室市での定住意向
（根室市以外出身者）

根室市での定住意向
（根室市出身者）

不明
1.4%

不明
2.0%

わからな
い
17.0%

わからな
い
18.1%

住んでみ
たい
20.9%

住みたくな
い
20.9%

条件が合
えば住ん
でみたい
32.3%

住みたくな
い
36.5%

条件が合
えば住ん
でみたい
39.2%

20歳代女性の根室市での定住意向
（根室市以外出身者）

20歳代女性の根室市での定住意向
（根室市出身者）
不明
2.8%

わからな
い
11.1%
住みたくな
い
13.9%

住んでみ
たい
11.6%

わからな
い
21.1%

住んでみ
たい
30.6%

住んでみ
たい
5.3%

住みたくな
い
42.1%

条件が合
えば住ん
でみたい
41.7%
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条件が合
えば住ん
でみたい
31.6%
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⑮根室市に住んでみたいと思えるための条件
将来、根室市に戻って住んでみたいと思えるための条件を、第 1 の条件から第 3 の条件までの順位
をもとに平均得点を求めた結果、出身地によって大きく異なっており、根室市出身者では「仕事が確
保できれば」が最も大きく、次いで、
「医療・介護・福祉が充実すれば」、
「娯楽・余暇等の環境が充
実すれば」となっており、仕事が有ることが重要な条件となっている。
根室市以外出身者では、
「医療・介護・福祉が充実すれば」が最も大きく、次いで、
「通学・通院等、
移動に関する環境が充実すれば」、
「仕事が確保できれば」の順となっている。
20 歳代女性の考える条件をみると、根室市出身者及び根室市以外出身者とも「仕事が確保できれば」
が最も大きく、次いで、
「医療・介護・福祉が充実すれば」となっている。

根室市の住んでみたいと思えるための条件（平均得点）
0.00

0.50

1.00

仕事が確保できれば

1.50
1.50

0.61
0.42
0.34
0.34

良好な住宅が確保できれば
通学・通院等、移動に関する交通環境が充実すれば

0.87

0.30
0.42
0.29
0.18
0.25
0.18

日用品の買い物等の環境が充実すれば
子育て支援環境が充実すれば
教育に関する環境が充実すれば

1.34
1.26

医療・介護・福祉が充実すれば
0.43

娯楽・余暇等の環境が充実すれば
0.07
0.08
0.20
0.19
0.14

地域コミュニティが充実すれば
まちのイメージ（環境・マナー等）が向上すれば
その他

0.60
根室市出身者
根室市以外出身者

0.40

20歳代女性の根室市の住んでみたいと思えるための条件（平均得点）
0.00

0.50

1.00

仕事が確保できれば

1.50
1.29

0.15

良好な住宅が確保できれば
通学・通院等、移動に関する交通環境が充実すれば

0.29
0.35

0.86

0.25
0.36

日用品の買い物等の環境が充実すれば
子育て支援環境が充実すれば

0.70

0.21
0.35

教育に関する環境が充実すれば
医療・介護・福祉が充実すれば

0.93

1.35

0.55
0.57

娯楽・余暇等の環境が充実すれば
地域コミュニティが充実すれば

根室市出身者

まちのイメージ（環境・マナー等）が向上すれば

根室市以外出身者

0.21

その他

0.43
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1.70
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（３）意見・提案
（根室市出身者）
意見・提案
若い人はみんな仕事が良い所が無いから出て行くので、もっと仕事の件数や種類を増やすべ
きだと思う。
高校当時と比べバスの運行数が激減し、車を所有していないと大変。
市立根室病院の職員の対応の悪さ、低レベルの医療スキルに何度も呆れました。本腰を入れ
て改善しないと定住しようという人は増えないと思います。
賃貸でも家を建てるにしても情報が少ないのと、実際に良い物件がなく北海道の割に高い！
子供服を含め、衣服購入のため中標津町、釧路市へ出てしまう。
根室市は食料、日用品は豊富なのに、結局他の市町で買い物をしてしまう。
サッカー、野球などで他の市町からも人は集まるが「根室市は何もない」と聞かされる。
ショッピングモール的な所にもしまむら、ユニクロ、西松屋はない。
根室市の良い所はさんま祭り、金比羅祭り、やきとり弁当、甘太郎、オランダせんべい、沢
山あるのに日々住んで生活をすると家賃も高い。生活保護も多すぎ、パチンコ屋多すぎ、住
みにくいと思います。
商店街がもっと賑やかになりますように。
しまむらなどの服を安く買える場所があると嬉しい。
色々なサービスの充実はもちろんのこと、市役所を含め対応をもっと丁寧にした方がこれか
らのためになると思います。
転出した者の立場として、次にもし根室市にお世話になるとすれば里帰り出産が思いつきま
すが、現状では根室市に産科がないのでどうしても縁遠くなってしまうかと思います。
医療、介護、福祉の充実を望みます。
・閉鎖的な町の雰囲気である。
・医療、介護、福祉の環境が遅れている（考え方も）。
・市立根室病院の看護師の態度、対応が非常に悪い。
根室市の魚貝のおいしさを離れて初めて知った。
どこでも買えるようになると嬉しいです。
今根室市に住んでも面白くない。北方領土が帰ってくれば通過街になると思うので、今より
は活気が出てくると思う。返還されればまた住んでもいいかなと思う。
私の時代は産婦人科がありましたが、今はありませんのでその点がとても心配です。
以前根室市に行ったことがある人に「何もないよね」とよく言われます。唯一「花咲カニ」
根室市＝花咲カニというイメージなんですね。
根室市は人口減少で少子化、介護など問題が山積みのことと思いますが、根室市のために頑
張っている若者も多いとネットなどで知りました。
大変な事も苦労も多いでしょうが根室市のために考えて下さる事に期待しております。
仕事はない。人は悪い。物価は高い。
定住する環境にない。
昔は山菜取りに山に入っても大丈夫だったけど、野鳥の会、自然環境だとダメ。
そう簡単に山菜取りも釣りにもいけないですね。
その土地の人に一言挨拶すると大丈夫だけど、今は無理ですね。
根室市の魅力は自然が沢山。でも、その場所ダメ、そこダメ。
根室市の魅力半分以下。
漁業、水産加工業等の厳しい環境の中、人口減少が止まらない状況が続いていると思われま
すが、根室市ならではの魅力のある何かを発掘できるかが重要と思いす。
又、根室市の特産物（自然を含む）に付加価値を！（同僚が根室市の自然に魅せられ 3 度も
訪れたと話していた。
頑張れ根室市！
応援しています。
根室市には学校が高校までしかないため、高校を卒業したら進学するために出て行く若者が
多い。
大学でもあれば違うのかなとは思いますが。
就職先も少ないし、安心して出産出来ないのもありますし…難しいですね。
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意見・提案
やはり北方領土問題が 1 番に挙がりますが、それを除くと根室市単体ではなく、根室管内全
体の自然を利用し、周りの市町村と共に考えた方がいいかなと思う。
目の前に羅臼があるので、期間限定で遊覧船や漁船を出すなど。一般の人が漁船に乗る機会
は無いからどうかなと思いました。
他都市には交通の便や医療、教育に関しては勝ち目がないと思います。
反面、他都市には無い魅力があると思います（魚貝類、エスカ等、野鳥環境）そちらを全面
的にアピールした方が良いのではないでしょうか。
娯楽施設も教養を高める施設もない。映画館の 1 つもない時点で知れている。不動産会社へ
足を運んだところで賃貸住居は数が少なく、10 件あるかないかの候補から選ぶ。しかたが
ないので予算も何もあったもんじゃない。車がなければ買い物すらまともに出来ない不便
さ。たった１ヵ所存在する商店街はシャッター通りどころかほぼ更地。
やることと言えば酒を飲むだけ。学も経験もない人間が職を探そうとすれば水産会社の女
工、コンビニバイトくらいしか雇用もなく、住みたくても住めないほど終わっている町と言
える。ただ、地元だから嫌いではないが、他からきた人間ならば２度と住みたいとは思わな
いまち。
根本的な改革を行わない限り魅力がある街づくりなど到底不可能なレベルである。北方領土
を二島でいいから取り戻す。それくらいしか対策はない。
連携の中で街作りをして下さい。
実態調査は必要ですが、この内容項目のアンケートであればお金の無駄遣いだと感じます。
その分の予算を他の分野で有効利用した方が良いと感じます。例えば現在、根室市に住んで
いる高齢者の方に配布している灯油券のようなものを料金に上乗せするとか住人のために
利用して下さい。お願いします。
例えば私のように根室市に実家があっても、仕事（生活）のために転出している者やその他
の理由でもいるでしょうが…生活（生きるため）の理由が大部分だと思います。まず、仕事
を確保できるようにすることが必要だと思います。
次に何かイベント（コンサートや講演）等で余暇等を充実させる。
根室市は生まれ育った所なので、いつか戻りたいと考えています。交通の便が若干悪い。
近所づきあいが悪い時がある（というかすぐ噂が広まって面倒）ことを除けば良い土地だと
思います。
対ロ外交のために拠点となる重要な都市であると政府にＰＲし、そのために財源と交通網の
発達が不可欠だとアピール。
高速道路の延伸と根室空港の設置を促し、人の流れを作る。
たまにゴミ等のポイ捨てが見られます。
医療整備の充実が最も大きな課題だと考えます。
そのため優先して行うことは医師、看護師の確保だと思います。医師、看護師の確保の為に
住宅補助金を出す等すれば良いと思います。医療整備が充実すれば住みやすく定住率も上が
り、出生率も上がるといった相乗効果も見込みたいです。
サンマ祭りやカニ祭り等 水産物が素晴らしいので今後も続けて行って下さい。
根室市のリーダーをもう少し若がえさせる。30 代、40 代、50 代（市長だけでなく各業界も
含め）の若い人に責任感を持たせる。
北海道の３大祭りの一つである根室市の夏祭りを札幌にもってきてやる。根室市だけでやる
のは勿体無い。札幌市の神宮際に参加したが、根室市の祭りの方がはるかに勝っている。
根室市の元気さをアピールした方がいい。
仕事柄乳製品を使用しているが、根室市の生乳は全国一だそうです。酪農を育てよう。
若い人には色々なことに失敗を恐れずチャレンジしてほしい（年寄りは口をあまり出さず、
金を出す様にする事）
。
人口減少を止めるには常識にとらわれず、特に若い人の考え方、知恵を大事にして前へ進ん
で下さい。
基幹産業の低迷、人口減少…等問題は山積みしている事と思います。地元を離れて一番に感
じた事は根室市の海産物のおいしさでした。悪い所を止めるのではなく、良い所を更に伸ば
す様にしてはいかがでしょうか。
除雪が下手くそ。中央分離帯の工事よりも除雪に力を入れるべきだと心から思います。マナ
ーの悪い中高生も多すぎる。市としての指導もしっかりして欲しいです。
環境はすごく住みやすくて良い街だから、そのような所にすごく目が行きます。
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意見・提案
色々な街を旅してみましたが、根室市ほど閉塞感が強い街はないと思いました。実際、空港
からの距離もあるし、都会から気軽に行ける所ではないと思います。あと、仕事の面でも賃
金や待遇などアルバイト以下の所が多かったと思いました。
・市立根室病院が新しく建て直したみたいですが、外装が新しくなっても良い医者が確保で
きなければダメだと思います。両親がまだ根室市で生活しているので大きな病気をしたら
とても心配です。
・やっとセイコーマート以外のコンビニが出来ましたが、ファミリー向けのファミレスとか
がないので、どうしても中標津町や釧路市に出掛けてしまいがちです。ファミレスもそう
ですが、買い物するにも店が少ないです。
・転出先は病院も多く、わざわざ 2 時間かけて（釧路市）買い物に行かなくてすむのでとて
も便利です。
・この高齢化社会でやはり医療充実が一番大事だと思います。
東京などと比べ、学習に対する意識が足りないと感じたので、もう少し教育環境を整えて欲
しいです。
税金（保険料、消費税、市民道民税、国保など）をより安くして欲しいです。
一人で生活しても給料が低いと生活できないので、一人暮らしでも生活できるだけの給料を
見込める就職先を斡旋して欲しい。
根室市の水害をニュースで見て、どうにかならなかったものかと感じました。
北方領土に住まわれた方々の高年齢化でこれからビザなし交流などしていけるのか疑問。
２世、３世が返還を意識しているのかも知りたい。
根室市ゆるキャラ「（例）カニこんぶ」を作って下さい。
根室市にはＪＲがあるので、特急あるいは急行が運行するとよいと思います。釧路⇔根室間
のＪＲ、せめて厚岸町、厚床、そして根室市に停まるくらいの急行や特急のＪＲがあると距
離感も縮まり生活がし易くなると思います。
市民一人ひとりの努力、継続で根付いている文化もあり(Jazz)、文化の街作り、人作り(教
育の街づくり)など力点を定め、歴史ある根室市が活気ある輝く地になって欲しいと思いま
す。北方領土が返還されるとまた町は大きく変わるのでしょうね。
病気になった時のケアが悪い。
年金事務所や市役所職員の対応が札幌市に比べると劣っている。
久しぶりに来根して空地が多くなっているのに驚き、寂しく感じました。来年からのサケマ
ス流し網漁の中止など、厳しい状況にある根室市と人口減少を心配しています。やはり若者
が住んでいける町でなければ、根室市の未来はありません。その為には、大きな会社や法人
等の働く場が欲しい所です。
例えばネットショッピング等のテレフォンセンター等、都会から離れていても運営できる会
社の誘致等が考えられます。
あと、観光にひと工夫する（大きなスパランドを作ると宿泊も可能だし、人も来てくれると
思う）。
国が手がける高齢者を都会から来てもらう。人口も増えるし、家族も時々来る、施設もホテ
ルも働く人も必要になるし、税金も払ってもらえる。空き家を斡旋して移住の人に援助する。
頑張って頂きたいです！
若い人達が飲食店をはじめたと聞くこともあり、根室市を盛り上げていきたい、根室市が好
きで離れたくないと言っている 20～30 代が居ることも事実。そこを皆で協力し合うことで
何か立ち上げていくことも楽しいのではないでしょうか。
根室市の魅力は“海産物”です。右に出るものは居ないと私も誇りに思っています。
あとは出産を根室市でしたい人が多いのと、子育ての環境、支援が手厚くなってくると関心
を持ってもらえる思います。
進学者が根室市に戻って来やすくなるような援助・支援がもっとあれば人口減少が少しでも
緩和されるのかなって思いました。学生にとっては有難いです。
店で買い物をすれば客を小バカにする店員、役所に行けば小バカにした態度で接する役人。
学校に行けば児童・生徒を小バカにしながら教育する教師。病院に行けば患者を小バカに扱
う看護師。いやな思い出ばっかり。街作りは人作りだと思いますよ。どんな人を作っていく
か、根室市としての教育をもっと充実させてはどうですかね。現状では根室市の未来はない
と思います。
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意見・提案
若い世代が定住してもよいと思えるところがあればよいと感じます。進学などで一度根室市
以外に住んでみると、比較して他の市町村の方に魅力を感じてしまうことが多いと思いま
す。
出産が出来るようになれば子供が増えるので、人口が多くなると思う。
また水産業がどうなるかわからなくなってきているが、温暖になってきて変わった魚が獲れ
るようにもなっているので、その魚に価値観をつけて売り出していけば良いのでは。
若者向けの服屋やアミューズメントパークがあってもいいと思う。サンマ、カニの海産物の
ブランド化を目指してほしい。観光地を活性化してほしい。
まず人口を増やさないと…若い人達は都会へ行ってしまう。仕事がない…仕方のない事かも
しれません。
道路状況も釧路までの高速道路が開通し、根室市も多少なり良い方向に向かうのではと思っ
ております。
市内に在住の頃は青少年センターを利用させて頂き、スポーツを楽しんでいました。移住先
でもスポーツをしようと町で唯一の体育館に行ったところ、入場料や場所代の徴収、時間制
限などが設けられていて、なんだか思い切り楽しんでスポーツをすることが出来なくなって
しまいました。その点で根室市はスポーツを伸び伸びと楽しめることが出来るので、とって
も有難かったのだと今心から感じています。体育館の維持費などは大変かもしれませんが、
これからも変わらないで欲しいです。
若者を巻き込む地域コミュニティを作って、政治に興味を持ってもらえたらなと思っていま
す。
漁業が盛んで、自然環境が整っているものの、人口が少ないため、街全体が暗い感じがしま
す。
都会の真似をしようとせずに、根室市ならではの良い所をどんどん活性化出来れば良いです
ね。
土曜、日曜のバスの本数が少なく不便でした。
気候はとても良かったです。特に夏は涼しくて過ごしやすかったです。買い物ができるお店
は少ないですが、その気になれば歩いて行ける範囲に大抵の物はあるので、そういうこじん
まりした感じは好きです。正職員として働ける場所があれば、また根室市に帰りたいと考え
ています。
頑張ってください。
今回、出産の為に現住地に移ることになり、里帰り出産を諦めました。産婦人科や分娩設備
がしっかりしていると良いと思います。他にも子育て支援制度が充実していると助かりま
す。
ファストフード店や娯楽施設、ショッピングモールなどがあれば活性化するのではないでし
ょうか。
中標津町にある道立夢の森公園のような屋内で遊べる施設が欲しい。
・他市への交通アクセス(公的な乗り物)をもっと充実して欲しい。
・市内がまとまってない気がするので、商店街を小さくても集合し、寂しくない街作りを進
めた方がいい。
・大手のイオンモールみたいなのに入って頂き（差別化を図るために多少規模が大きいもの）
経済を活性化させる必要あり。
・施設が整ったスケートリンクなども、イベント活用が出来るのでは。
高速道路の整備。
高齢化の時代なので、医療体制を充実して欲しいです。
医師不足の改善。建物が新しくなっても医師やスタッフが不足していたら更に住みにくい街
に加速していくと思います。
子供も産めない町はきつい。
根室市はとても良い街だと思います。もっと若い人達がいたいと思えるような施設、イベン
トなどが増えると良いなと思います。また根室市に戻って生活したいと考えています。
車以外の交通手段がほとんどなく、交通の便が悪い。娯楽施設がないので、数百 km 離れた
町に行くのも億劫。この条件が解決できれば、住みやすい町に近づくのではないかと思いま
す。根室市の発展を祈っています。
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意見・提案
１． 素晴らしい自然
これを後世に残して欲しい。近年、その自然が少しずつ破壊されている。破壊された自
然は元には戻らない。特に風力発電の風車である。自然を破壊すると共に自然景観もな
くしている。今後、出来るなら風車建設を条例等で禁止にし、自然環境保護に最大限努
めて欲しい。
この根室市の自然は２０年、３０年後には、根室市の観光財産に必ず力を貸してくれる
と思います。
２． 明治公園について
明治公園内に何か建物の建設計画があるように聞く。
公園内には明治期のサイロもあり、景観的にも素晴らしいところである。建設にあたり、
建設場所も含め慎重に検討して頂きたい。
根室市に子供の時から住んでいましたが、学生の時に遊べる所がない、アクセサリーやグッ
ズなどの店がない。
若い人達がご飯を食べたりする店が少ない。もっと食べ物店があってもいいと思います。
娯楽・余暇等の環境がもう少し充実したら良いなと思います。
学生にとって交通の便が悪いのは辛いと思います。また、遊ぶお店や場所がないのも不便さ
を感じていました。それ以外は住みやすかったです。
市の財政について
歳入＜歳出とバランスが悪すぎる。市内人口に対して職員の人件費があまりにも高く、
民間企業では考えられないレベル。まずは財政健全化が急務なのではないでしょうか。
漁業に依存しない新たな産業活性化＝雇用の創出
① 水産資源に対する危機感を持ち動き出すべき
温暖化による水温変化、他国による水産資源の乱獲で根室市における水産資源の枯渇は
目に見えている。
養殖産業に力を入れるべき。
② 水ビジネスの確立
2025 年頃には 120 兆円規模の市場規模になると言われており、今後必要不可欠な資源と
なる水輸出ビジネス等はどうでしょう。
根室市は水道水も美味しいですし、水源等を確保して、水を売り出す等のやり方はある
と思います。
③ 根室市立病院を利用したロシア人中間層の健康管理（人間ドッグ）ツアー
他市で富裕層向けには行っているようですが…。ロシア人に限らずとも。
④ 海底資源（メタンハイドレート等）調査誘致 など
三沢市は基地の町でもあります。アメリカの兵隊さん、家族を合わせると約１万５千人のア
メリカの人達が三沢市には住んでいます。他にも色々な国籍の人達が住んでいます。６月に
はアメリカンディーと言うイベントなどがあります。他にも三沢市にはアメリカ村などが有
り、国際色豊かな町作りなどをしています。根室市もロシア人の人達が多いと思いますので、
色々なイベントやロシア村など色々な町づくりをしたら良いのではないでしょうか。
根室市が人口を増やす方法は、高齢化の町にすることだと思います。魚のブランドを武器に
全国から高齢者の方を呼び、住みやすい町にすることだと思います。国や道、市の方が本気
で施設を作り、それによって人口が増え、働く人が増えれば将来が見えてくると思います。
人口が減っているのに市議員の数が減らないのはおかしいと思います。１人２人減れば年間
どれだけ変わりますか？
私の今住んでいる所はイベントが多く、とくに公園やキャンプ場など広く使える所を借りて
町の色々なお店が集まって「市（いち）」をやっていて、それは良いなと思いました。
パン屋さんだったり、雑貨屋さん、洋服屋さん、フリーマーケットなど。こんなイベントは
楽しいと思います。
あと、お子さんがいる主婦の方から良く聞くのは、働きたいけどなかなか働きやすい環境が
ないとの事だったので、少しの時間でも働ける様な働きやすい環境があればいいなと思いま
す。私は根室市が大好きなので、もっと素敵な町になれば嬉しいですね。
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意見・提案
私自身は中学卒業まで根室市におりましたが、両親の仕事柄、やはり医療の整備不足と教育
環境の悪さ（学びたいことが学べない）を痛感し、市外への転居を決めました。市外に出て
感じたのは、北方領土問題を含めた根室市そのものの知名度の低さです。
「行き止まりの町」というイメージが根強くあり、まずはそのイメージの払拭が最優先だと
思います。市外にはおりますが、今でも「根室人である」という気持ちは忘れておりません。
自分が出来ることはないか模索しています。
給料が安い（低い）のに家賃が高い。
市立病院で出産出来ればとても良い。
人口減に対する対策が見えない。高校１校にするのであれば根室高校を大学にする。西高校
を(新)根室高校とする。西浜町を再開発し、商業地帯として活かす（墓地も見直す）。
もっとも急ぐのは産婦人科の再開、子供を産めない街に将来はない。長谷川市長がおっしゃ
る通り、北方四島との交易（国を無視してでも）もやるべきである。別海浜中との合併をめ
ざす。空き家になっている教員住宅を整備し、民間に売る。若しくは貸し、若年家族、ご年
配の方、他地域転入者に住んでもらう。ＪＲへの協力を依頼し 根室⇔札幌特急化を図る。
北方四島より北の島（ウルップとかシユムシュとか）との観光貿易。根室港、花咲港、市外
の整備も必要になる。
市街にも道の駅があるべきだ。
緑町にコンビニがないのはおかしい。
もっとホテルやファストフードの店があるべきだ。需要があるはず。
・産婦人科医がいないのは大変困る。
・アパートの家賃が高い。
・居酒屋などは充実しているので、女性向けのおしゃれなカフェや１人暮らしの男性が晩ご
飯に食べるような定食を出すお店があれば良いと思う（教員は若い男の方多いです）。お
昼もそうですが、夜という所がポイントです。
店はつぶれて、町はさびれて、病気になっても不安だし子供も産み育てられない。教育環境
も悪いので、結婚して子供の将来を考えるともう根室市には住めない。
年をとって、あのきれいな海や自然の中でまた住みたいと思った時、福祉施設が充実してい
れば戻るかもしれません。今は全く帰る気になれません。
・高齢になっても安心して住み続けられるような医療環境を整えて欲しい。
・地震などの大きな災害に対しての備蓄や安全な施設を用意してほしい。
根室市出身で、結婚を機に転出。現在の地で去年出産もしました。根室市の病院で出産を諦
めざるを得なかった。里帰り出産が出来なかったのは大変でした。
根室市で出産出来るようになれば女性にとっても心強いと思います。
根室市は好きな所です。
長期療養型入室施設がなく、釧路市に移転せざるを得なくなった。一軒くらいそんな施設が
あっても良いのではないか。
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（根室市以外出身者）
意見・提案
2 つの高校が統廃合すると聞いている。小中学校においても、これから更に統廃合を進める
時期が来ると思われる。小・中校も現在の高校も老朽化し、耐震性の不安に加え、万一の時
の避難施設としての機能、時代に合わせて刻々と変化する児童・生徒の教育環境といったも
のが時代に合わなくなってきているのではないか。根室市の将来を担う子供たちが安心・安
全・快適に過ごせる新たな学び舎の提供が急務であると思う。
夏の涼しさをアピールしてはどうか。
魚貝類の美味しさと安さをもっとアピールしてはどうか。
病院は新しくなりましたが、内容は充実していると思えません。セカンドオピニオンを進め
たり、患者さんが安心して行ける病院にしてほしい。地方の方に優しい病院になってほしい。
根室市に育ち根室市に骨をうずめる覚悟の方は沢山いると思います。そんな方々に優しい地
域医療をお願い致します。
道外から初めて引っ越してみて厳しい土地だと感じた。
領土問題等、土地が持っているバックグランドは他から引っ越してきた人間にとっては想像
以上につらい（領土問題から距離をおいてみてはどうか？）。
根室市の人々に多くのことを学び、成長した。
人は良い。自然もあるが、現状意識が足りない。
教育、医療、環境、基礎からもう一度作り遂げてほしい。
市立病院に常駐の先生が増えるといいなと思います。
大学がないことは子供達の教育レベルへの影響はあると思います。根室市出身の優秀な人材
は数多くいるのでそういった方々が地元で活躍できる素地があると良いと思います。
釧路市まで１時間で行ける道路整備が必要。それで医療の問題、観光問題が一部解決出来る
と思います。
釧路市から 2 時間は離島のようです。
衣料品のリサイクルショップ等があれば良いと思います。
1. 交通の便が悪い（ＪＲの運休等）。
2. 気候、特に湿度が高く、衣類等がカビることがあった。
仕事で３回、通算１５年ほど住みましたが、行くたびに環境が良くなってきていたのは感じ
ましたが、まだまだ良くなることを期待します。
北方領土が早く返還され、市の経済が発展することを希望する。根室市のように国を守ると
いう意識を持った人間が日本国内に増えてもらいたい。大いに自衛隊の良さを宣伝してほし
い。
根室市は嫌いではないですが、一人で住むには車がないと生活するのに不便。
無料バス、１００円バス等で高齢者が気軽にどこでも出掛けられるように利用できる交通手
段があると、７０歳や８０歳で車を運転しなくても良くなると思います。
北海道の東端にある町なので、これ以上望んでも無理があると思います。
とにかく遠いですが、釧路市より住みやすく良かったです。
札幌市の病院に通っていたので大変でした（特に冬場）。
真冬でもお年寄りが買い物に歩いているのを沢山見かけたので、市で循環バスを運行したら
良いのでは。民間と協力して買い物バスなど。
鹿肉の特産品をもっと作るべきと思います。居酒屋で食べた「鹿肉のスモーク」美味しかっ
たです。
１０年近く根室市に住んでいましたが、やはり「海産物の旨さは日本一」だと実感していま
した。もっと根室市の海産物を全国的にアピールしても良いのではないかと思います。
インフラ整備は必要かと。漁業で生計を立てると決めた学生達はいいだろうが、教育水準が
低いのではないかと感じた。
公立高校２校のみで大学進学率も良いとは言えないのであれば、市外の高校に進学する根室
市民がいても不思議でない。
保育や教育等で若い保護者にやさしい町であってほしい。
・保育所や幼稚園の充実。
・学校教育の充実。給食費未納問題と給食内容の充実。市費負担教諭、支援員の増加と資質
の向上、リンクスねむろの活用とこの負担軽減、理解の推進。
・医師不足の解消、医療の充実
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意見・提案
根室市で過ごしたことのある転勤族の有効活用を。「根室市での思い出」をサカナに語り合
うことが出来るはず。札幌根室会（転勤族編）のようなイメージ。そこに市の幹部らも加わ
り、意見交換すればアイデアが生まれるのでは。
町に明るい雰囲気が欲しい。中標津町は「町」だが、行くと明るい感じがした。
医療体制が厳しいと転勤族はまず長く居たいとは思わないだろう。
・独自の文化を持ちながらも、他地域からの流入を受け入れる度量の様な物があると良いと
思う。
・最東である事をより売り（観光等）にしてみればどうか。
・ＪＲと市内バスの連絡が良くないのは気になった。
粗大ゴミとして出た自転車やタンス、ソファーetc で少し手直しして使用できそうな物は直
して、欲しい市民に無料で提供してはどうか？
以前住んでいた町でそれをやっていて市民にとても好評だった。ゴミ削減にもなるし、どう
でしょうか。
エスカロップ他おいしい物がたくさんあるので、またぜひ遊びに行きたい街である。
出産が出来る産科がないということだけで居住対象とはならないと思います。
若い人がどんどん居なくなっているので、Ｉターンしやすい様に仕事をまず確保できれば良
いと思います。自分達が今行っている仕事を戻って出来ないのがとても辛いです。
知り合いもなく１０ヶ月の子供を連れて引越しましたが、支援センターしか行く所もなく産
後鬱になりかけました。夫は残業で１人での育児は孤独でした。その頃は一時保育もなく、
１人になって子育てから離れたいと思っていました。
こんな人は沢山いると思うので、誰か助けて、辛いと声に出せる場所があれば良かった。
根室市は自然環境もよく、医療機関の整備が整っていない面に不安を感じたが、すごく住み
やすい街でした。しかし、夏場の霧と湿気が多いことに驚き、気候的な問題だけが馴染むこ
とが出来ませんでした。それ以外は観光場所も多くて最高でした。
勤務の都合で２年間しか住んでいませんが、余暇利用で住むなら本当に良い街です。魚釣り
が趣味な人には本当に良い街です。もう少し観光の面に力を入れて下さればより良い街にな
ると思います。頑張ってください。
夫の転勤で住むことになりましたが、地元と似た雰囲気で毎日穏やかに過ごせました。しか
し、産科がなく安住できる地ではないと思いました。転出する直前にホーマック等の便利な
店が出来ましたが、若者向けの店やコンビニがあるといいと思います。
根室市に住みたい人を増やしていくには医療環境の充実が不可欠。子供のいる世代にとって
は教育環境の充実も大きな要素である。根室市の優位性（自然環境や、豊富で新鮮で安い水
産物、冷涼な夏など）をもっと道内外に発信していくべき。（根室市の魅力をトータルでわ
かりやすく発信、対象者別に発信していくことも必要）
① 温泉施設を作る。
② 複合商業施設を作る。
厚床地区に複合商業施設を作れば、別海や浜中や根室市内からの顧客も見込めると思い
ます。
③ 本屋が少ないから作っても良いのでは。
高齢者率の向上と人口減少が目立ちます。地方からのＩターンや若者が魅力を感じて根室市
で就職して仕事ができ、永住したいと思うような街のイメージアップに努めることが大切と
感じました。海産物はとても美味しいし、自然環境も良かったですよ。
札幌～根室間にＪＲの特急が走るようにすれば住民及び観光客の利便性が向上すると思う。
出産できる病院がないのは不便だと思いました。
娯楽が少なく、休日は遊びに行く所がなく不便でした。
厚床、根室間の道路が暗いイメージ。交通安全の旗がボロボロだったり。
転勤で根室市に来て、知り合いがおらず行ける場所が公園しかなく、選択の余地がありませ
んでした。
衣類を買う店が市内にはなく、中標津町に行って買い物をしていました。根室市の街の雰囲
気も釧路と比べるとどんよりしていて暗いイメージ。もっと街が活性化すると良いと思いま
す。
スポーツをする環境が悪い。特に屋外スポーツを出来る場所の整備不足を感じた。
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意見・提案
① 東北の震災時、道路が通行止めで帰宅までに５時間を要した。海岸線に多い道路ばかり
で、根室市までの自動車道の整備を早く国に対して申し上げてもらいたい。自動車道が
完成すればより多くの方が訪問する機会が増えます。
② 大型店の誘致促進を行ってもらいたい。
③ 観光に力を入れてエトピリカ等の島のバードウォッチング、ホエールウォッチングの発
信を各団体に要請する。
④ マラソン大会の実施、道東サイクリング大会レース、日本の最東を利用したマラソン大
会を実施すれば知名度が上がる。
⑤ ホテルの利用者も増加、地元に経済効果が上がる。
⑥ 夏の滞在型リゾートとして涼しい根室市の空き家を利用する方法。
⑦ 魚介類の宝庫であるので、各企業を根室市がまとめて東京市場への販路を開拓する。
⑧ 企業が売上増になれば、地元雇用も増えて地元に住める環境ができ、人口増につながる。
⑨ ふるさと納税も導入したらよい。
昔は根室市も繁栄して人口も多かったはずです。これからの子孫へバトンタッチしていく都
市ですので、未来の子供達が職場もあり、住宅もあれば住みやすいです。
根室市に３年住みましたが、地元の商店や企業を利用しようとしてもさっぱり分からなく、
サークルや地元の何らかの活動に参加したくても何処へ問い合わせたらいいのか。図書館の
利用にしても他の市に比べ地元住民中心のＰＲの仕方かと感じました。イベントをどこでや
っていると言われても、常に転勤者は地図を必要とします。
初めての子育て中だったので、病院が少ない、診察時間が短いなどが最大の不安でした。
転勤族だったので、根室市の街の情報があまり分からなかった。釧路市で発行されている
fit のようにお店などの情報誌があればもっと根室市での生活を楽しめたかもしれないで
す。子供と散歩したり、買い物をしていると沢山の方々が声をかけて下さり温かい人が多い
と思っていました。
商店街の建物が古い為、ウインドゥショッピングに行くこともありませんでした。近代的な
ショッピングモール等があると他地域での買い物はしないと思う。
北海道最東端の根室市、出張などで都市への移動が大変でした。
交通網、汽車、バス、国道が整備されれば、美味しい魚を早く届けられるようになればすば
らしいと思う。また人口減少により税収入が減る一方なので、市による太陽光発電などを行
い、医療、介護、福祉を安価で受けれる市としていけば、雇用、移住者が生まれるかもしれ
ないです。
一般的に地理的、気候的には不利な状況と思いますが、釧路市が進めているように都会から
の長期滞在や移住を進めてはと思います。
ただ、その為には医療などの充実が必要と思います。
また、デメリットの部分をあえてＰＲし、話題性を発することも必要ではないでしょうか。
応援します。
病院は新しくなったが、医師や診療科目の充実をするべき。
商店街に税金を投入してもムダだと思う。
市役所の職員にはろくに仕事もせずに日々過ごしている人も多くいると耳にする機会が多
かった。そういう人員を削減して住宅の整備や交通の利便性をはかって欲しい。大型店の誘
致はもっとするべきだと思う。それで今ある地元のお店が消えても仕方がないことで、根室
市内の商店には危機感が薄い。
釧路市との間に高速道路を建設すると良いのではないかと思います。
環境的にもきれいに整備されていて運動公園もよく利用させて頂いたのですが、いつもお手
入れされていて、とても気持ち良かったです！！ただ大きなデパートがない為、釧路市まで
行かないと楽しめないって所がありました。
南国育ちの私からしたら、何か町が暗い印象がありました。
仕事の都合で道内の色々な街で居住しました。その中で私にとっては根室市が一番住みやす
かったです。日常の生活に困るところもありませんでしたし、何よりも住人の方々に穏やか
な人が多かったと感じております。都会と田舎の良い所を両立できる街のサイズなのではな
いかと考えます。
物や食べ物など今はネットで買えるけれど、遊ぶ場所、子供の教育や若い人達が住んでいき
たいという環境が少ないかなと思いました。
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意見・提案
もう少し全国から人を集められるような環境づくりを進めた方がよい。漁業に頼りすぎる。
第二次産業がなさすぎる。
町おこしが下手すぎる。不景気なのに警察等の取り締まりがきつすぎる。酒などの蔵元があ
るのに水のきれいさとか資源環境アピール等がなし。
名物がカニ、サンマとかではなく他に何かないかなと思う。
もっと道東の何もない美しさとか自然のアピールが足りない。太陽光とかは土地が荒れるの
でやめた方がいいと思う。日本全国みてきたけれど、根室市の景気は最悪だと思う。お祭り
を全国的にアピールできるくらい頑張ればいいと思う。
・他の街に行くための交通の便を良くして欲しい。
・教育（子育て）に関する環境を充実させて欲しい。
・若年層の男女共同参画に関する教育をして欲しい。
根室市は札幌から一番遠いことで最も敬遠されている町ですが、実際住んでみて「遠くても
行きたい」と思える魅力が根室市には足りないと感じました。自然や海産物など良い物があ
るにも関わらず、地元の人達がそれを活かしきれていないと思います。努力不足でＰＲ不足
だと思います。頑張ってほしいです。
定年退職により家族が暮らす首都圏に戻りました。
長い年月の根室暮らし。自分が望んで根室市に転入して来たため、良い思い出が殆どです。
自然の厳しさはありましたが、それに勝る人情豊かな土地でした。機会があれば再訪したい
です。
地域の特産物を活かせているところが良いと思います。
主に花咲ガニやさんま、近辺では厚岸牡蠣など根室市は海鮮食品が魅力でした。
朝日が昇るのが日本一早いというのも良いです。
地形的なこともあるので仕方がありませんが、就業に関しては上記の様に漁業が大半だと思
います。
現在、根室市の近隣に住んでいますが、ここはとても住みやすく感じます。ここは親子サー
クルの内容が飛び抜けて充実している。
１. 子育て支援：根室市は隣町も多いので、市内で魅力的な政策を打ち出す必要があるので
は。
２. 観光資源：道の駅や岬が遠く、街中にメインとなる観光客向けの施設がない。住み慣れ
ていない人も、流氷や鳥の情報が少なく、環境を楽しめなかった。ただの寂れた観光地
で、住む前に来た時は早朝すぎて花咲ガニすら買う所がわからなかった。
もっと情報を収集、整理し、パンフレットの充実に努め、連携を深めた方が良いのでは？
ガイドを作るなら市内で見られる鳥のパンフ（パウチ等も可）を作ったり、市民も広く
楽しめる知恵が必要。
振興局かどこかでこの辺で見られる鳥のＨＰを作っているが、書き込みが少ないし、返
信もしないでやっつけ感がある。ネットなどそういうものも活用すべき。あっても役人
仕事的な感じで個性がない。
やはり最東端の町に住んでいたのは思い出です。住環境は厳しい条件なので、もっとほ
っこり長く滞在したくなるような魅力あふれる市になるよう期待しています。
根室市のお祭りはとても賑わっていて楽しかったです。また、居酒屋さんのご飯がとても美
味しかったです。同級生の友人が積極的に街の活動に参加していて、同じ歳なのにすごいな
といつも思っていました。自分も根室市に住んでいるその友人を見習い、今住んでいる街を
盛り上げていきたいと思います。
・公園のバーベキューコーナーは楽しめました。
・転勤族にとって水道代等がコンビニ、クレジットで払えるのは嬉しい。
・星空はとってもきれい（日本有数）なので、ＰＲを。
・エスカロップより「カニむき身の甲羅詰」が印象的（旨さ、ボリューム）。
衣料品を買うことが出来ないので、いつも苦労していました。子供用品が揃う店が充実した
ら良いと思います。また、受診できる病院を作って欲しいと思います。特に産科は必須条件
だと思います。
自然に恵まれた良い所だと思います。市内は店や病院もあり、生活がしやすいと思います。
周辺部はそうでなかったです。
周辺部は都会の人にとっては魅力ある場所で、是非行ってみたい、見てみたい所です。しか
し、不便で宿泊も出来ません。観光に力を入れてみてはどうでしょうか。
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意見・提案
自然環境がすばらしく「ジリ」がなければ快適。
北方領土、漁業の街というイメージが強すぎ。
国際的なバードウォッチングの出来る街であるので、「一度行ってみたい街」と通年思わせ
る様なイメージアップを検討されるとよろしいのでは。
まちづくり活動家を育ててみてはいかがですか。行政が主導しても、その行事や施設整備だ
け処理しても継続させることが重要であり、その為にも住民自らが取り組み、「我街は自分
達が創り子供の代に残していく」との気持ちを持たすことが必要です。
環境よりも住民の閉鎖的、自己中心的な意識の改革が必要だと思う。
外から人を呼べる仕組みを増やしては。景色が良いのでキャンプ場を作る。本当の温泉じゃ
なくても良いので、露天のある浴場を作る。魚屋さんが充実している街は少ないので、その
メリットを活かして歩いて買物ができるＭＡＰを作る（駐車場はわかりやすく書く）。住ん
でも遊びに来ても楽しい街作りができれば、移住者が増え、医者も長く居てくれるので
は？？
道の駅から先に進もうとすると観光客は宿泊をどうするか考えます。道東道の整備も大切で
すが、あと一歩根室市に入りたくなるしくみが必要だと思います。
個人的に市立病院の内科と婦人科の背中合わせが怖いと思いました。
北方領土問題やサケ、マス流し網漁禁止など、政治的な面で難しい状況もあると思うが、北
海道最東端の街として地域の特色を活かしたまちづくりを進めて欲しい。自然を活用した観
光分野はさらに伸びていく可能性もあると思う。
仕事があること、医療が整っていることだと思います。医療費補助で患者の市外への流出を
防げないか。
空港までの距離が遠い。運賃も安くない。
釧路（中標津）空港間に新幹線を作ってもらいたい。
ガソリン、灯油が高い。
漁師町なのか女性の口が悪くて嫌だ。他の人の交わり方も独特である。夜が寂しい（夜勤だ
ったので食事の確保が大変だった）。
根室市に居住していた４年間、本当に運転マナーの悪さが目につきました。「歩行者が居て
も歩道上を車が通行する」「横断歩道に進入して右折する」など。通学路などでそれをする
と本当に危険だし、私自身も歩道を歩いていて「ヒヤ！」としたことが何度もありました。
人命に関わることなので早急に何とかするべきだと思います。
スーパーなどで明らかに健常者と分かる人が身障者用の駐車スペースに駐車しているのも
何度も見ました。これはモラルの問題ですが。
・歯舞、色丹の早期返還の実現。
・二次、三次産業の拡充。
・海産物のブランド化促進。
・海産物の高次加工と販売促進の創意工夫。
・人材の確保と育成。
サンマ祭り、カニ祭り等楽しいことが多かったです。
もう少しホテルが整備されると良いと思います。
温泉もあれば宿泊者が増えると思います。
転勤族なので住んでいる時は不自由は感じていませんでした。私は海が好きです。
風で飛んできている物もあると思いますが、港の周辺のゴミ（空き缶、ペットボトル）など
が気になりました。
転入する前まではまったく未知の土地でしたが、地元の方々もよそ者に冷たいといったこと
もなく大変楽しく過ごしました。思い出深い土地です。
市街地に学校、幼稚園、病院などが集約されており、インフラとしては住みやすいと思いま
す。ただし…。
① 未就学児が自由に遊べる屋内型の施設が欲しかった。
であえーる明治団地を土日も開放してくれると助かります。
② 小・中学生の低学力が話題となりました。やはりこの環境で学ばせたくないと思ってし
まいます。
③ 政治的側面となりますが、北方領土問題に傾きすぎと感じます。領土問題は外交上の問
題でもあり、自治体ではなく国が主導権を持って欲しい。根室市の財源や政治、行政の
エネルギーはもっと現に根室市に居住している人のために注入して欲しいと思います。
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意見・提案
中標津町並みの商業施設の誘致。
何しろ住みにくい。環境などではなく、仕事や日常住居に関わる事が充実していない。病院
なども曜日指定が多すぎて遠方まで行かないと受けられない（子育てしようと思った時には
無理が多すぎる）
。
住んでいる人には申し訳ないと思うが、家賃が高すぎる。少し安いと思えば古すぎる。
田舎だとしても町おこしできる様な、人が集まる（若年）ような町おこしが必要だと感じま
す。
冬のイベントが無い。近くに温泉施設が無い。
西浜町に住んでおり、近くにショッピングセンターがあって便利でしたが、全体的に商売っ
気が無いように感じました（だるそうにしている）。
漁業や酪農業が盛んな街だからでしょうか。
札幌市へ公共交通機関で移動するのが不便だった。
自然がとても素晴らしいので、それを生かした観光整備を望みます。
産婦人科があっても産むことが出来ず、釧路市や中標津町と遠方に行く機会が多くて不便で
した。医療関係のことはしっかりした方が良いと思う。
私が住んでいた時は市立病院の評判が悪かったので、他市町村の病院で手術や入院をしまし
た。今はどうなっているか分かりませんが、医療を充実して安心して生活が出来る環境にし
て欲しいと思いました。
・水道料金が高いです。
・クリーニングなどの料金が高すぎます。
・スーパー、クリーニング、一般商店、駅前の土産店などなど営業時間が短すぎです。夕方
５時閉店は使えません。少し残業すると閉店してしまい、一人で生活するととても不便で
した。
・ゴミ袋が最小の袋も大きすぎです。５ℓの袋があると便利。
・飲食店、美味しい所は多いのですが、都市にある「ほろ酔いセット 1000 円」のようなお
店が無く不便でした。飲み放題付 3000 円程度のお店があるといいと思いました。割と高
めの設定なので、たいして飲食しなくても 4000 円とかかかってしまい薄給の身としては
辛かったです。
・エゾシカ多いです。根室市だけではありませんが、何度も怖い思いをしました。ドライバ
ーに対して注意喚起だけでなく、積極的な駆除が必要だと思いました。
・ＪＲ花咲線は簡単に止まります。天候により仕方がないのですが、警報等の状況で止める
必要のない時も止めているように感じました。また、逆に明らかに天候の悪化が見込まれ
るのに直前まで運休を決めないこともありました。早めに決定していればバス等に振り返
ることが出来たのに、動けなくなったことがありました（急な運休で代替手段がなく動け
なくなったことがあります）。
転勤族に対して、よそ者意識がやや見え隠れしている傾向が、店頭で感じられなくもない。
根室市の冷涼な気候を活かし、地理的条件（最東端で不便なイメージ）に左右されないＩＴ
企業、介護施設、高度医療などを考えてはどうでしょうか。
冷房が要らないなど有利な点を活かせると思います。
街中へ行けば路上駐車ばかりでした。
夜までやっているスーパーや子供が遊べる所が公園くらいしかないので楽しくなかったで
す。なので若い人が居なくなるのではと思いました。
若者が町に残るための施設整備等も考えた方が良いと思う（体育館等）。
きれいな町づくりを目指してほしい。
排他的な所がヤダ！！ 住民が怖かった。
交通量の少ない交差点に信号機があり、無駄が多いと感じた。
また、国道の信号機も含め、それらの多くが繋がりが悪く、市内の移動や市外に行く時に非
常にストレスを感じた。
18 時頃に根室市を出て、その日のうちに札幌市へ到着出来る交通機関があれば単身赴任者
にとってもっと身近になるのではと思う。
産院がないのは妊娠期間中とても不安でした。
冬でも運動できるような施設があると良いです。
根室市のさんま缶を通販して欲しい（さんま丼も）。
スワン４４のソフトクリームはすごく美味しかったです。
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意見・提案
釧路市や中標津等、そこそこ大きい町までが遠いため、根室市で独立した街作りが必要。
医療環境に不安を感じるため、市内でも出産や救急病院等を充実して欲しい。
釧路市に負けない大きな街作りを目指して欲しい。
・公共交通機関の利便性向上（市外とのアクセス）。
・鹿対策（道路飛び出しなど運転に危険をもたらすため）。
・根室市に住むことでのメリット（特典）があれば良いのでは。ＥＸ、市民割引など。
明治公園は現状の自由に使用できるスペースがあることが良いのではないかと考えるので、
特段整備し直す必要性を感じない。遊具等の補修（定期的な）等は必要かと思いますが…。
運動公園も西浜に別にあるので、そのままにしておいた方がよい。
医療サービスのレベルが低い。
行政サービスの質が低い。
保育所がいっぱいで入れず苦労した。役場で「どうしようもないっすね」と言われた。
子供がいる同僚には絶対行くべきでないとアドバイスしている。
医療福祉、交通インフラについて市の方針が不明瞭で混迷している印象がある。
根室市は日本の最東端という最大の地理的条件のため、観光活動に力を入れてみてはどう
か。特に宿泊するようなツアー旅行により、地元が活性化するのでは？単にドライブで日帰
り旅行であればジュース、少々のみやげ程度で根室市の良さを広められないと思う。
・防災、減災対策の強化（特に津波、地震）。
・医療環境の充実（各科医師の確保、常務）。
・子育て、教育環境の充実（子育て、教育費の助成）。
・独身者に対する結婚機会の確保（街コン、結婚祝金、漁業、農業者に対する異性紹介など）。
いつまでも神秘的な根室市でいてください。以前に２年間住んでいたこともあり、２度目の
根室生活大変楽しめました。
都市基盤の整備にお金をかけなさすぎ。中標津町を見習ってはどうか。同じくらいの人口で
も中標津町は街がきれいだ。
市役所職員の根室市を良くしようという意欲が感じられない（根室管内を含め、他の管内と
比べても意欲が低い）。市役所職員の給料が高すぎるから、他に予算を回せないのではない
か。
長い期間住んだ根室市を離れ、5 年が経ちます。離れてみて根室市の漁業のすばらしさ、買
物等の環境の充実さに気づかされます。行政と教育との連携については更に期待したいこと
の 1 つですが、また住みたい町に変わりありません。
温かい人たちに助けていただいた根室生活でした。ありがとうございました。
除雪に要する費用は半年度でなく、3～5 年の複数年度で予算組みできれば費用面で弾力的
に運用でき実態に合った除雪作業が出来るのではと思います（既にそうなっている場合は意
見を取り下げます）。
悲しい街で切なかった。もっとカニとか鳥とかで売るべき。
子供が安心して通学できる道路整備を希望。ガードレールはないし、雑草まみれ。そもそも
通学区なのに歩道がない等。
学校給食メニューの改善、ラーメン+パン、パン+うどんはおかしい。給食が貴重な子供は割
りと多いと思います。まともではない家庭が多いので、なんとか市でも工夫を願います。
歩道が除雪されていなかった。
鹿が出る。
海の幸は美味かった
温泉があるといいなと思いました。
また機会があれば住みたい町です。
根室市に住んでいない人から見た街のイメージが貧弱。
根室市は素晴らしい自然がある。それを生かした街づくりが必要。
祭り等の行事だけでは定住は望めない。魅力と環境が大切。
住んでいた人が一番の理解者、出さないための工夫が必要では？
自然環境が良かったので、あまり都市化してほしくありません。
海産物の魅力は十分発信出来ていると思いますが、美しい風景や野鳥の魅力を更に発信すれ
ばもっと観光客が呼び込めると思います。また、外国人の宿泊に適したホテルが１軒あれば
外国人も更に呼び込めるでしょう。
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意見・提案
イオンや生協が近かったので、買い物は良かったが、書店はイオン内の小さなものだったの
で、ネットで本を買うしかなかった。もう少し気の利いた書店が欲しかったです。
根室市から出て、他市へ出掛ける時は釧路経由になり、釧路往復だけでも（ＪＲ花咲線）一
日かかってしまうのは大変。北海道に住み慣れていない者の愚痴でしょうか。
又、オホーツク廻りで納沙布へ行くまでにある植物園だったか足元が馬や牛のフンまみれ
で、観光案内にのっている内容とは大きく違っていました。観光案内に載っている限り、も
っと清潔な環境を整えて欲しいと感じました。根室市は自然の美しさと雄大さを感じること
の出来る素晴らしい半島なので。
・都市（東京・札幌）へのアクセスの向上。
・医療環境の充実（夜・土日祝日の環境が悪い）
。
・教育レベルの向上（道内で最低レベルの学力水準の改善）。
・上下水道の水質向上。
・住宅価格（単身用のマンションはほとんどない為、若年層の流入は考えにくい）。
産婦人科や小児科などの医療を充実させないと、単身赴任者でなければ居住にしくいと思わ
れます。
また、教育に力を入れるべきと考えます。ロシア語の講座を充実させ、留学できるような学
生を数多く育てるべきでしょう。ロシアは学費が安価で第二外国語としての英語教育は日本
よりも体制が整っていますので、富裕層でなくてもよい教育を受ける機会が得られると思い
ます。
とにかく車のマナーが悪いです。さすが田舎と言う感じで路上駐車は当たり前、お店の身障
者パーキングには平気で停める車ばかりです。親の代から引き継がれているので直るとは思
えませんが…。
どこに行くにせよ不便なので高速道路に期待するしかないと思います。金比羅神社のお祭り
は意外に盛大でしたが、お祭り前にお金を集金に来る意味が分かりません（家のチャイムも
鳴らさずに勝手に入ってくる）。
漁業中心の街であるので、市内で付加価値をつけて外へ出す。
地元に利潤をもたらす仕組みを官民一体となって構築することが必要。
釧路市からの交通機関がとても長く感じる。
特急が根室市まで延びたらいいのにと何度も思った。
買い物（食品、日用品以外）衣料等が充実していない。
灯油を入れる際、２階までしか配送がない所が多かったのでとても不便でした。市内全体が
暗いイメージ。
宿泊施設が充実していない。納沙布岬（せっかくの観光名所）寂れていて残念に思う。
女性目線ですが、産婦人科医が常駐するレディースクリニックが必要。不妊治療などを含む
医療の充実。第一子の出産が可能にならなければ、移住の選択には入らないかもしれません。
酪農と漁業の町、鉱物資源なし。酪農はＴＰＰ、漁業は先細り（鮭鱒流し網禁止）、地球環
境が変わり、暖水渦の魚が来るのを待っているしかないのであるなら、現在ある水産物の高
度加工品、開発に力を注ぐべき（八戸市、函館市に負けない位）。
酪農に於いても同じだと思う。
街の印象として排他的な点は拭えませんが、海産物が安くて美味しい、そして北の勝も美味
しい等良い点もある。自然環境は厳しいですが、見方を変えると自然が豊かです。
釧路市の和商市場や函館市の朝市のような食堂があればいい。家族や友人が来ても、根室市
はサンマ、カニ、ウニ、鮭、ホッキ、アサリなど沢山美味しい物があるのに連れて行く店が
ない。観光客は増えると思います。海産物を送る時に、贈答用の化粧箱入りの商品があると
もっと送りやすいです。根室市は沢山美味しい物があるのに、サンマくらいしか知られてい
なくてもったいないと思います。
・根室市へのアクセス環境を充実していただきたい。
高速道路、ＪＲ特急、バス（根室ー釧路駅 直通便）など。
・教育環境を充実させていただきたい。
学校施設の老朽化改善（水道から赤い水が出るのは論外です）。
教職員の年齢バランスを検討していただきたい。
若い教員が多すぎると思います。また情熱を失った若い先生もおられました。
・根室市には豊富な漁業資源があります。仕事があるということです。あとは若い世代の方々
が根付ける環境が整えば、きっと人々は増加すると思います。
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意見・提案
転出者にアンケートを実施しないと住みにくさが分からないというのは行政の怠慢と思い
ます。中央から遠く、気候が冷寒で決して住みやすいと言えない地域にあって住みやすくす
るのは行政の手腕にかかっていると考えます。ところで根室市に住んでいた時は水道水が不
味くて閉口しましたが、何とかする気はないでしょうか。
３ＬＤＫぐらいのアパートが少ない。
根室市に住み、自然の素晴らしさを知りました。
野鳥観察小屋も大変良かった。
盲腸の手術で釧路市の病院に転院させられたのは残念です。大きな病気がない若い年齢の時
じゃないと住めないのかな？と思いました。根室市は温泉が出ないのでしょうか？温泉ホテ
ルがあるといいなぁと思っていました。
私が転入してからセブンイレブンが出店したり、ホーマック、ホクレンショップ等、生活の
利便が良くなっていったと思います。あとは交通の便だと思います。高速道路が根室市まで
つながれば…。それと観光の目玉が何かあれば文句なしです。住みよい市ですので、ぜひ頑
張ってください。
最東端の温泉施設、若年層が利用できる娯楽施設を充実させる。
公共料金（下水道）及びＬＰガス料金が高い。
地元の食材、地酒をもっとアピールする。おいしい。
とにかく魚がおいしかったです。一生分のサンマとトキを食べました。毎日魚を食べて過ご
しました。
町の人もみな温かくて大好きな町でした。
バス、ＪＲ等公共交通機関の充実による他都市への移動手段の充実。
市立病院における診療科の充実。
４年間釧路市に居住後、就職で根室市に移住となりました。社会人になったからというのも
あるかもしれませんが、根室市の「食」（飲食店、居酒屋、カニ等の直売店含む）は非常に
素晴らしいと改めて感じています。タクシー等の利用も出来、市内での交通の便も良く、ま
た住みたいと思います。温泉等がないのが残念な所ではありますが。
もっと全面的に食のアピールをしても良いのではないかと思います。お祭りも素晴らしいの
に、道内、道外にあまり知られていないのでは？と感じてしまいます（実際、私は根室市に
来るまで知りませんでした）。
市を上げて民間と協力しながら、もっと宣伝をしたほうが良いと思います！！特に道外の
方々に！！
根室市へ来た頃、子供達は小学生で何もない（遊ぶ所が）だけに素朴で子育てするにはとて
もいい所だと思いました。
進学と共に子供達は東京や釧路市の学校へと行き、根室市のいなかを感じました。私は長く
住めば友達も出来、夫の転勤で根室市を離れるのは寂しかったです。若い人が戻って来たい
町になってくれればと思います。
根室市の発展には北方領土の返還が必要と考える。
住む前は負のイメージが強く「暗い」ものでしたが、住んでみると歴史があっておもしろい。
生活機能が集中しているので便利。春夏以外の季節は最高。祭りもいっぱいでいい所でした。
明るい街をアピールしてください。
私は転勤族ですが、そうした人達の目線を街作りに活かす試みは大事だと思います。
市役所他関係機関の方達が移住者（転勤族含む）に声をかけ意見交換などして根室市の魅力
アップの取組を進めたら良いと思います。もう少し町の人達とのお付き合い、交流が出来た
ら良かったと反省も込めて思います。
若い人達が暮らすには買い物の不便さ、娯楽の少なさがマイナス。
働ける場所も少ないので、住みたいと思わないのでは。
釧路市へ出掛ける時も片道２時間もかかり、道路整備も必要。
地震も多いことから、住宅の耐震、免震に補助制度があっても良いと思う（調べていません
が）
。
街路樹の異常な剪定が目についた。もっと大事にしてほしい。明治公園は大事に残して欲し
い（自然を）。
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意見・提案
日用品（生鮮、惣菜など）の物価が安く、街は閉鎖的と感じた。高級車に乗る比較的裕福な
層が多いと感じたが、映画館等の娯楽施設がなく余暇の過ごし方を持て余した。
一番の問題は陸の孤島とも言うべき交通アクセスで、最寄の都市（釧路市）まで車で２時間。
これが大問題。住んでいた時に一番困ったのが釧路市の免許所で行われる自動車の講習を受
けるのに、当日朝出発して間に合うようなアクセスがないことで（ＪＲもバスも間に合わな
い）、これには困った…。ちなみに稚内市にも住んだことがあるが、街の魅力は稚内を下回
っている。
根室市に空港があるといい。
高速バスには釧路経由の最短ルートで行けたら利用する。
・娯楽施設（公園の充実）がなく、子供達が遊ぶ場所が少ないので不便。
・買物が充分にできない。無い物が多く、中標津町や釧路市へ行くのは大変だった。
・野鳥を観察できる環境が多いことはとても良かった。
移住、定住などの施策を進めていくのも大切ですが、一定数転勤等で出入りする方々もいま
す。その様な仕事の都合で根室市に住む人々に排他的にならないで欲しい（どうせすぐ出て
いくのだろうではなく…）。素晴らしい街なので、上記のような人々を積極的に味方にする
べき。根室市から離れ３年になるが、ことあるごとにＰＲをしています（私は…）。しかし、
そうでない方々もいるようです。
設問１２にもあるように底力はある街と思います。イメージアップにつながる仕事を多く行
っていただきたい。
自然環境とコミュニケーションは良いのですが、なにせ就職先と交通の便が課題と思う。台
風や災害の際、陸の孤島となるような道路や鉄道など交通機関の充実急務！
これがあれば大手の企業の進出も。ただし、環境保全は第一に！！
若い青年たち、これからの根室市を色々な面から話し合いをしながら発展、変わっていく根
室市を希望します。
地元の方（特に商店街）があまりにも上から目線であり、買い物をする気がなくなる。これ
ではすたれるのも当たり前である。意識改革が必要。
よそ者に対する接し方が冷たすぎる。だから住みたいと思わないし、行きたくもない。
根室市はとにかく「人」があたたかい。これは何にも勝る宝です。特に東京に住んでいる現
在、それを強く感じます。大好きです。ただし、不便さは感じます。特に、交通の便（札幌
から、東京から、あるいは地方都市から）。
素晴らしい大自然と素晴らしい人々、いや大都市から離れているからこそ素晴らしいのかも
しれません。大都市の醜さに染まってほしくない。
でも、人口が増えないと市としては成り立って行きませんよね。空港が中標津町ではやはり
遠いです。釧路市から鈍行は時間がかかります。観光名所のアピールが足りない。本州では
全然たいしたことがなくても宣伝がすごく、行くとかなりがっかりすることばかり。根室市
は何も無い所でもすごく感動します。浜松海岸、昆布盛、長節湖などは関東のどんな観光地
よりも素敵です。もちろん、名の通った納沙布岬、春国岱、風連湖などはもう世界遺産並み！
本州から人が気軽に（時間、経費）来られるようにしたら必ず発展します。頑張ってくださ
い。応援します。協力します。
転出する前にゆるキャラが決定していたように思うのですが…その後、どう活躍しているの
か気になります。
緑町商店街が、とても寂しく感じました。駅前の通りも一体感が無くて、寂しい感じ。観光
スポットになる（漁港）市場があると良かったと思います。根室港か花咲港かその中間くら
いに道の駅を造る（地震、津波などの時の避難所にもなるとすごくいい）など。
根室市では地元で採れる野菜がほとんどなかったので、野菜が美味しくなかった。とくに給
食のメニューがひどくてずっと住みたくないと思った。もう少し農業に力を入れてはどう
か。夏は涼しくて過ごしやすいので、それを売りにした企画をしてはどうか。個人的には夏
休み 1 週間～2 週間くらいで避暑や自然を楽しむためのツアー（できれば安く）があったら
（子供だけでも、家族だけでも）また行ってみたいと思う。高校も２つしかなかったが、そ
れ以上の進学は根室市を離れなければいけないので、根室市のために進学して勉強したいと
思う人には市が援助するなど人材育成もいいと思う（既にあるかもしれませんが）。
私が根室市で良かったと感じたことは夏の涼しさ、野生の鹿に出会う（怖いが…）ことでし
た。今でもサンマの時季にはサンマロール寿司を真似して手作りして食べています。
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意見・提案
とても住みやすい所だったし、今でも根室市は好きです。
何よりその自然環境に私は癒されました。
ノサップ岬マラソンに 2 回ほど出場しました。
本当に根室市が盛り上がり頑張って発展して欲しいです。
北方領土と連携した観光等を推し進めてはどうでしょうか。
・根室市に住んで魚貝類の美味しさや、市民の方たちの優しさに触れ好きな街ではあります
が、保健医療が整っていない、人材不足や厳しい自然はどうしても（住んでいて）不安で
す。
・お祭りとかイベントがよくある所なので、そういったのを活かしてどんどん根室市に来て
くれる人が増えて欲しいと思います。
・交通の便も良いとは言えないので、釧路市や中標津町へのＪＲやバスの本数がもっと増え
ると良いなと思います。使う人も少ないですが。
・札幌市－根室市の深夜バスのバス自体が古くて辛かったです。
根室市在住時に感じたのは元々いる人たちが転入者に対して不親切だということでした。
お店の閉店時間は早く、飲食店は殿様商売、インターネットにも大した情報がなく、官民と
もやる気が感じられません。
職場で千人おどりの動員がありましたが、お祭りは本来住民が楽しむものではないでしょう
か？動員するにしても市職員が参加しない…っておかしいですよね。転入 1 年目に参加して
全く楽しくなく、根室市が嫌いになりました。
他都市との行き来しにくさも問題です。札幌市とはＪＲ以外だと夜行バスが 1 便のみ。釧路
市間でさえ 4 便…。車があれば立派な道路も使えますが、その他の人へは配慮が足りません。
釧路市や中標津町に朝行って夜帰ることが出来るような公共交通が必要です。
書店は郊外にしかなく、映画館も無く、カラオケもやたら高い店のみ…若い人がショッピン
グを楽しめる所もありません。これでは若者は出て行ってしまうのでは？人に言える（自慢
できる）就職口でもなければ、わざわざ根室市を選んだりはしないでしょうね。
各メディアを見ていても、根室市はＰＲに力を入れていないのか出てきませんね。白糠町や
帯広市、北斗市あたりを見習って、ＰＲ（インターネット上の情報充実含む）すべきではな
いでしょうか。ただでさえ道東の端っこで行きにくいのに、それを超えても行きたい！と思
えるものがなければ、住むどころか知ってすらもらえませんよ。このアンケートの回答がた
だの実績作り（ポーズ）ではなく、生かされることを望みます。
ＪＲ特急や高規格道路など交通の利便性を高めて欲しい。
単身赴任だったため、週末に 8 時間かけて自宅に帰っていた。
子育ての環境、出産できる産婦人科がある環境が整っていると最高な街になると思います。
とても素晴らしい自然環境がある中での子育ては、親子共々とても気持ちの良いものでし
た。他の街には無い根室市の自然は貴重だと思います。
しかし、親から遠いことなどで子供を預ける場が少ないことに初めはびっくりしました。出
産ができない街で実際に妊娠した時の不安はこんなに大きいものかと思いました。
子供を預ける場所、天候関係なく遊べる室内の遊ぶ施設、産婦人科、小児科が充実している
と根室市の魅力は格段に上がると思います。
・自分が積極的になれば地域コミュニティが充実しており、環境の良い街だと思います。
・交通のインフラ（釧路市から 1 時間、中標津空港から 30 分）が実現できれば激変すると
思います。埋もれた観光資源も沢山あり、定住人口を増加させる努力から移住につなげて
はいかがでしょうか？コンパクトシティ化への取組が有効だと感じております。
私が住んでいる時は市立病院の耳鼻科が月 or 火？のみでした。中耳炎だった娘を通院させ
るのは週 2 日では心もとなかった。医療体制の充実が必要です。
もう少し多ジャンルの店が充実していると良いと思う。
出産が出来るようにして下さい。
いろんな分野でご活躍の方は高齢者の方が多いと感じました。世代交代されてもよろしいの
ではないかと思う部分が多くありました。鮮魚店が充実していてお魚はとってもおいしかっ
たです。
風が強いせいか、街中にゴミが多かった印象があります。
駅前のカニ屋さんが並んでいる場所をオープンテラスのようにして住民や観光客が入りや
すいようにして、サンマやカニをリーズナブルに提供できるようにすれば少し活気が出るよ
うに思います。
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意見・提案
根室市には 3 年間住んだ。地理的な事情は仕方ないと思うが、主要都市（東京、札幌市等）
へのアクセスはとても不便に感じた。旅行や出張の行程にも少なからず影響を与えていたか
もしれない…。
しかし、根室市という街には素直に良い印象を持っている。地元の人は温かく食べ物もおい
しい。根室市の良い所をもっとアピールして街を発展させていってほしい。
転勤で移住し、丸７年住んだが思いの外、寒くなく雪も少ないので自然環境としては住みや
すかった。
また、スーパー等も充実しており、日常生活での不便は感じない。しかし、他市町村と離れ
すぎていること、医師数等の医療体制が乏しいことなど、札幌出身の者としては物足りなさ
を感じる。今後、改善してもらいたい課題です。
産婦人科で分娩が出来ないことがかなり辛かったです。根室市は街としては好きでしたが、
子供を産むのに遠方まで行く必要があり、リスキーな点が多いので一生住む！とは考えられ
ませんでした。
根室市は通年 9 年お世話になりました。スーパーやコンビニ、マルシェなど、ホーマックも
出来て日常生活に何ら不便は感じません。
ただし、半島という地理的条件から何処に行くにも遠いという不便さはあります。この不便
さが外から来る人達の足を遠のかせるのですが、四島を抱える市という特殊性や花咲ガニ、
風連湖、ユルリモユルリといった自然で、観光客はある程度来るかもしれません。
人口減少のなか、根室市への定住者を呼ぶというのは正直難しいと思います。
今、根室市に住まわれている高齢者対策も考え、頻繁に無料巡回バスを回すとか、子育て世
代のために幼・小・中・高学校の教育費補填の拡充などを行って、現住民が暮らしやすい根
室市となるように期待します。
市立病院の対応が良い印象ではありません。
特に小児科。今後改善されることを期待します。
転出してからも根室市のことは気にかけているので、移住定住対策でアンケートにも協力し
たいと思うが、あまり意味がないように思う。まず設問 10 の住みやすかった点という設問
に「病院など医療体制が整っている」「日常生活が便利」などあまりにも回答の選択肢が実
態にそぐわない。根室市の売りは自然や海産物、人のあたたかさでは？根室市を出て行く人
は若者でもない限り、大半が転勤族なように思う。それよりは来てくれる人、今いる人を大
切によりよい街作りを目指してほしい。領土問題、200 カイリ鮭鱒など課題は山ほどあって
も、みんな根室市を出ても根室市の応援団であるはず。アンケートではなく札幌根室会の門
戸を広げるなど、みんなで応援できる体制作りに市も手を貸してはどうかと思う！
根室市は本来、漁業と酪農の町であって、町の規模を維持するためにはこの 2 つに力を入れ
ることしかないのではないか。
交流人口の拡大、観光産業の発展といった流行に乗るべきではない。例として新規の漁業者
を増やすためには、漁場の権利を整理し、いかに参入しやすくできるかを検討すべきである
し、季節の漁業者が増えるということは、交流人口の拡大を意味するのではないか。
また、漁業従事者や工場の中国人労働者が社会コミュニティに参画し、生活しやすくするた
めにはどのような施策が必要かといった根室市に新しく流入してきた人の立場にも寄り沿
った視点が必要であるように思う。例え 2 年、3 年でも根室市民であり、場合によっては他
地域への広告塔になる人材が根室市に対して悪印象を抱いていればいいイメージが広がら
ない。
その他、観光施策では北海道に財源を頼り、気候に企画を頼るのであれば政策として無駄で
あろう。むしろいかに根室市の知名度を上げるかを考えるのであれば、広告代理店と契約し、
人材と財源を割いた方が有効であるように思う。
また市民の交通マナーが悪い。歩行中車にひかれそうになったことが年に２～３回じゃすま
ない。あれほど人口も少ないのになぜなのか。
根室市は役所やスーパー、飲食店、金融機関等が中心地にコンパクトにまとまっており、そ
の点はとても便利でしたし、自然の豊かさや祭りなど港町の魅力も十分感じられる町でし
た。都市機能や医療等では地理的にどうしても勝負しづらいと思うので釧路市との連携を更
に強化すべきだと思います。
周辺町村でお祭りが多く良かった。
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意見・提案
釧路以東の町として、もっと医療の充実があった方が良い。古い考えの医師は早く引退して
もらい、もっと大きな病院でかつ産科と小児科、内科に力を入れて欲しい。市立根室病院に
はそれだけのエネルギッシュな医師はいるはず。人口も増えてくるはず。
せっかくの納沙布岬を活性化して客を入れ込む努力とアイディア、投資をして欲しい。ボー
リングで温泉を当て、一泊してお金を落としてもらう。そしてロシアからせめてこられない
ような守りが絶対必要である。根室市がもっと発展して欲しい。
まず、賃貸アパートの家賃が他の地域と比べると異常に高いです。大家や建築会社を指導し
た方が良いと思います。市外の人が移転して来る際、街に対しての悪いイメージしか残りま
せん。あと水道水が飲めなかったのですが、水質の向上は必要だと思います。ちゃんとした
浄水場の整備をお願いします。
住み良い住宅と飲める水道水があるだけで、街の印象も大きく変わると思いますので、頑張
ってほしいと思います。機会があればまた住みたいです。
・根室市の魚貝類は本当に美味しく、本州の魚では物足りません。根室市以外のものが食べ
られなくなる程です。地域の宝だと思います。もっと盛大にアピールして欲しいです。
・北方領土について本州の方ではほとんど関心を持っている人がいません。特定の地域だけ
ではなく、もっと多くの都府県、市町村に出前講座等に行って欲しいです。
短い時間でしたが素晴らしい時間を過ごさせていただきました。ありがとうございました。
よい人間関係に恵まれました。お魚おいしかったです。
生まれ育った町から離れているので。
仕事で札幌市へ出張で行く機会が多かったのですが、交通の便が悪く、ものすごく負担にな
っていました。出来るのなら札幌市から釧路市まで走っている特急を根室市まで延長しても
らえるよう、自治体から働きかけを行ってほしいです。根室市は実際に住んでみると本当に
親切で温かい人が多く、とてもいい街でした。
市立病院を充実させるべき。特に産婦人科は必須だと思います。看護学校も併設するべきだ
と思います。
道央からの交通の便を良くするための高速道路や特急列車の整備も必要です。
１． 少子高齢化に対応できる施策とビジョン
・教育費負担軽減、給食費無償などの子育て支援
・高齢者への健康促進と予防
・市街地校の小・中学校のあり方（統合等）
２． 雇用確保と企業の経営安定
・若い世代の雇用促進と所得安定から図れるような支援
・民間企業への強力なテコ入れ（人・もの・金など）
魅力ある素晴らしい根室市になることをご祈念申し上げます（居住させて戴いたこと感謝で
す）
。
東京や札幌にいる子どもたちが根室市に遊びに来て、大自然や夏の涼しさに感動している。
そこはアピール出来るところだと思う。定年後の定住地として考えると、医療、介護の充実
と退職後の仕事(アルバイトなど)があるかどうかも条件としては大きなところだろう。
住みたくない理由の最大なものは、気候的な問題です。
市としてまちづくりに力を入れていることはわかりますが、個人的には夏の寒さがどうして
も慣れません。しかし、それを利用するのもあるかと思います。自然豊かな根室市です。ゆ
っくりと心地よく自然にふれられる施設等があれば観光等なども可能性が広がっていくか
と思います。
ホテル等宿泊施設として一定水準を満たしているところが少ないと思います。たまに根室市
に行きたい時に不便だし、観光客が増えない原因にもなります。経営は厳しいでしょうが、
市の補助等も含め、充実に向けた整備をしてほしいと思います。
現在札幌在住で、南・北・東と各地で暮らしましたが、住んだ街すべてに愛着があります。
根室市で暮らして特に不便と感じることなく楽しい２年間でした。
冬期の暴風雪の除雪体制については改善が必要と思います。
・温泉、宿泊施設の充実と提供する食事の充実。
・新規就業者が夢と希望をもって勤務できる民間企業の育成。
・観光資源の充実(野鳥観察、フットパス、加工場の見学、体験など)。
・水産業の振興。
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意見・提案
場所が悪いので不便な点があるのは仕方ないが、根室市自体に魅力のある街にしようという
意思が感じられません。
例えば別海町は乳製品のブランド化に積極的に思えますが、根室市だと、うちはサンマとカ
ニがあるから大丈夫というような印象で、それをブランド化して発信した方がいいと思う。
他にも夏ではなく冬が旬で安いウニやジャズが盛んなこと、ロシア人が多いのならそれを利
用してお洒落な国際色を打ち出すとか、他にもエスカロップだって帯広の豚丼のようにもっ
と盛り上げることが出来ると思う。鹿肉はジビエ料理として新鮮で美味しい肉を提供出来る
のは強みでもあるのに、一部民間の人が単発で頑張っているだけで、根室市としては全くや
る気が感じられない印象です。
イベントでも同様で、例えば千人踊りなんかは周りに参加を呼びかけている割に、市の職員
が全く参加していないように思います。
他の地域の似たようなイベントでは特に呼びかけなくても市の職員や他の業界の団体、個人
が積極的に参加して盛り上がっているものが多々あります。
市が言うだけでやる気のある姿勢を見せたことが積み重なって今のような状態なのではと
思います。
北海道の東端にあることや根室市の食文化などは充分魅力的だとは思うので、市が積極的に
民間で頑張っている人をサポートして官民一体で全国に発信すれば、もっと住みたいと思え
る街になるのではと思います。
新しい人、新しい方法、新しいものなどを受け入れ難い雰囲気が感じられた。
物価は安い、街はきれい、イベントも多い。特に問題がないが、やはり「少子高齢化対策」
が必要。また、病院に産婦人科が必要。大人向けの結婚に対する教育も必要と思われる。六
次産業を開発できる人材の育成も急務。
頻繁に止まるシカによるＪＲの被害を逆手に取って、ノロッコ号のようにシカの群を見るツ
アーを考えてはどうでしょう。旅行客は一斉に写真を撮っているので。
４年間住んで、食べ物が(特に海産物)安くおいしく人もあたたかかったです。暮らしづらく
はなかったけれど、病院と交通の便が悪く、長く住むには不便さを感じた。
転勤で色々な所へ行きましたが、人間的な温かさが一番感じられたのは根室市でした。
転勤生活ですので、赴任地での生活を楽しんでいます。生活基盤はある程度コンパクトに揃
っていれば充分と考えています。
根室市の魅力は何と言っても自然と歴史ですので、市民向けに身近な情報を提供し続けても
らえればと思います。
東京で開催される北海道物産展は他の府県のそれを圧倒しています。
根室市の名前も結構目にしますよ。とても誇らしく思います。
根室市も何とか知恵を絞って若い人達が働ける産業を創成していくことに尽きると思いま
す。頑張ってください。応援しています。
北方四島についてもっと市を上げて全国的に発信して欲しい。尖閣諸島や竹島については周
知されているのに北方四島については別の話のようになっているように感じます。
現在、領土問題のことについて感心が高まっているので、この機会にもっと大々的に宣伝す
るといいと思います。
3 年間住みました。街はきれいに整ってスーパーもあり、飲食店も入るとどこも美味しく、
道東の自然は本当に素晴らしかったです。
① 釧路市までの超高速バス 60 分で行けるようになるといい。
② 縁故関係で仕事を見つけると地元の方より聞きました。そのためか、仕事がなかなか見
つからず、いつまでたっても馴染めなかった（その後、見つかり良い人間関係ができ楽
しかった）
。
③ 市立病院の職員のマナーが悪く、人間ドックもその他も釧路市まで行っていました。
礼儀、職員間の報告等もなく、常に不快な思いをし、二度と行きたくないです。
上記の３点が改善されれば是非また住みたいです。
根室市には他の地域にない自然環境、景観があります。
これらの地域独自の資産を活かした街作りを期待します。
情報発信を積極的に行って欲しい。
他の地域にはない、根室市の文化を作ることを願っています。
北方領土返還に頼り過ぎた。
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意見・提案
この頃考えると、除雪体制の拡充が最も大きな要因と思われてなりませんでした。住宅地内
のアパートの場合には雪の量が多いと何処に除雪するのかが大変でした。
① 厚床～根室間が長すぎて、根室市から釧路市へ行く時はものすごい長い距離に感じます
（これはどうしようもないことですが）。
② 映画館などの娯楽施設がないことは、若者にとっての魅力に欠けます。現存のボーリン
グ場は末永く営業して欲しいと思います。
③ 若者向け衣料の店が街中にあると活気づくかもしれません。
④ 素晴らしい総合文化会館があるのに、文化的なイベント（劇団四季、札響、歌舞伎など）
が少なすぎると思います（空港が無いのが原因なのかも）。
⑤ 厳島神社祭典・カニ祭・サンマ祭は広く知れ、定着してきましたので、旅行業者と連携
して、ツアーの中に取り入れ、宿泊させる、体験させる、居酒屋・スナック巡りを入れ
る、ロシア人との触れ合いを入れたり、もっと工夫した取り組みが求められる。
⑥ ホテル、旅館組合の出資で、大きな温泉（沸かし湯でも OK）施設を作り、年寄りの集合
する居場所、若者が集まる遊具、パークゴルフ場を兼ねた総合娯楽施設を作る。
町のイメージが暗くさびしい。子供が遊べる、家族で遊べる環境がほしい。
病院が少ないので、医療が充実すると良いと思う。
例えば眼科と産婦人科が必要。
一次産業の街なので、若い人が働く場所が必要（大学進学で根室市を離れると殆ど戻ってこ
ない）。
根室市という町は元々漁師町であるがためか、他の町からの人間そのものを嫌う体質にあ
る。
住みやすい、住みにくいというよりも根室市民が人間を嫌っている感じを受けた。
こんな町には 2 度と住みたくない。
こんなにいつもアンケートばかりで膨大なデータを集め、何になるのだろうと疑問でなりま
せん。もう既にどこが悪いかなんて誰にでもわかりきっているはずで、それを急に今すぐ変
えられないのなら、出来ることから地道にやっていくしかないのではないですか？小さなこ
とでも何か変えられることはあるのではないですか？アンケートにかけるお金があればス
ーパーの女子トイレを子供を連れて入れる様、ベビーキープを１台でも多く付けてほしいと
思います。
根室市は根室十景等の景色、おいしい食べ物（すし、魚、エスカロップなど）、そして親切
な人達…自慢できるところは沢山あると思います。その魅力をまず観光客にＰＲできれば良
いと思います。観光客にわかりやすい施設、サービス、建物等が出来たら沢山訪れたいと思
う人が増えるのではないかと思います。ただ景色をみるだけではなく、わかりやすい看板等
があれば良いかなと思います。少し遠いというリスクはありますが、その分、知床のように
脚光を浴びる土地となって欲しいです。そして移住したいと思う人が増えたら良いです。お
世話になった根室市なので良い方向に向かって欲しいです。
根室市は北海道の最東端に位置し、札幌からも遠く、あまり良いイメージは持たれていませ
んが、実際に住んでみると思っていたよりも不便ではなく、自然が豊かで住みやすい街との
感想を持ちました。
今度は地域の特色をより一層アピールして多くの人が来て、住んでくれるような街づくりを
期待しています。
根室市の方は非常に郷土愛が強く、地元がイチバン！という想いをとても感じます。その事
はとても良いのでしょうが「ヨソ者」には少々生きにくい場所だったと思うのも事実です。
外からの視点も取り入れたプランニングが必要ではないでしょうか。
医療が全く充実していない。土曜日に内科以外の受診出来る病院がないので不便だった（耳
鼻科、皮膚科など）。
安心して妊娠、出産することの出来ない町には住みたくない。
次世代を担う若者の地元定着率の確保。その事に向けての長期、短期の施策が進められてい
るのか？
Ｕターンしたくても適切な就労の場がない事を聞く。再度都会に戻る若者達もいた。
北方領土返還、水産業拡充以外に次世代に向けた施策が必要であり、地方再生の根幹ではと
思う。
団結心の強い根室市民は実践可能とエールを送りたい。

36

転出者アンケート調査

意見・提案
除雪体制が悪く、歩道などが通れなく通学、出勤などでとても困りました。
豊かな自然、風景、食（海産物等、北の勝）、人情の町は是非今度は夫婦で住みたいと切に
願っています。さけますの漁獲量が 7 割減と報道される中、安定した漁業が行われるよう自
治体、政府がしっかり汗を流して市中経済の更なる安定を願っています。大切な第 2 の故郷
の地道な発展を願っています。
旨い物が多く、安く、とても良い街だがアクセスが悪いため、長期滞在施設と自然や海の恵
みを同時に体験できるイベントを用意して釧路市のように長期滞在型の施策を検討すべき。
根室市の魅力を十分に宣伝出来ていないと思う。
根室市の自然を生かしたサイクリング大会、クロスカントリー等で集客し、そこで根室市の
魅力を伝えてみてはどうか。
根室市は美味しい海産物が多く、また北の勝という名酒があるので、他町とも連結して食に
よる活性化を図った方が良いと思います。地理的には最東端のため観光立地としては不便だ
と感じます。やはり、北方領土の早期返還が欠かせないのではないでしょうか？返還運動は
マンネリしていると感じています！！
交通の便を良くする。周りに何もないので、もっと娯楽施設を増やして欲しい。病院が少な
い。
救急車を頼んでも対応が雑、来てくれなかった。
お年寄りが多いから、もっと医療施設を増やした方がいいと思う。これじゃ若い人達はどん
どん市外へ出て行くと思う。
道内の都市はどこも過疎化で困っていると思いますが、最も大切なのは教育だと考えます。
社会とのつながりの機会の沢山ある学校づくり、それに協力してくれる市民づくりが都市の
発達につながると思います。頑張ってください。私も根室市で学んだことを他の地域でも活
かして根室市の良さを伝えていきたいと思います。
シカ対策をお願いしたい。
5 年お世話になりました。とっても住みよい町でした。ただ、医療体制（科によって常勤医
師がいない等）に少し不安を感じたことがありました。
風は強いが自然に恵まれ、良い所ではあった。ただ、運悪く観測以来初という大雪に遭遇し、
道路の除雪も間に合わない状況で、引越し転出の際に自費で排雪をせざるを得ず、ひどい目
にあった。道と協力して除排雪体制を整えていただきたい。
テレビ、新聞で『北方領土』と耳にしますが、実際に根室市に住んでいた時にビザ無し交流
の船とかも、ニュースで「出発しました」と聞くだけで、街の中で何も話題にもなっていな
いことに『ビックリ』でした。正直、国や道から『お金』がくるから『行事』としてやって
いることなのかと思いました。これでは領土返還を本気で考えているとは思えませんでし
た。他の海の街より気候になじめなく、体調がついていけません。
現在はどこの街も似たようなものです。暮らしやすいかどうかは個人差が大きいでしょう。
ただもう少し転入者を受け入れやすく、若者が未来を考えられる街になることを願っていま
す。古い歴史的なお祭り、神社、お寺等を道内の他の地域にももう少しアピールしても良い
のではないか。あまりにも札幌と東京を意識しすぎている様に思えます。根室市＝遠い、知
らないでは北海道人として寂しすぎませんか。
街全体にゴミがたくさん落ちている。建物が暗い色合いだと街全体が暗くなる。
根室市はとても住みやすかったです。人は優しいし、医療費が小学生まで 1 割なのが助かり
ました。幼稚園も 3 人目が今年から保育料無料だったので 2 ヶ月間は助かりました。
個人の病院、耳鼻科とか産科も出来たらもっと住みやすくなると思います。今は親も札幌に
住んでいるので、落ち着いたら将来又根室市に永住しても良いぐらい、私たち家族は根室市
を気に入りました。
ほのぼのとした環境でいい街でした。街の発展を心より祈念しています。
根室市には鳥、森林など巣晴らしい自然環境があり、それを目的とした観光客もいます。Ｐ
Ｒ次第では個人の旅行者をもっと呼びこめると思うので、産業、食だけでなく自然をもっと
前面に出し、春國岱なども整備していけば良いのに、と常々思っています。私自身そういう
根室市の素晴らしさを知人、友人にアピールしています。
釧路市出身ではありますが、根室市の方、観光者が楽しめる所があると思いました。海の景
色やワシ等のバードウォッチング、釣りなどなど。空港が近くにあるともっと良いのにと思
います。辛いのは寒さ(強風)）でしたね。賃貸の物件も少ないと思います。
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意見・提案
ロシア 200 海里内の漁業や北方領土問題など根室市をめぐる状況は厳しいですが、これから
も地域が活性化されるように願っておりますし、根室市ファンとして微力を尽くしたいと思
います。
根室市に住んでいてイチバン閉口していたことは（イヤだったこと）カモメのフンで、街路
がいつも汚れていること。サンマシーズンに運搬トラックから流れるサンマの汁のくさい臭
い。一番不安だったことはやはり医療施設のレベルが低かったこと。“北方領土の街”のイ
ンパクトが強過ぎて重苦しいイメージになってしまう。住んでいる人々はいい人が多い。市
街地の郊外の自然は素晴らしい。市内の総合運動公園の施設はいい所です。漁業の街、最果
ての街というイメージではなく、豊かな自然を前面に出した街作りがいいと思います。
あと、医療施設の充実は切実な課題です（北海道どこでも同じですが）。
・ＪＲの高速化を図って頂きたい。
・高規格道路（高速道路）の整備を行うなどして、釧路市や道央圏への通行を容易とする事
が必要と思われる。
・根室市の漁や自然などもっと広くアピールすべきと考えます。
・根室市では 1 年間の生活でしたが、公私に渡りとても楽しく過ごすことが出来ました。
海の街なので、海に関するイベントを全国的に知られるよう工夫しては、と思います。
転勤で根室市にいた数年間の子育て、出産は思い出すのが辛いです。活発な子供を抱えて、
買い物や銀行に行くのも一苦労。周りの方の対応も冷たかったのを覚えています。
自分や子供の一人が具合が悪くても我慢するか、健康な小さな子も連れての通院で感染が怖
かったです。
金曜の午後はケガをしても診てもらえず、次の日、釧路市の病院で骨折とわかったお子さん
もいます。休み前は絶対にケガをしないように必要以上に子供を怒っていました。
妊娠が分かった時はショックでした。病院では早く産む病院を決めるように怒られ、臨月に
入った時、吹雪で国道がストップした時は不安が最高潮でした。
妊娠中は薬局の人にジョークで不快な事を言われ、私の場合出産のきざしが家で分かったら
車中出産になる、救急車も使えないとのことで、ずっと死のことを考えていました。地元の
方も親が仕事で子供を預けられない人がいて、大変なことがニュースになったりもして、役
所に預かるサービスは出来ないか聞いたところ、そのような人がいるか｢調査中｣との事でし
た。今でも調査中のようですね。
根室市の出生率はどの位か知りたいです。個人的に優しくして頂いた方には大変感謝してい
ます。
天候は仕方ありませんでしたが、マナーと言いますかモラルは改善の余地があるのではない
でしょうか。ゴミのポイ捨てや迷惑駐車、信号無視など日本とは思えないモラルの低さには
驚きました。
中標津町の東武ヒルズや釧路のイオンのような大規模な商業施設がほしい。
周辺都市との間の交通が良くなってくれれば、少しは良くなると思います。
いい街だったと思いますので、機会があればもう一度行きたいと思います。
住民のマナーが非常に悪い。ポイ捨て、不法投棄が横行していて、道路脇や森の中がゴミだ
らけ。まずは住民の意識を変えなければ、良い街にはならないと思います。
根室市居住以降現在も「根室のサンマ」を道内、関東地方の親戚、知人等８軒ほどに送付し
ていますが、大変喜ばれています。根室産の大型サンマについては札幌居住中は全く知らず、
根室市に来て初めて知りました。値段も手頃であり、１度買ったり貰ったりすれば、その良
さを実感してファンになると思うので、もう少し広報した方が良いのでは！
妊娠、出産の環境がとても不便だった。
気候的に子供を外で遊ばせる事が難しく、大きな室内公園的な所があれば良かったと感じま
す。
実際にはもう住むことはないと分かっているので、“また住んでみたいなぁ”くらいの気持
ちはあっても、いざ現実的に考えると空路の便の悪さ、気候の悪さ（ジリ、夏の低温、年中
強風）は正直辛いです。
ですが、暮らした時の思い出は良いものです。海産物のすばらしさを実感しました。根室市
の発展を願っています。
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意見・提案
転勤で幼い子供一人だったので家族で居住を決めました。妻が第二子を妊娠したときは、根
室市で分娩出来ないことに抵抗感がありました。根室市に生まれ育った方にとっては釧路市
や別海町で出産する事が当たり前のことのようですが、外から来る若い世代にとっては大き
な問題だと思います。今は不妊治療を行う方もいますが、分娩できないところで十分な不妊
治療が行えるかは疑問を持たざるを得ません。根室市は「子どもを産む」という点ではハン
デを抱えていると思います。
一方、子育て環境の面では満足していました。公園が多く、体育館も無料で使用できました。
図書館はとても使いやすく、読み聞かせにも数多く参加させて頂きました。わんぱくチャレ
ンジも行事が豊富で良かったです。ただ、日照時間が少なく外で遊べる時期も短いので、小
さいスーパーでも良いので屋内で遊べる場所（スーパーの一角や空き店舗を活用など）があ
れば良かったなと思います。
何より根室市のハンデは都心部との｢距離｣です。今年、高速道路が白糠町まで延伸されまし
たが、根室市までの道路の早期整備によりこのハンデを克服し、
「行きやすくなった」
「行け
るんじゃないか」
「行ってみたい」と感じてもらうことが大切だと思います。
教育の面では正直不安です。子どもが高学年になってから根室市に一緒に住むかは考えどこ
ろです。
私はもう一度根室市に住んでみたいとは思いますが、現状を考えると仕事をリタイヤした後
に短期的に住むことが想定されます。夏の冷涼で過ごしやすい気候、おいしい魚貝が手頃な
値段で手に入ることには魅力を感じます。
これからの街作りには、長期観光者や短期移住者の受け入れを想定したものが必要です。
「夏
の冷涼で過ごしやすい気候、おいしい魚介」は逆に考えれば「運動不足になって、おいしい
ものを食べてばかりで不健康になる」とも言えなくありません。もっとスポーツツーリズム
にも力を入れて、訪れた人や市民が心身ともに健康になってもらえる根室市が理想です。
根室市を離れてからもテレビや新聞などで根室市のニュースには注目をしています。しか
し、どれも暗いイメージのニュースばかりです（日ロ関係、不漁、災害）。もっと明るいニ
ュースをどんどん報道等を通じて発信してください。私は漁がにぎわって祭りが多い夏から
秋にかけての活気ある根室市が大好きです。根室市は明るく、楽しい街なのです。根室市が
住みよい町になることを応援しています。
最低の街でした。二度と行きません。
モラルのない街に未来はない。
転出したあとに、新しく店舗等が建設されたと聞いています。日用品若しくは娯楽等の充実
が図られると良いのではないかと思います。
除排雪体制の充実が必要。降雪量の違いはあるが札幌市並みの充実が必要。
いわゆる民度の向上を図るべき。転勤族は地元民の対応で印象が大きく変わります。
サンマ漁の不振、流し網禁止など主産業である漁業には厳しい先行きですが、豊富な自然資
源や独特の歴史、おいしい食など生かせる資源は沢山あるので、これらを生かした地域創生
を。
北方領土問題を盾に努力をしなさすぎ。もっと自分達で生き残る方策を考えて。
札幌市から転職で根室市に住んだ同僚たちと今も節目に飲んで当時のことを話しています。
観光でいくならいいが、住むには医療、交通、気候（夏も寒く、風も強い）等少々大変です。
釧路市からが遠く感じます。ＪＲの高速化や空港が必要では。
医療も当時は良くなく、同僚も札幌で治療していました。
逆に地の利を活かし観光客が増える街になってほしい。
地酒(北の勝)や海産物をアピールしたら良いと思う。市内に温泉があれば良い（根室管内で
は根室市だけ温泉がない）。
北方領土返還要求運動に敬意を表します。
根室市に対して住みずらい、悪い印象は持ちませんでしたが、特に気になったことは運転マ
ナーが悪いのとペットの糞の処理がなっていない（飼い主のマナーの問題）ことでした。
特にペットの糞は春先、雪が解けてくると歩道のあちこちにあって(乾いた古い糞)とても嫌
な気持ちになりました。
住みよい街作りをするのも大切ですが、住んでいる人達の意識の向上にも努めていただきた
いと思います。
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意見・提案
やはり出産できない環境は大変です。あとは特別支援学級などの教育環境が整うといいと思
います。
全体的に住みやすく、教育環境の整った良い街であるという認識です。転勤する人にも、自
信を持って推薦出来ます。但し、産婦人科と出産が出来なかった点が残念な所でした。
根室市のイメージとして「遠い」という事を良く聞きます。そこをどの位改善できるのか（お
金がかかってしまいますが）。
あと、医療の充実に力を入れてもらえばと思います。
北方領土返還運動の先頭に立っているのはやはり根室市だと思いますので、引き続き頑張っ
てもらいたいと思います。陰ながら応援しています。
・市の中心部はいろいろな施設や店がまとまってあり住みやすい。
・プールの通年営業は素晴らしい。図書館も充実している。
・スポーツ施設では野球場や陸上競技場があると良い。学生、実業団チームの合宿誘致など。
・市の発展には企業(色々な業種)の誘致が必要。
・北方領土学習をテーマに中・高生の宿泊研修できる施設の整備と宿泊研修の誘致。
・毎年約 500 人の人口減があるようですが、自然増による人口増加は他の市町村でも期待で
きない。沢山の企業の誘致により働く年代層の方々の市内定着が重要と考えます。
スーパー銭湯（又は温泉）の様な施設があれば充実、リフレッシュ出来る。
私にとっては初めての道東の生活で不安でしたが、普段の生活に関しては特に困ることなく
便利な街と感じました。
ただ、隣接の都市やちょっとした大きな買物は遠く、不便さを感じました。
① 子育てに関して選択肢が少なく、自分が信じてやってみたい育児が根室市では出来なか
った。助産院での出産、森のようちえんへの通園等。
無駄な道路建設をやめて子育て環境の改善へ！
② 西浜町のホーマックやホクレンが出来た時、西松屋が入って欲しかった。子供用品を買
いに中標津町や釧路市へ妊娠中、乳児を連れて行くのはとても大変だった。
③ 保守的、閉鎖的なところ、なあなあなところ、適当なところ…信じられないことが起き
る。それが通じてしまう土地だった。
④ パン屋さんは沢山あるけれど、ハード系のパン屋さんがなく、残念。中標津町の「こう
は」さんのような店が欲しかった。
⑤ 別海町の「ふれいあいの家：のような場所が根室市にもあったらいい。みんなが幸せで
笑顔になれる場。町外から行っても優しく受け入れてくれて私の居場所になった。
⑥ 根室市にいるから出来ないことが沢山あった。根室市にいても出来る、根室市だから出
来ることを増やしていけるといいですね。
北方領土の隣接地域だから…とか、漁業が不振だからとか、とかく問題を他に転嫁せず、何
か根室市として光るものを発見すべき。ＪＡＺＺならＪＡＺＺで押す！とか。
根室市の印象は無愛想です。特に公共サービス、地元の人には優しいですが、そうでない人
には差が激しいです。
親しい人もいなかったので、相談できる場所があればいいと思います。
温泉施設があれば、なお良いのでは。
北方領土２島（色丹・歯舞）の返還を先行し、地域活性化を。
持病があり、通院していること、第二子以降のことなどを考えると医療の充実は必要だと個
人的には思っています。
地震以外は住みやすいです。
それ以外、外から来ると拒まず受け入れれば、宗谷よりは良いと思います。少なくともおも
てなしは別ですが、稚内市よりは良いですよ。
とにもかくにも医療の充実を最優先で取り組むべきと感じていました。産業振興や移住促進
等、取り組まれているかと思いますが、全ては市民が安心して生活できる土台があっての話
です。
同様の問題は根室市に限った話ではないのですが、特に根室市は地理的に不利があるので、
いかにして市単独で医療体制を充実させるか非常に重要と考えます。
札幌市、東京等への交通の便が良くなればいいと思う。例えば根室市と中標津町の中間地点
に空港が出来れば良いと思うが。
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意見・提案
子供が２人とも里帰り出産で、札幌市で出産したため、負担が大きく大変だったので、出産
できる環境を作って欲しい。
転勤族で特に妻には周りに友人がいなかったが、子育て支援のまつもと保育園で友人や、子
供にも友達を作ることが出来たので、充実した子育てを出来たと思いました。
子育て世代はやはり出産できる環境と何かあった時に安心できる医療が必ず必要だと思い
ます。
自然が多くカニ祭りやさんま祭りなどイベントが多いのは楽しかったです。
また転勤してくる可能性もあるので、その時までに医療を充実してほしいと思います。
地元愛のある方が多く、素敵な人柄の方も多いと思います。
私の場合は、単身赴任で根室市に転入していましたので、教育環境の事は分かりませんが、
「１人１スポーツ運動」等、子供を大切にしている活動がある所が好印象でした。車を持っ
ていなかったので、行動範囲が狭かったですが、郵便局（夜間受付窓口）、銀行（ATM）、お
店等の閉店が早くてあまり利用出来ませんでした。
医療、福祉、雇用の場が整えば環境は良いので、根室市から転出する人は減ると思います。
根室市では腕の良い医者が居ないのが残念でした。
屋内で子供が遊べる施設があれば、家族連れの観光客が増えるかもしれません。
根室市は文化的で情緒のある魅力的な街です。自然も素晴らしく、もっと多くの方に根室市
の魅力を知ってもらいたいです。２～３日の観光では根室市の良さはわかりにくいと思いま
す。気軽に長期滞在できる宿泊施設やレンタカーも含めた交通手段の整備、情報などを提供
してもらえたらと感じています。
街の人達はいい人が多いと感じるものの、仕事をする上では考え方が保守的かつ排他的であ
ると感じました。
また、競争原理が働きにくいため、各種サービスのレベルが他の都市部に比べて低く、転入
者や元々の住民にとっても住みにくい環境なのではないかと思います。
人口を増やすためには子育て世代の定住が不可欠だと思います。そのための医療・保育の充
実の他に、買い物のしやすさなどの利便性が必要だと思います。
転勤族や外部の人に好意的に接して受け入れてくれる雰囲気はとても好きでした
根室市は距離的に遠いというハンデがありますが、地元の新鮮な魚介類は根室市でしか味わ
えないものだと思います。食は観光又は移住において重要な要素のひとつでありますので、
このことをもっとＰＲすべきだと思います。
長期滞在型施設の充実(体験農業、漁業、酪農)。
国際交流を目的とした大学の研修施設の誘致。
想像を絶するような環境でした。
除雪がとても大変でした。もっと早く除雪をして欲しいです。他、マンション管理が不十分。
釧路市までのＪＲの交通の便が悪い。
・病院が新しくなっても医師不足など医療体制が弱い。ロシア人に対する医療ツーリズム（対
北方領土）を発展させること、本土と植生が違うことから、スギ花粉治療を兼ねた医療ツー
リズム（東京などから）を発展させることで、市立病院の体制も強化すべき。
・最東端のゴルフ場はもっとＰＲすべき。
冬の寒さを除けばとても住み心地の良い街でした。贅沢を言えば夏はもっと気温が上がって
ほしい気もします。何よりも根室市が好きになったのは、海産物が新鮮で美味しく、しかも
安いということです。サンマ祭り、カニ祭り、そして金比羅神社例大祭は太鼓や笛の練習の
音が聞こえてくるとウキウキした気持ちになったものです。ロシア 200 海里内の流し網漁禁
止など報道されており、これが実施されれば市の産業、経済への影響は相当なものでしょう
が、街の活気を消さないためにも、サンマ、カニ祭りは続けて欲しいと思います。
また、灯油と水道料金が高いことは生活するうえで大きな負担となり、住むか住まないかの
大きな判断要素となります。
住宅もアパートが少なく、家賃が高いとの印象を受けます。いずれも安ければと思います。
坂が多い街でそれが根室市らしさの一つと思いますが、冬は歩道に氷がつくと危険で歩けま
せん。特に老人には厳しいと思います。ロードヒーティングはお金がかかり難しいと思いま
すが、何らかの対策が必要ではないかと考えます。
根室市で出産出来ないことを改善してほしい。
自然環境を生かしたレジャーの開発。
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意見・提案
転勤族には住みにくい街でした。街の情報などが市外から転入する時に分からないことが多
すぎでした。転入後に仕事を探しましたが、転勤族というだけで面接に行っても話も聞かず
帰されたり、不快な思いをしました。また、マナーが悪い人が多く、スーパーの駐車場で車
のドアをぶつけても知らないふりをしたり、車の運転も危ない人が多いです。スピードを出
しすぎの人も多く、釧路市～根室市間はもっと取り締まって欲しいです。
市立病院にインフルエンザワクチンを打ちに行った時に、風邪をひいていたため、お医者さ
んに告げ問診票にも書いたのですが、大丈夫と言われ打ってもらいました。しかし、その後
内科に行き、内科の先生にすごく怒られました。また小児科で子供(赤ちゃん)の腕が青くな
るほど押さえつけられて、後で別の看護師さんに謝られたのですが、後で言うならその場で
言ってほしかったです。
資源ごみ袋の無料配布はいらないと思いました。別のことに税金を使って欲しいです。
以前もアンケートを書いたのですが、結果が不明なので集計したものを協力してもらったか
らには報告してほしいです。
人口減少、若年者の流出、地元産業の活性化、企業誘致 等。
漁業の街でありながら、朝市がない。市で建物を作り、安く賃貸出来るようにしたら商売を
やってくれる店が出来るのではないか。マンションが高すぎる。何とかならないのか。
土地が無い→農地を宅地にして宅地開発したら良い。
他の地区から根室市に来てもらうのに、土地を安く提供したら良い。標津町のように例えば
無料で 100 坪あげる。又は 100 又は 100 万円位で売る、等々。
休日に中標津町や釧路市まで買い物などやレジャーの為に行かなくて済むくらいにお店や
外食出来る場所を増やして欲しいです。
根室市に(お祭り以外でも)行きたいと思わせる施設があり、納沙布の方にも観光に行きたい
と（何度も）思わせるお土産屋などももっと充実してほしいです。
根室市の人は他から来た私達にも優しくして頂きましたし、スポーツサークルもあり、私に
とっては住みやすく楽しい場所でした。又、毎年バイクで根室市の街に戻っています。
一生住める様にしたい街です。根室市の皆さんありがとうございました。
根室市で強みをして生かすべき点
・希少な自然（多様な湿原、野鳥、花（高山植物が低地で見られる）
）。
・春～夏に低温→暑がりには住みやすい。花粉症が出にくい。
意外に冬は住みやすい→道内では積雪が少ない。道東の中では低温にならない。
・街がコンパクトなので、プール、図書館等含め中心部だけで暮らせる。
・魚介類がどこで食べてもおいしい。
いずれも記入者がいま住む札幌市にはない特長であり、より積極的に街の長所として生かす
（ＰＲする）ことが出来ればと思います。
宿泊事情が弱い（全体に価格が高い）のは改善すべきと思います。
新たな雇用をどう生み出すか考える時なのではありませんか。サケ、マス漁が大きな打撃を
受ける今だからこそです。
また市内の娯楽施設の整備、お祭り等の企画が、市外から若者を呼び込むきっかけのひとつ
になると思います。
根室市に住んでいた２年間、沢山の根室市の方と交流があったが、他の地域に比べ、根室市
の社会は閉鎖的だった。素材としては良いものが沢山あるのに自分達から売り込む姿勢が足
りない。
「分かってくれる人達だけ分かってもらえれば良い」という消極的、受身的な姿勢。これで
は人口の流出を防ぐのは無理だと思う。根室市民以外の方を積極的に市役所に採用し、抜本
的な市政の見直しを図るべき（コネによる採用なんて論外だと思う）。
何事も国や道に頼ってばかりで、自主性が全くない。
アパートやマンションが少なく、値段も高い。
人が優しく親切で住みやすい。若い人が続けて働くことの出来る仕事があると良い。
お産が出来る病院を早く整備してほしい。
他にない自然、地理的環境があるので医療、教育が充実すれば他への移出が減少するのでは
ないかと思います。
根室市は冬の寒さ、積雪も他地域ほどではなく、買物等も最低限の物なら揃い、住みやすい
所でした。自然も豊かです。
他の町へ行く時遠いのと、医療関係にやや不安がありました。
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転出者アンケート調査

意見・提案
・高速道路の整備（交通網の整備）。
・医療体制の充実。
・冬場子どもの遊び場やスポーツ施設の新設、更新。
・教育水準の向上。
・魚貝類の都市部への売り込み拡大（道内、国内の販売拡充）。
家賃が高い。２ＤＫで釧路市と比べると２万円位高いのでは？これはかなりのデメリットで
す。
適切な医療・介護が受けられない。年を取っていくとだんだん不安になってくる。安心して
暮らせる街にするためにはここを充実させなければならない。
若者の働く場所がない。市として何か手段はないのか？
親切な人が多かったです。ありがとうございました。
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