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Ⅰ．審議会委員、市職員からの意見整理 

１．キーワード整理 

【まちの姿の状態を表すもの】 

（審議会委員） 

「安心」、「やすらぎ」、「安心」、「ぬくもりのある優しいまち」、 

「つながり（2）」、「つながる（2）」、「結」、「交流」、「広がる」 

「ウエルビーイング（2）」「幸福（2）」、「幸せ」、「幸福度日本一」 

「居心地」、「融合（2）」、「大家族」、「越える」、「共に生きる」、「融和」、「清新」、 

「肯定」、「相違尊重」、「深まる」、「射水型ダイバーシティ・多文化共生」 

「未来輝く」、「“まんなか”射水」、「ワクワク射水」、「活気」、「楽しさ」、 

「慶運興（けいうんおこる）」、「わがまち」 

（職員） 

「安全・安心」、「将来の安心」、「安心・すこやか」、「ウェルビーイング（3）」、 

「人と（人と）のつながり（2）」、「共生（2）」、「調和」、「自由と調和」、 

「寛容（2）」、「多様」、「多様性（2）」、「生きづらさを抱えない」、「みんな いきいき」、 

「笑顔（2）」、「笑う」、「恋う」、 

「毎日が心地いい「IMIZU STILE（イミズスタイル）」」 

「優しくスマートな暮らし」、「謙虚に 人と環境にやさしい射水」、「エコ」 

「文化がいきるまち」、「住み続けたいまち」、「いつかは帰ってきたくなる市」 

「ＭＩＲＡＩ」、「心躍る」、「発展」、「射水市から広がる」、「若者が夢をデザインできるまち」 

 

【まちづくりや取組の方向性を表すもの】 

（審議会委員） 

「つなげる」、「つなぐ」、「自主性を育てる」、「創始」、「創造」、「未来・創造」、「変遷」、 

「チャレンジング射水」、「オーガニック市」、「必要なもの」 

「マイカーレス」「運転免許返納率全国 TOP３をめざして」 

「発信」、「サバイブ」、「持続」、「継承」 

（職員） 

「協力、思いやり」、「個性を育む」、 

「挑戦ができる市」、「挑む」、「挑戦（2）」、「拓く」、「リード・オフ・まち 射水」、 

「まずはやってみる」、「デザイン」、「ストーリー」、「叶える」、 

「価値の消費から創造へ」、「出入る」、 

「漁業の町 射水」、「麻雀・将棋・チェスの町」、「空き家再生」 

「レッドブル依頼の大会を引き受ける町」、「広域的な連携・補完」  
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２．審議会委員 

（１）キーワード 

キーワード 選んだ理由 

安心（or やすらぎ） 人生の軸（高齢者など）のみならず、防災セキュリティが整えられ、環境問題

にも配慮された暮らしやすい射水市であってほしいため。 

つながり 市民（関係人口も含む）が協力し合い、みんなで共に発展できる射水市で

あってほしいため。 

発信 文化でも技術でも、様々なことを日本（世界）に提案し続ける、発信元であっ

てほしいため。 

サバイブ 持続可能、財政、社会保障をしっかりおさえつつ、人口減少時代を豊かに生

き残れる（もしくは「生き抜く」）自治体であるという気概がほしい。 

つなげる （多様な人、もの、こと）つながる、ではなく、つなげる。現象を表現するのでは

なく、意思を感じさせるところを人は「選ぶ」と思うので。 

自主性を育てる － 

繋がり 仲間であってもそうでなくても、人と人が結ばれてあたたかい気持ちで過ご

せる射水市となってほしいから。 

慶雲興（けいうんおこ

る） 

私の好きな言葉なのですが、”雲が運を運んでくれ、世の中の全てがめでた

い雰囲気になること”という意味があります。 

“まんなか”射水 県のほぼ中央に位置しており、県下 2 大都市の富山市、高岡市に隣接して

いるので、様々な分野の発信や受信をしながら、富山の中心都市を目指す。 

融和 多様な価値観、個性も認めるほか、異文化理解や多様性への理解を進める

現代において、個人を尊重し、人種や性別にとらわれず人と人との関係を築

いていくには、気持ちが相手と通じ合い、打ち解けることが大変重要であると

考えるから。 

清新 市民一人ひとりが新たな時代を年齢や性別にとらわれる事なく、いきいきと、

ひいてはキトキトに暮らしていってほしいから。 

創始 多様な方向へうつろいてゆく現代において、これまでの固定観念に捉われ

ず、新たに市の歴史を始めていき、今までにないものを作り上げていく事が

大事だと考えるから。 

ぬくもりのある優しいま

ち 

高齢者だけでなく、子どもたちや女性、外国の方にも優しい町であってほし

い。 

居心地 定住人口を増やすためにも、射水市の「居心地の良さ」をアピールできるよ

うに。 

融合 北の里海と南の里山の自然環境の中で、お互いの人権を尊重し、力強く助

け合いの精神を持って活動する。 

ウェルビーイング又は幸

せ 

一人ひとりが社会においても家族においても自分らしく生き、活躍し、幸せを

実感でき、それが射水市の発展につながればよいと思う。 

ウェルビーイング 全市民が「心も体もそして社会も健康を」願って、幸せを追求する。 

共に生きる 高齢であっても、障害があっても、笑顔で安心していける社会にしたい。 

安心 安全・安心で住み続けたくなる持続可能な射水市であってほしいから。 
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キーワード 選んだ理由 

「つなぐ」or「つながる」

or「つなげる」 

・今回の総合計画が 1 年前倒しとなったきっかけとし、コロナや DX と社会

が大きく変わる要因もあり、コロナにより交流の困難性や、DX による非接触

なつながりが進展している。このような時期に策定させる計画であるからこ

そ「つながり」をテーマとして考える。 

・基本方針（案）との関係性として以下のような例が考えられる。 

●（政策案 1 部 1 章）未来を担う子供たちを応援するまち⇒未来（の子ど

も）へ「つなぐ」 

●（政策案 2 部 2 章）支え合う福祉のまち⇒市民同士が「つながる」 

●（政策案 3 部 1 章）地域の特性を延ばすまち・（政策案 3 部 2 章）にぎ

わいと交流のまち⇒産業・観光で人を「つなぐ」 

●（政策案 3 部 3 章）住みたい・住み続けたいまち・（政策案 3 部 4 章）

社会基盤が整ったまち⇒交通・インフラが人・モノを「つなげる」 

結 自然に助け合う射水市であってほしいから。 

創造 5 年後、10 年後、20 年後、30 年後と常に射水市らしさを出し続ける。前向

きな射水市であってほしいから。 

楽しさ 安心・安全だけでなく、一人ひとりが楽しみを享受し、それが市外の人も魅

了すると思うから。 

持続 地球規模の深刻な問題が続発し、人類存続すら危ぶまれる時代だからこそ、

市民の生命と生活を守り、それを永続させるために、様々なサービスが求め

られると思うから。 

幸福 誰もが求めている共通普遍の概念であり、それを追求していくことが求めら

れる時代と思うから。 

肯定 どんな人も生きていていいんだ、私は私でいいんだ、と失敗も成功も認め合

い、褒め合い、はげまし合う、市民があふれるまちであってほしいから。 

必要なもの 多少の我慢、相反する社会問題の中で、個人の満足だけを求めるのではな

く、不足を認めつつ、助け合って生活できる社会、本当に必要なものは何な

の。 

変遷 時とともにうつりかわる中で、求める姿もまた変化。 

マイカーレス 自家用車の保有率が非常に高い富山県において、マイカーを保有していな

くてもストレスなく移動ができ、日常生活に困らない射水市を目指して。 

運 転 免 許 返 納 率 全 国

TOP3 をめざして 

高齢者に優しいまちづくりと公共交通網の整備により、交通弱者に負担のな

い移動を提供できる射水市を目指して。 

未来・創造 ・夢を叶える未来への確かな架け橋いみず 

・挑戦し続ける賑わいあるまちづくり射水 

・未来へつなぐ笑顔あふれる射水市へ 

相違尊重 個性を尊重し合える射水市。一人ひとりが違って良い。違うから輝ける。相手

を生かし、自分も生かされる。そんなまちづくりになってほしいから。 

大家族 地域の交流、子どもと高齢者を繋いだ活動（組織）、近隣住民の助け合いが

自然にできる射水市であってほしから。 

融合 市長がおっしゃる全国一番の取組（DX）の実現ができていますように。 

交流 すべては人が動くことから始まる。 

未来輝く 射水市の未来を担うすべての人が、光り輝いている射水市であってほしい。 

ワクワク射水 射水市で生活するすべての人が、あらゆることにワクワクを感じられる射水

市であってほしい。 
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キーワード 選んだ理由 

チャレンジング射水 あらゆることに挑戦できる環境を整備した射水市であってほしい。 

わがまち 今は射水市に住民票があるだけのような認識だとしても、魅力的な場所や人・

機会にめぐまれ、愛着が芽生え、まちに根を下ろし、「わがまち」だと思える射水

市でありたい。また、通勤・通学で射水市に通う人や、旅行・買い物・仕事などで

立ち寄った人、射水の友人や親戚に会いに来た人など、射水市と関わりをもっ

た 1 人でも多くの人に、２つ目の「わがまち」だと思ってもらえるまちでありたい。 

つながる ・人と人とがつながる射水 

・知りたい情報と伝えたい情報がつながる射水 

・課題を抱えた人と解決するためのマンパワー・知恵とがつながる射水 

・需要と供給がつながる射水 

・未来へとつながる射水 

広がる ・後押しする仕組みがあり、切磋琢磨する仲間がいて、チャンスが広がる射水 

・学びの機会にめぐまれ、学びを通して視野が広がる射水 

・学ぶ場、働く場、遊ぶ場、出会う場、様々な場や機会があり、可能性が広がる射水 

深まる ・立場や価値観の異なる人が互いに認め合うことができ、理解が深まる射水 

・出会い、有意義な時を共有し、愛が深まる射水 

・様々な経験ができ、自信が深まる射水 

・支えあい、わかりあい、感謝することができ、信頼が深まる射水 

射水型ダイバーシティ・

多文化共生 

都会とはちがう地方都市ならではのダイバーシティ政策の推進で、「選ばれる

市」に。そして富山でいちばん外国人住民が多く、イミズスタン等全国からも注目

されているのに射水市民がそれを知らない。多文化共生を射水の強みに！ 

幸福度日本一 射水型ダイバーシティ政策で、外国人・高齢者・障がい者・LGBTQ の人等、誰もが

安心して尊厳をもって暮らせる QOL が高い地域になって幸福度日本一の市に。 

オーガニック市 いちはやく環境再生型農業に舵を切り、有機農家を増やす。「射水に行けば、給食で

有機野菜や有機米が出るし、安心して子育てできる」という評判になれば、若い世帯

が集まるし、有機農家で生計を立てられる地域になれば、若い志のある農家も集ま

る。 

越える 世代を越え、コミュニケーションが取れる射水市であってほしい。 

活気 住みやすい地域、子どもたちが帰ってきたくなる"まち"の射水市になってほしい。 

継承 文化を感じられる、誇りを持てる文化のある射水市の存在。 

行き交うまち 経済も地域もたくましく活動する中で、市内外の様々な人々がいきいきと行き交う

まちになれば、安心して暮らせる射水市がきたいできるとの思いから。 

 例えば、こんな感じ！ 

～ たくましく 行き交うまち 安心射水 ～ 

※射水市民憲章の字句の引用に賛否があるかと思いますが、検討・議論の余地

はあるのかも。 

寄り添うまち 少子高齢化が著しく進行していく社会にあって、お互いの支え合いが広がり誰も

が寄り添うまちを目指すことで、やさしい射水市が実現できるのではとの思いか

ら。 

 例えば、こんな感じ！ 

～ 人々が 寄り添うまち やさしい射水 ～ 

※「支え合う」、「寄り添う」ためには、その担い手が必要であり、あらゆる分野で

の「相手」への目線を持った人づくりが欠かせないと思われるのですが。 
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（２）イラスト 

イラスト イラストの説明 

※イラストではなく恐縮なのですが 

Diversity and Inclusion を日本語（ひらがな）化したようなキーワードが 
あればよいなあと感じています． 

 

様々な個性（孤）が重なりあい、美しいモチーフ

（まち）になる…のをイメージ 

 

“繋がる”をイメージした。 

 

射水市の自然環境を生かし、人と人との出会いを

大切にし、思いやりを持って行動をすればみんな

が幸福になれる。 

 

人と人の結 
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イラスト イラストの説明 

 

イミズムズムズを見ていると、パズルのピースみた

いだな、と思いました。そこでイミズムズムズの中を

パズルのピースで埋めてみました。 

いろんな人がいろんな形のピースを持っていて、そ

れぞれにちがうけどそのピースが組み合わさって

未来の射水を創る。 

右足の射水市の形（のつもり）のピースだけは白

にしました。その色を塗るのはあなただよ、という想

いで。 
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３．市職員 

（１）キーワード 

キーワード 選んだ理由 

謙虚に 人と環境にや

さしい射水 
大きな気持ちを持って、小さなことに気付ける、やさしい射水を目指します。 

共生 人種や疾患等によって差別されることなく、市民がお互いに尊重し合える射

水市であってほしいから。 
エコ すべての市民が環境のことを考え、エコや美化を意識した射水市であってほ

しいから。 
共生 ３月１３日開催のワールドカフェのテーマになっていることや国籍や性別、障

害の有無など、各々の違いを互いに認め合う社会の実現が今後、重要にな

ってくると思われるため。 
安全・安心 新型コロナウイルス感染症や近年、激甚化する災害に対応した、引き続き、

誰もが安全に安心して暮らしていけるまちになってほしいため。 
いつかは帰ってきたく

なる市 
ずっと住み続られなくても、射水市から転出した人、市内に働きに来ている

人、旅行で立ち寄った人、買い物で訪れた人など、射水市に何かしらの形で

関わった人が、また射水市に帰ろう、住もう、行こうと思えるような市であって

ほしいから。 
将来の安心 自分のまわりの環境のことや自分自身のことなど、現在だけでなく、様々な

将来の不安を感じずに暮らせる市であってほしいから。 
挑戦ができる市 頑張っている人（企業）を積極的に見つけ応援する市、市民が何にでも失敗

を恐れず安心して挑戦できる（失敗できる）風土を持つ市であってほしいか

ら。 
調和 人や企業も調和し、夢を持ち続けられるように 
MIRAI 未来を見据え、夢を育めるように 
拓く 未来を拓く、希望を拓く、など、新しい何かを切り開いていく前向きなイメージ

で 
心躍る 喜びや期待で心がわくわくする射水市であり続けられるように 
発展 １０年後にも更なる発展が期待できるような射水市であってほしいから 
笑顔 笑顔は幸せなときに出るもので、また、人を幸せにもします。 

将来の射水市が、笑顔あふれるまち＝幸せなまちであってほしいから。 
寛容 人口減少局面に入り、持続可能なまちづくりのためには、市内外から新たな

チャレンジをする人や事業者を受け入れる寛容さが欠かせないため。 
多様 多様な経験やバックグラウンドを持つ人々が交流することが、地域経済の活

性化や暮らしの魅力向上につながるため。 
毎日が心地いい

「IMIZU STILE（イミ

ズスタイル）」 

豊かな「自然とまち」のバランス、通勤や子育て、生活環境など、射水市らし

さ（イミズスタイル）が自分にとっても、家族にとっても「ちょうどいい」と感じ

てほしいとの願いから。 
リード・オフ・まち 射水 全国の市町村の先頭に立って日本を引っ張っていくまちを目指すため、「リ

ード・オフ・マン」という言葉にかけてみました。 
価値の消費から創造へ これまでのように、大都市圏のトレンドや大衆品を消費して生きる思考から

脱却し、自らが「豊かだ」と思えるライフスタイルやコミュニティを創造するこ

とで、幸せに死ぬことができるまちであってほしいから。 
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キーワード 選んだ理由 

まずはやってみる VUCA な時代を迎え、長期的な計画策定や大規模開発に持続性が確約さ

れない近年。これから求められるのは、小規模に、出来る範囲内で、小回りの

利くような取組を積み上げていく事で、まちに暮らす希望と期待を上向きにし

ていくことであり、そのためには市民一人一人が実行できる背中を押すこと

が大事だと思うから。 
デザイン 物的な欲求が満たされている今後、質的な欲求を満たしていくことが豊かな

暮らしには必要であり、その上でデザインクオリティは必ず求められるキーワ

ードだと感じるため。グラフィックデザインをはじめ、プロダクトデザイン、スペ

ースデザイン、プロセスデザイン、、、、市民のデザインレベルの向上が暮らし

を豊かにするヒントになるのではないだろうか。 
ウ ェ ル ビ ー イ ン グ

(Well-being） 
富山県の成長戦略にもなっており、市民の幸福追求に向けた先進的な「市」

となってもらいたい。子ども・生産年齢層・高齢者にとっての社会的弱点を解

消することで市民の幸福度の向上また、転入・移住による人口増加に繋が

れば、市としてさらに魅力的な発展ができると思う。 
優しくスマートな暮らし デジタル技術を活用した、スマートな暮らしができる市になってほしい。 

（例：IoT 技術により、水位や積雪状況等をリアルタイムで市民が知って活

用でき、危険をリアルタイムで把握できる。テレワークや市内に点在するサテ

ライトオフィスなど、自由な環境で働き方を選べる。スマホで回覧板が普及し

て、近所の人と当たり前のように連絡がとれるようになり、緊急連絡をとる手

段にもなる。遠隔地の家族と、いつでもテレビ会議などで顔を合わせること

ができる。） 

 また、これらの先進技術の恩恵をデジタルが得意な方だけではなく、市民

全体が受けられるような体制になっていてほしい。デジタル技術を活用し、よ

り助け合いができるような暮らしなってほしい。また、市民の IT リテラシーが

向上できるような支援を継続して市が行う環境になってほしい。 
多様性 こども、大人、高齢者、障がい者など、さまざまな立場や境遇にある人やその

多様性を認め合い、安心して過ごせる優しいまちになってほしい。市民みん

なが支え合うまちになってほしい。また、市民が支え合うのを市が後押しでき

るような環境になってほしい。 
空き家再生 射水市のみならず全国的に「空き家問題」が取り沙汰されている。現在、射

水市では空き家を活用し、生活体験施設の設置及び空き家情報バンクの開

設等の取組をしている。「空き家再生」をキーワードに移住者を確保し、人口

減少に歯止めをかけ、活気のある射水市になってほしいから。 
自由と調和 市民一人ひとりが、どこで、どのように生活しても、コミュニティや自然と調和

しながら、自由に自分を生きられる射水市であってほしいから。 
多様性 人種、宗教、イデオロギー、ジェンダー、持病、障がい等々。どの人もそれぞれ

違う特性を持っていることをそれぞれが受け入れ、「普通」、「当然」、「常識」

等というワクを、自分にも他人にも当てはめないことが自然になっている射水

市であってほしいから。 
ストーリー 市民それぞれが迎える様々なライフステージにおいて、多様な価値観のもと、

自由に自分や自分の大切な人の人生のストーリーを描くことができる、描き

たくなるような射水市であってほしい。 
ウエルビーイング 真の幸福を感じ、家族、職場、地域をよりよいものにしたい。 

 富山県の成長戦略にも掲げられているワードでもあり、射水市も富山県の

発展に貢献できれば市民も幸せを感じれると思う。 
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キーワード 選んだ理由 

住み続けたいまち 産官学連携で地域と市が一体となり、サポートの行き届いたまちづくりを目

指し、市民の誰もが安心して暮らすことができ、住み続けたいと思える射水

市であってほしいから。 
射水市から広がる 就学や就業において、市民の思いを実現することのできる、未来への広がり

を感じられる射水市であってほしいから。射水市に暮らしながら、学びたいこ

とを学ぶことができ、やりたい仕事に挑戦できる環境は、いきいきとした市民

生活や活気のあるまちづくりにつながると考える。 
文化がいきるまち 他市、他県、海外から射水市に移り住む方々と相互に理解し、互いの文化を

尊重し合い、多文化を楽しめる射水市であってほしいから。 
若者が夢をデザインで

きるまち 
他のまちに出て行かなくても、このまちでなら将来の夢を思い描き、実現に向

けて取り組んでいける、と言える若者が次々と生まれるまちになって欲しいた

め。 
生きづらさを抱えない 社会的・文化的な慣習や価値観に縛られず、新しい時代に合った価値観を

拒まず、自分を認め、相手も認め、お互いに理解し合えるような風潮を感じと

れるまちになって欲しいため。 
協力、思いやり 高齢者社会が進むなかで、家族だけでなく市や地域など、多くの人が協力

し思いやりを持つことで、問題を解決していきたいと望んでいるので。 
挑む 人口減少の克服と地域活性化の実現に向け、市民一人ひとりが自らの行動

に責任を持ち、それぞれが主役になってまちづくりに挑み地域の価値を高

め、それを未来世代につないでいく、そんなまちになればいいとの思いから。 
叶える 新たな情報通信技術等の活用によるＤＸの推進により、生活利便性の向上

や市民満足度の向上を図り、国籍や性別、地域、年代に関わらずすべての市

民の想いや希望、夢を叶え、個性や能力が発揮でき、誰一人取り残されない

まちになればいいとの思いから。 
個性を育む 選ばれるまち射水を実現するため、他と横並びではなく個々の突き抜けたア

イディアを育み個性的な戦略を展開し、地域の魅力向上が実現できるまち

になればいいとの思いから。 
笑う 国籍、性別、言語、生活習慣等の違いがあっても「笑う」「笑える」ことは世界

共通の幸せのバロメーターだと思うので、多様性を受け入れみんなが笑顔

で暮らせるまちになればいいとの思いから。 
恋う 祭りや伝統行事、風景、食べ物、人柄等を含めた「射水」という地域のほか、

市の政策も含めたすべてのものに好意を寄せ「恋」をしてもらえるようなまち

になればいいとの思いから。特に、若い女性から恋され、慕われたい。 
出入る 道路交通網や公共交通機関が充実し、通勤・通学時や休日の買い物、レジ

ャー等で、市外・県外から人が入りやすく、市民も外へ出やすいといった、交

流が盛んなまちになればいい。（出ることをマイナスの側面だけで捉えるの

ではなく、出やすい＝入りやすいと捉え、多くの人が交流できるまちになれば

いい。） 

また、進学・就職等で一度市外に転出しても、いつでも戻ってこられるような

安心感や居心地の良いまちになればいい。現状、射水市の生徒は高校進学

の際に、市内の３校だけでなく富山・高岡・砺波の高校も進学先に選べるな

ど選択肢が多く「出やすい」環境は整っているので、戻りたくなるような愛郷

心を育めるようなまちになればいい。 
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キーワード 選んだ理由 

漁業の町 射水 カニ、白エビなど優れた漁業の町である。しかし、全国から話題になるような

町までには達していないようにみえる。 

 漁港で「生け簀」（イケス）など、さまざまな奇抜な案を出して、全国で事例

のないようなことをして、漁業を盛り上げ、１０年後の観光に繋げる。 
麻雀・将棋・チェスの町 魚種で麻雀牌（ぱい）を作成し、年に１回、全国大会をする。 

大人から、子供まで年代別にチャンピオンを決めるのではなく、幅広い年齢

が同テーブルに着き大会を実施。１０年後の射水市が幅広い年齢層に愛さ

れる街をイメージしてもらう。「イって Q」の宮川大輔に来てもらえるように頑

張る。 
レッドブル依頼の大会

を引き受ける町 
レッドブルが実施するスポーツの大会等を誘致し、世界に名の知れた射水

市に１０年後になる。 

※レッドブル大会で検索し、やれそうな大会を事務局に問い合わせ、本気で

誘致しましょう。 

若者が絶対集まってきます。 
広域的な連携・補完 都市計画マスタープランから引用した言葉ですが、１０年後には今より高齢

化が進んでおり、今のままの都市構造を保つことは費用の面でも労力の面

でも難しいと思います。旧市町村それぞれに同じものを配するのをどこかで

やめて、都市計画マスタープランに記載の、エリアごとの特色のコントラスト

を強める必要がある気がします。また、施設や機能について「全市町村に必

要」なものもありますが、「呉西でひとつ」「県でひとつ」という考えも必要だ

と思います。 
みんな いきいき 大人も子供もお年寄りも、健康な人もそうでない人も、男性も女性もみんな 

１人ひとりのもった力や個性をいきいきと発揮し、輝くことができる 

射水市であってほしいから。 
安心・すこやか 子どもから高齢者まで、いききと輝き、すこやかに安心して暮らせるふれ合い

と思いやりのある射水市であってほしいから。 
人と人とのつながり 社会的なつながりを持つことは、運動することや肥満にならないことよりも死

亡率に約３倍も影響があるとの報告がある。今後の健康づくりは、一人ひと

りの主体的な取組に加え、健康づくりをしやすい地域や人とのつながりの醸

成が必要である。 

市民一人ひとりが心身ともに健康で、地域で相互に支え合い、みんなが元

気に輝く射水市であってほしいから。 
笑顔 すべての人が、その人らしくいきいきと笑顔でいられる射水市であってほしい

から。 
寛容さと挑戦 年代、性別、国籍、障がい、職業等によって生きづらさを感じずに安心して暮

らしていける街にするには、ウェルビーイングを追求していくための制度の整

備や個人への支援をするだけでなく、心のバリアフリーや多様性に対する精

神的な寛容さを一人ひとりが持つことが大事だと思われるため。 

また成長していく街には変革を恐れず、挑戦を応援する土壌が必要と思うた

め。 
人とのつながり コロナ禍で社会全体が人と人とのつながりが希薄になっており、地域社会

での人とのつながりを活かし、健康を守り支える射水市を目指したいから。 
ウェルビーイング（真の

幸せ） 
市民一人ひとりがその人らしい生き方・暮らしが持続できるよう社会（射水

市）が支えていけるとよいから。 
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（２）イラスト 

イラスト イラストの説明 

 

計算や管理、予測などの仕事はＡＩに任せて、人は新

しい価値を生むことに注力できる未来になってほしい

です。これまで男性の力が必要と思われていた仕事

が女性でもできるようになり、職業選択の幅が広が

るのも夢があると思います。また週の半分でも在宅で

仕事ができれば、夫婦で子育てしながら働くことも可

能になります。農業を例として絵を描きましたが、あく

まで一例として捉えていただければ有り難いです。 

 

地元を卑下せず、好きなところ（場所、もの、こと）に

ついて、自信や誇りをもって他者に紹介したり共有し

たりできる人が増えればいいと思います。 

 

多様な家族の形があることを人々が理解して、価値

観の押し付けをせず、尊重しあう社会になってほしい

です。外国人であることや結婚していないこと、子ども

がいないことで生きづらさを感じる人を０にするのが

理想です。そういう社会は、子育てのしやすさにもつ

ながると思います。 

 市章は、循環するイメージの中で持続可能な発展性

が見て取れることから選考された経緯がある。SDGｓ

に取り組みながら、発展しつづけるまちづくりをすす

めていきたいという思いを込めた。 
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Ⅱ．市民意識調査からの意見整理 
 

１．記載内容の分析 

（１）標語・キャッチフレーズ 

【共起ネットワーク】 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
※共起ネットワークとは、一つ一つの文書で出現する単語「抽出語」のうち、「距離」が近いか遠いかを計算し、

図示したもので、単語が共通に出現する関係（共起関係）を円と線で表示した図です。どのような単語が同
じコメント内に出現しやすいかが感覚的に把握でき、一つ一つの文書を読んでいく方法とは一味違った解釈
やひらめきを得るために用います。 
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【単語スコア・出現頻度】 
 

標語・キャッチフレーズ 

名詞 スコア 出現頻度 動詞 スコア 出現頻度 形容詞 スコア 出現頻度 

まち 60.53 41 住む 62.09 68 やすい 10.59 42 

射水市 60.20 86 暮らせる 45.57 21 やさしい 5.62 10 

射水 53.20 76 集う 4.89 4 明るい 2.19 9 

あふれる 25.36 16 支える 3.74 9 よい 1.51 24 

安心 21.38 46 暮らす 3.03 7 優しい 1.43 11 

豊か 13.81 19 くらせる 2.10 3 あかるい 1.00 1 

富山 12.67 11 助け合う 2.10 3 みずみずしい 1.00 1 

子育て 9.87 16 あふれる 1.94 4 心地よい 0.83 2 

安全 7.63 22 育む 1.47 2 良い 0.66 20 

きときと 7.00 10 合う 1.32 11 楽しい 0.47 11 

自然 6.82 20 輝く 1.24 6 頼もしい 0.42 1 

活力 6.00 6 創る 0.90 3 温かい 0.36 2 

老後 5.85 5 過ごせる 0.90 3 強い 0.18 6 

高齢者 4.93 8 溢れる 0.70 4 数多い 0.15 1 

お年寄り 4.90 7 集まる 0.56 6 いい 0.14 15 

活気 4.90 7 生きる 0.35 8 美しい 0.13 3 

笑顔 4.08 17 繋がる 0.32 4 うまい 0.10 3 

快適 2.09 6 認める 0.29 4 痒い 0.07 1 

日本一 1.86 6 育てる 0.21 3 無い 0.06 4 

子ども 1.85 10 育つ 0.19 2 若い 0.06 2 

未来 1.78 10 働く 0.11 3 大きい 0.04 2 

市民 1.75 8 続ける 0.10 4 おいしい 0.04 2 

災害 1.54 5 できる 0.09 10 美味しい 0.03 2 

環境 0.78 6 出来る 0.03 3 古い 0.03 1 

魅力 0.69 6 作る 0.02 3 うれしい 0.03 1 

健康 0.44 9 感じる 0.02 2 新しい 0.02 2 

元気 0.32 6 食べる 0.01 3 やばい 0.02 1 

子供 0.25 6 出す 0.01 2 こい 0.02 1 

生活 0.25 5 来る 0.01 2 少ない 0.01 1 

幸せ 0.20 5 思う 0.00 2 早い 0.00 1 

※単語ごとに表示されている「スコア」の大きさは、与えられた文書の中でその単語がどれだけ特徴的であるかを表
しています。通常はその単語の出現回数が多いほどスコアが高くなりますが、「言う」や「思う」など、どのような種
類の文書にも現れやすいような単語についてはスコアが低めになります。 
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（２）具体的なイメージ 

【共起ネットワーク】 
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【単語スコア・出現頻度】 
 

標語・キャッチフレーズの具体的なイメージ 

名詞 スコア 出現頻度 動詞 スコア 出現頻度 形容詞 スコア 出現頻度 

充実 57.54 51 暮らせる 70.07 28 やすい 14.22 49 

まち 53.47 38 住む 36.09 50 ほしい 6.48 36 

射水市 33.60 48 暮らす 13.57 16 乏しい 2.00 2 

福祉 33.06 18 支える 7.37 13 心地よい 1.75 3 

医療 31.73 24 活かす 2.49 6 良い 1.38 29 

高齢者 28.66 22 できる 2.41 51 何気ない 1.00 1 

子育て 25.00 27 整う 2.35 5 古い 0.88 6 

安心 18.05 42 集まる 2.19 12 多い 0.76 16 

自然 16.40 32 合う 2.11 14 明るい 0.70 5 

整備 14.76 14 楽しめる 1.52 8 幅広い 0.42 1 

生活 14.32 40 訪れる 1.42 5 楽しい 0.39 10 

イメージ 14.29 35 恵まれる 1.29 4 少ない 0.38 6 

豊か 13.81 19 働く 1.14 10 若い 0.37 5 

交通 12.00 12 生かす 1.10 4 すばらしい 0.34 2 

市民 9.88 20 出来る 0.80 17 よい 0.32 11 

射水 9.80 14 思う 0.74 36 優しい 0.30 5 

地域 9.61 24 いく 0.60 19 新しい 0.28 7 

環境 9.38 22 増える 0.49 9 欲しい 0.25 9 

発展 9.25 12 感じる 0.38 8 強い 0.18 6 

観光 7.54 12 行う 0.37 9 おいしい 0.16 4 

若者 6.64 16 増やす 0.33 5 高い 0.15 6 

施設 6.11 15 作る 0.29 11 広い 0.15 2 

世代 5.62 16 続ける 0.29 7 いい 0.09 12 

子供 5.61 29 困る 0.29 5 小さい 0.06 2 

子ども 5.13 17 もつ 0.25 5 大きい 0.04 2 

教育 4.51 14 持つ 0.24 9 うまい 0.04 2 

安全 3.22 14 もらう 0.21 7 無い 0.02 2 

笑顔 2.80 14 送る 0.14 4 熱い 0.02 1 

場所 1.76 14 行く 0.05 7 悪い 0.01 2 

全て 1.28 12 くれる 0.02 4 早い 0.01 2 
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（３）自由意見 

【共起ネットワーク】 
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【単語スコア・出現頻度】 
 

自由意見 

名詞 スコア 出現頻度 動詞 スコア 出現頻度 形容詞 スコア 出現頻度 

コロナ 235.02 55 住む 24.14 40 ほしい 95.33 150 

市政 169.94 39 思う 16.48 172 やすい 12.60 46 

ワクチン 63.36 23 できる 7.75 92 欲しい 8.82 55 

射水市 62.30 89 感じる 5.78 32 多い 8.37 54 

市民 52.49 51 考える 5.71 48 少ない 4.41 21 

地区 46.70 35 増やす 5.38 21 良い 4.39 52 

高齢者 40.11 27 いただく 3.18 21 若い 3.63 16 

接種 33.76 20 出来る 2.64 31 ありがたい 1.78 8 

整備 22.57 18 増える 2.63 21 高い 1.35 18 

税金 21.75 21 おる 2.19 26 にくい 1.14 8 

行政 21.56 20 もらえる 1.98 12 新しい 1.11 14 

道路 21.03 23 もらう 1.51 19 いい 1.02 40 

充実 20.26 28 困る 1.35 11 狭い 0.96 4 

射水 18.20 26 いく 1.31 28 よい 0.95 19 

子育て 16.08 21 下さる 1.21 18 古い 0.88 6 

アンケート 15.67 21 分かる 1.15 15 づらい 0.80 4 

人口 15.52 18 行う 1.02 15 強い 0.72 12 

新湊 13.30 19 作る 0.87 19 細かい 0.67 3 

対策 11.69 29 行く 0.73 28 無い 0.66 13 

教育 11.42 23 聞く 0.70 17 遅い 0.66 8 

地域 10.38 25 入れる 0.58 12 優しい 0.59 7 

環境 10.19 23 使う 0.55 17 弱い 0.33 4 

対応 8.96 38 くださる 0.41 18 大きい 0.31 6 

必要 8.44 43 知る 0.41 12 小さい 0.25 4 

子供 8.07 35 見る 0.37 24 長い 0.23 5 

利用 5.66 28 すぎる 0.37 16 難しい 0.23 5 

場所 5.01 24 しまう 0.33 14 悪い 0.17 7 

生活 3.44 19 出る 0.23 13 早い 0.17 7 

大変 2.93 20 来る 0.20 11 楽しい 0.14 6 

情報 1.25 23 言う 0.15 15 すごい 0.11 6 
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２．全意見 

（１）標語・キャッチフレーズ 

【市民アンケート】 
 

年齢 性別 問 8 標語・キャッチフレーズ 

18～19 歳 男性 住みやすい、食べ物おいしい、まじやばみ 

18～19 歳 男性 住みやすい町 

18～19 歳 女性 のどかで暮らしやすい観光に適した田舎 

18～19 歳 女性 再発見しよう射水の良さ 

18～19 歳 女性 みずみずしい気持ちでいられる市 

18～19 歳 女性 田舎 

18～19 歳 女性 高齢者が住みやすい。高齢者が自分の生まれ育った街で一生を終えることができる。 

18～19 歳 女性 みんなが楽しい 

18～19 歳 女性 みんなで作ろう暮らそう きらきら射水 

18～19 歳 女性 安心 安全  

20～29 歳 男性 子どもを大切に！お年寄りはほどほどに！ 

20～29 歳 男性 ずっといい街いみずっと 

20～29 歳 男性 自然豊かな街 

20～29 歳 男性 誰にも愛される市 

20～29 歳 男性 活気あふれるまち 

20～29 歳 男性 人を惹きつける町・いみず 

20～29 歳 男性 いいまち射水 No.1 

20～29 歳 男性 世界基準を射水から 

20～29 歳 男性 すべての人が心から幸せに暮らせる市へ 

20～29 歳 男性 みんな笑顔 

20～29 歳 男性 未来 city 射水 

20～29 歳 男性 自然と最新の産業の共存 

20～29 歳 男性 安心・安全・住みごこちのよい街 

20～29 歳 男性 住みやすい射水市 

20～29 歳 男性 テレワークシティー射水 

20～29 歳 男性 次の世代に向けて 

20～29 歳 男性 安全第一健康祈願 

20～29 歳 男性 水と共に生きる街 

20～29 歳 男性 子ども、お年寄りに優しくて、産業盛んな美しいまち 

20～29 歳 男性 人、自然、文化繋がろう！全てに豊かな射水市 

20～29 歳 男性 まだ知らない伝統と文化がある町 

20～29 歳 男性 住みやすい町、射水 

20～29 歳 女性 海にも山にも囲まれた老若男女の活気溢れる射水 

20～29 歳 女性 コンパクトな住みよい町、Ｉｏｔで細かな所まで管理できる町 

20～29 歳 女性 思いやりあふれるいみずほっとする 

20～29 歳 女性 現代に寄り添うまち 

20～29 歳 女性 より住みやすい町、育児がしやすい町 

20～29 歳 女性 【子育て世帯の強い味方・いみず】 

20～29 歳 女性 みんなに優しい射水市 

20～29 歳 女性 住みやすい 
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年齢 性別 問 8 標語・キャッチフレーズ 

20～29 歳 女性 多様性の街いみず 

20～29 歳 女性 
バス難民無し 

交通難民無し 

20～29 歳 女性 市民全体が明るく優しい町 

20～29 歳 女性 楽しく住みやすい町 

20～29 歳 女性 住みたいな 教育ここから 明るい射水 

20～29 歳 女性 独身者でも住みやすい町作り！ 

20～29 歳 女性 海と未来と希望が交わる町 

20～29 歳 女性 子育てしやすい街 

20～29 歳 女性 富山のいいとこ、富山の真ん中射水から、射水市からいいこと発信、富山を変える 

20～29 歳 女性 受け継がれる景観と変化する生活環境 

20～29 歳 女性 心もカラダも元気な人溢れるいきいき射水  

20～29 歳 女性 みんなが安心して暮らせるまち 

30～39 歳 男性 農林漁業の活力あふれる、産業集約型のまち 

30～39 歳 男性 老後も安心して暮らせる街 

30～39 歳 男性 子育てに優しい街 

30～39 歳 男性 自己責任～自分のことは自分で守りましょう～ 

30～39 歳 男性 
”日本一〇〇なまちのいみず”→例えば「子育てしやすい」など、何か１つ大きくＰＲでき

るものを表現する 

30～39 歳 男性 今を乗り越え再び成長期へ 

30～39 歳 男性 住んで良し！遊んで良し！みんなが集まる街 

30～39 歳 男性 笑顔溢れるまち、射水市 

30～39 歳 男性 １人１人の意識で住みやすい町作り 

30～39 歳 男性 活気ある未来を 挑戦の市 射水市 

30～39 歳 男性 コンパクトシティ 

30～39 歳 男性 ワクワクするまちいみず 

30～39 歳 男性 いつも安心、みんな仲よく、ずーっと健康、それゆけ射水 

30～39 歳 男性 安心して子どもが育ち、子育てにやさしい 

30～39 歳 男性 住みたい都・帰りたい里 

30～39 歳 女性 赤ちゃんからお年よりまでが安全、安心、満足できる射水市 

30～39 歳 女性 よくない？射水市 

30～39 歳 女性 ｏｎｅ ｆｏｒ ａｌｌ，ａｌｌ ｆｏｒ ｏｎｅ 未来は過去のなかに～時を繋ぐ射水～ 

30～39 歳 女性 子どもたちが生き生き暮らせる町 

30～39 歳 女性 いっちゃん住みやすい射水市 

30～39 歳 女性 笑顔 

30～39 歳 女性 潤水 

30～39 歳 女性 ちょうどよい街 

30～39 歳 女性 
誰もがみな 

安心、安全に幸せに暮らせる射水市 

30～39 歳 女性 日常が満たされる街 

30～39 歳 女性 全世代が住みやすい街 

30～39 歳 女性 ・未来の宝を育む射水市 

30～39 歳 女性 住みやすさ 楽しさ 日本一 みんなの笑顔あふれる明るい街 射水！ 

30～39 歳 女性 自然と生きる共に生きる 

30～39 歳 女性 また来たくなる！海のまち射水 

30～39 歳 女性 温故知新 
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年齢 性別 問 8 標語・キャッチフレーズ 

30～39 歳 女性 活き活きいみず民 住みやすい街 

30～39 歳 女性 やさしい人とまち 

30～39 歳 女性 住みやすい環境、笑顔あふれる街 

30～39 歳 女性 多様性を認め合う、生きやすく行きやすい射水市！ 

30～39 歳 女性 豊かに繋がる安心の街 

30～39 歳 女性 きときと射水 

30～39 歳 女性 コンパクトシティ射水 

30～39 歳 女性 超田舎が発信する最先端 

30～39 歳 女性 富山のまんなか暮らしのまんなか 

30～39 歳 女性 若い市長に投票したんだから応えてよ 

30～39 歳 女性 利便性がよい街・住みやすい街 

30～39 歳 - ＳＤＧ’Ｓな射水 

30～39 歳 - いまよりもみんなのみりょくあふれるすみよいまちに(頭文字で「いみす(ず)」) 

40～49 歳 男性 調和 

40～49 歳 男性 射水市が お手本になるような住み良い街 

40～49 歳 男性 きときとな街、きときとな人 魅力がいっぱい射水市 

40～49 歳 男性 楽しさあふれるワクワクする街！ 

40～49 歳 男性 水、魚、土地、人、綺麗な射水 

40～49 歳 男性 みんなが認めるダイバーシティ 

40～49 歳 男性 住みやすい町 No.1 

40～49 歳 男性 射水から全国へ? 

40～49 歳 男性 移住日本一のまち 

40～49 歳 男性 住民全てが助け合い笑って元気に過ごせる市 

40～49 歳 男性 安全・安心の継承 

40～49 歳 男性 みんなで助け合う街 

40～49 歳 男性 

子ども 平等 市民目線  成熟 

一人一人が生き生き 参画 

(単語ですが) 

40～49 歳 男性 子育て世帯が住みたい街 射水 

40～49 歳 男性 いきいきみんなで未来へ向かってずっと住みよいいい射水 

40～49 歳 男性 移住?定住ならいみず 

40～49 歳 男性 富山高岡に負けるな 

40～49 歳 男性 人々が集う魅力ある市 

40～49 歳 男性 痒い所に手が届く街 射水市 

40～49 歳 男性 スムーズａｎｄクリーン 

40～49 歳 男性 住みやすく居心地が良いところ射水市 

40～49 歳 男性 かにがうまい 

40～49 歳 男性 スマイル??射水市 

40～49 歳 男性 災害に強い街射水（海、山産がステキ） 

40～49 歳 男性 キトキト水族館のある街いみず 

40～49 歳 男性 富山県で一番住みやすい 

40～49 歳 男性 便利が見える町 

40～49 歳 男性 射水市なんて読むの？とは言わせません！ 

40～49 歳 男性 みんなが主役の射水シティ 

40～49 歳 男性 豊かな心と水の街、射水 

40～49 歳 男性 誰もが住み良い町 
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年齢 性別 問 8 標語・キャッチフレーズ 

40～49 歳 男性 射水だよ！全員集合。 

40～49 歳 男性 綺麗な海、綺麗な町 

40～49 歳 男性 DX の街 

40～49 歳 男性 住みやすい射水市 

40～49 歳 男性 強く、美しく、しなやかなまち、いみず 

40～49 歳 男性 みんなが集う射水市 

40～49 歳 男性 どこよりも安心安全なまち 

40～49 歳 男性 子育て支援県内一射水市！！人と水の街射水市！！ 

40～49 歳 男性 

住んでて良かった。 

射水で休もう。 

未来へ。 

子どもの笑顔。 

40～49 歳 女性 住み良い、学び良い、働き良い、射水市市良い 

40～49 歳 女性 豊かな人生をおくれるまち 

40～49 歳 女性 北陸に射水あり！住んでて自慢できる射水市！ 

40～49 歳 女性 きっときとタウン 

40～49 歳 女性 
みんなが楽しめる 

新湊パーク！いっぺんあそびにこられ！ 

40～49 歳 女性 市民が参加し、主役になる射水市 

40～49 歳 女性 みんなの夢がかなう射水 

40～49 歳 女性 人と人とのつながりがある安心してくらせるまち 

40～49 歳 女性 いつでも、誰でも、いつまでも生き活き、暮らせる街、射水みんなで、輝き続けよう！ 

40～49 歳 女性 若者が地域で住み、働きたくなるような魅力ある町 

40～49 歳 女性 

美味しい魚食べにこられ 

魚の事ならまかせられ 釣ってたべれる日本海 

ここならずーっと住んどっていいわー 

40～49 歳 女性 認め合い ともに歩んでいけるまち 射水 

40～49 歳 女性 いみずＡＬＬｆｏｒＯｎｅ    

40～49 歳 女性 住むなら、射水 

40～49 歳 女性 
安心、安全、安楽 

生活しやすい射水市 

40～49 歳 女性 海の香りが心地よい街 

40～49 歳 女性 快適は日常 

40～49 歳 女性 海、自然、文化 

40～49 歳 女性 誇りに思う、自慢したくなる、市民みんなが一緒に作るふるさと 

40～49 歳 女性 色々な対応の早い街！！ 

40～49 歳 女性 誰もが安心安全を感じられるまち 

40～49 歳 女性 スマイル 

40～49 歳 女性 わくわく、イキイキ、みんな笑顔の射水市 

40～49 歳 女性 キラキラと輝く射水、笑顔いっぱい 

40～49 歳 女性 すべての人に優しく住みやすい街 

40～49 歳 女性 自然と共に安心安全に暮らせる頼もしい街 

40～49 歳 女性 住みたい町Ｎｏ．1 

40～49 歳 女性 人も魚もきときと射水 

40～49 歳 女性 高齢者と若者が共に活きる 人に優しく安全安心な町 

40～49 歳 女性 Ｌｉｖｅ ｔｒｕｅ ｔｏ ｏｎｅｓｅｌｆ． 
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40～49 歳 女性 住みやすさ、安全に暮らせるまち 

40～49 歳 女性 住みやすさ ナンバーワン 

40～49 歳 女性 「い」つまでも、「み」んな、「ず」っと、「し」あわせ、射水市 

40～49 歳 女性 子育てがしやすい射水市 

40～49 歳 女性 緑きらきら みんないきいき 支え合うやさしいまち射水 

40～49 歳 女性 安心 

40～49 歳 女性 Kito  Kito IMIZU 

40～49 歳 女性 子育て充実いきいきいみず 

40～49 歳 女性 住みやすさ日本一 

40～49 歳 女性 住みやすさ№1！ 豊かに暮らせる町づくり 

40～49 歳 女性 世代を超えた市民にやさしい町 

40～49 歳 女性 生涯住みやすい、市民に優しいまち 

40～49 歳 女性 豊かで安心な潤いある街 

40～49 歳 女性 世代をこえて住みよい街づくり 

40～49 歳 女性 

今は、コロナ禍で明日どうなるのかも分からない不安の中でストレスだけかかえて毎日

をやりすごしている現状なので、はっきり言って１０年後のイメージなんて考えられませ

ん。コロナウィルスが絶滅していれば良いです 

40～49 歳 女性 あなたもわたしも楽しくすごせる射水市 

40～49 歳 女性 fullness いみず 

40～49 歳 女性 安心、安全、みんないきいき 

40～49 歳 女性 
目指せ！住みたい街ランキング第 1 位 

～子供からお年寄りまで笑顔で住める街～ 

40～49 歳 女性 すくすく、わくわく楽し～いみす 

40～49 歳 女性 お年よりを大切に。子どもたちの住みやすい街に！ 

40～49 歳 女性 進化する魅力あるまち、いきいきいみず 

40～49 歳 女性 ワン イミズ 

40～49 歳 - 緑豊かで綺麗な街 

40～49 歳 - 多様性を認め合い、市民全体で支え合う社会 

50～59 歳 男性 急激な変化のない安定したまち 

50～59 歳 男性 住めばわかる! 

50～59 歳 男性 いきいき、みんながずーっと暮らしたい射水 

50～59 歳 男性 住みよい街 いみず 

50～59 歳 男性 
海、海岸沿いを活かしたスポーツ振興、 

観光推進。 

50～59 歳 男性 あかるい平和な未来へ希望の射水 

50～59 歳 男性 老若男女が笑って暮らせるステキな街 

50～59 歳 男性 

安全・安心・子どもの笑顔が射水市の宝 

 今日は「ランド」で明日は「パーク」毎日楽しい射水市 

  （太閤山ランド）   （海王丸パーク） 

50～59 歳 男性 生活の町射水 

50～59 歳 男性 支え合いでつなぐ射水 

50～59 歳 男性 ちょうどいい射水 

50～59 歳 男性 人が射水市とともに生きる！ 

50～59 歳 男性 自然と調和した癒しの射水市 

50～59 歳 男性 すみません、思いうかびません 

50～59 歳 男性 おいでよ、素敵な田舎へ！！ 



 

23 

 

年齢 性別 問 8 標語・キャッチフレーズ 

50～59 歳 男性 海と公園と学園の街 

50～59 歳 男性 来たくなる街・住みたくなる市 

50～59 歳 男性 若者 

50～59 歳 男性 生活環境の整った町 

50～59 歳 男性 皆が豊かに暮らせる町 

50～59 歳 男性 高岡のようにはならないぞー 

50～59 歳 男性 キラキラの未来。その先へ・・・射水市 

50～59 歳 男性 公園と水の街 

50～59 歳 男性 誰もが安心して暮らせる未来都市 

50～59 歳 男性 豊かな水産資源に恵まれ、健康な体を育成するまち 

50～59 歳 男性 住民募集 

50～59 歳 男性 豊かな自然、穏やかな暮らし 

50～59 歳 男性 射水市で学ぼう！ 

50～59 歳 男性 いみずの自然でじいじいとばあばあでがんばるぞ～ 

50～59 歳 男性 人の集まる町、射水にこられ 

50～59 歳 男性 共有・継続からの向上 

50～59 歳 男性 
豊かな自然環境を増やしながら、新しい商業施設を数多く誘致し、魅力と活気に満ち

あふれた街づくり。 

50～59 歳 男性 故き良きものと革新を融合させた何処にも無い新しいイノベーションの街 

50～59 歳 男性 安心医療の町医療射水ステーション 

50～59 歳 男性 夢や希望が持てる都市 

50～59 歳 男性 スポーツ活動の充実 

50～59 歳 男性 新婚夫婦が住みやすく子育てしやすい街。  

50～59 歳 男性 再生可能エネルギーによって快適に暮らす 

50～59 歳 女性 いきいきいみず 

50～59 歳 女性 人と自然に優しい射水市 

50～59 歳 女性 災害が無く、子どもから高齢者まで安心して住みよい町 

50～59 歳 女性 一生、射水市！ 

50～59 歳 女性 豊かな水の町 射水市 

50～59 歳 女性 人もキトキト、住みたい町ナンバー１ 

50～59 歳 女性 いつも、みんなで、ずっと暮らしたい町 

50～59 歳 女性 富山の中心、すみ良い楽しい射水市 

50～59 歳 女性 子育てが充実している街 射水市 

50～59 歳 女性 人も街も活力ある射水市 

50～59 歳 女性 Ａｌｌ Ｓｍｉｌｅｓ にじいろ射水 

50～59 歳 女性 射水市進化し続けます 

50～59 歳 女性 古い衣をぬぎすて 明るくはばたく！ 

50～59 歳 女性 『結』『繋がるひと・もの・こと』 

50～59 歳 女性 誰もが暮しやすい街 

50～59 歳 女性 思いやりあふれる活力のある未来！！ 

50～59 歳 女性 住みよし、食よし、人よし、心地よし 

50～59 歳 女性 どんとこい 

50～59 歳 女性 女性の強いまち 

50～59 歳 女性 だれもが、ちょびっとずつの助け合い 

50～59 歳 女性 いきいき射水 きららか射水 さわやか射水 

50～59 歳 女性 車が無くても利便性良く楽しく過ごせる街 
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50～59 歳 女性 富山の射水から、射水の富山へ 

50～59 歳 女性 野に山に海 自然と共生するコンパクトな文化都市 

50～59 歳 女性 温かく支えてあえる射水 

50～59 歳 女性 環境、物、人に優しい市 射水市 

50～59 歳 女性 子供からお年寄りまで笑顔に暮らせる街 

50～59 歳 女性 ずっと幸せに暮らせる 

50～59 歳 女性 人の集まる快適な町射水 

50～59 歳 女性 陸 海 両側から行ける！ 

50～59 歳 女性 海、自然と楽しもう 共生社会 

50～59 歳 女性 多様性社会の実現 

50～59 歳 女性 緑と健康のまち 

50～59 歳 女性 気付こう、守ろう、育てよう 

50～59 歳 女性 未来を創造する射水市 

50～59 歳 - 緑がきれいな射水、いきいきとした災害に強い町 

60～69 歳 男性 海あり山あり、就職あり 

60～69 歳 男性 市民すべてが安心、安全、快適に暮らせるまち 

60～69 歳 男性 日本一健康な市 

60～69 歳 男性 いい人生だった、この街のおかげで 

60～69 歳 男性 豊かな水を育み、持続可能な未来を築く射水市 

60～69 歳 男性 丘陵から海まで安心で活力あるきときと射水市 

60～69 歳 男性 オンリーワン射水 

60～69 歳 男性 福祉充実子どもの育てやすい市 

60～69 歳 男性 皆のまち”イミズ”大切な地”射水市” 

60～69 歳 男性 グッドライフ 

60～69 歳 男性 全国に射水市を 

60～69 歳 男性 きらめく水面、輝く緑 

60～69 歳 男性 活力ある美しい射水市 

60～69 歳 男性 世界に誇れる射水市 

60～69 歳 男性 観光客を集中させる、明るい町づくり 

60～69 歳 男性 暮らし快適、自然と共生した健康のまち 

60～69 歳 男性 老人の町 

60～69 歳 男性 
将来、赤ちゃんから老人まで不安や心配の無い明るい希望が持てる安心、安全な射水

市に！ 

60～69 歳 男性 除雪は有るが災害の少ない町 

60～69 歳 男性 海 里 山 

60～69 歳 男性 快適で暮らしやすいまち 

60～69 歳 男性 高岡市＜－＞いみず＜－＞富山市 

60～69 歳 男性 第二の人生は射水市で（転入者促進のため） 

60～69 歳 男性 きらきら”いみず” 

60～69 歳 男性 元気なまち「いみず」 

60～69 歳 男性 一人暮しの高齢者が安心、安全に暮らせる街 

60～69 歳 男性 生き生きとした中小企業、飽くなき挑戦を続ける中小企業 

60～69 歳 男性 より良い生活環境をあなたに、射水市 

60～69 歳 男性 海と田と山の調和を体感する 

60～69 歳 男性 子育てが安心、０歳から１２歳をバックアップ 

60～69 歳 男性 いつでもこられ射水市 
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年齢 性別 問 8 標語・キャッチフレーズ 

60～69 歳 男性 住みやすい 

60～69 歳 男性 スローアンドスタディ 

60～69 歳 男性 “いきいき射水” 

60～69 歳 男性 海の資源を再開発しよう！ 

60～69 歳 男性 住みよいところ、むちむちイミズ 

60～69 歳 男性 山、陸、川、海、自然にあふれ人々が喜び生活に活気あふれる射水市 

60～69 歳 男性 人も自然もキラキラした街、IMIZUSI（射水市） 

60～69 歳 男性 「世界に羽ばたけ射水」 

60～69 歳 男性 ＯＮＥ ｆｏｒ ＡＬＬ．ＡＬＬ ｆｏｒ ＯＮＥ 

60～69 歳 男性 射水、精水の街 

60～69 歳 男性 人と人、物と物がつながる街 

60～69 歳 男性 第３の人生がある街 

60～69 歳 男性 みんなの夢、射水市 

60～69 歳 男性 豊かな自然の中で最新の情報ネットワークシステムで働ける町 

60～69 歳 男性 脱炭素 最先端の街・・・ 

60～69 歳 女性 明るく元気に、ゆかいな町づくり 

60～69 歳 女性 自然と人間の共生のまち 

60～69 歳 女性 海の宝石 

60～69 歳 女性 コミュニケーションと協力、障碍者を差別しない 

60～69 歳 女性 きたれ射水市へ！いざゆかん 

60～69 歳 女性 思いやりの住みやすいところ 

60～69 歳 女性 安心安全に暮らせるまち 

60～69 歳 女性 緑（自然）も心もゆたかな射水。みんなに広がるゆとりの輪 

60～69 歳 女性 街も人もキラキラ輝く射水市 

60～69 歳 女性 おおらかに心によゆう 

60～69 歳 女性 もっともっと過ごしやすい未来へ 

60～69 歳 女性 エコと環境の町射水市 

60～69 歳 女性 立山連峰を朝に夕に望む町 

60～69 歳 女性 海あり山あり  おいしい物がたくさんある自然と共生できる街 

60～69 歳 女性 空気の美味しい町・射水 

60～69 歳 女性 あふれ出す射水 

60～69 歳 女性 人よし！自然よし！住みよい射水 

60～69 歳 女性 
最期まで安心して暮らせる市・活力あふれる市・経済と福祉が共存できる市（共にささ

えあえる）・人がやさしい市・認知症の人にやさしい市 

60～69 歳 女性 高齢者が助け合いながらの生きる素敵な街 

60～69 歳 女性 温かい心の通う明るい射水市 

60～69 歳 女性 きらきら輝き、笑顔あふれる、いい水、射水 

60～69 歳 女性 
水と豊かな緑にあふれてずっとくらしつづけられる町、のどかないなかぐらしができる町

つくり 

60～69 歳 女性 

みんなで支え合う 

子供と高齢者が交流 

高齢者が助け合う 

60～69 歳 女性 住みたいまち－射水市－ 

60～69 歳 女性 子育て そして 老後に安心な 射水市！ 

60～69 歳 女性 女性に子育てにやさしい人と町 

60～69 歳 女性 若い人、年とった人、子供達、みんなが笑顔で住んでいる、暮らしている 



 

26 

 

年齢 性別 問 8 標語・キャッチフレーズ 

60～69 歳 女性 自然の中で生きる 

60～69 歳 女性 やさしいを形にすれば、うれしいが広がる 

60～69 歳 女性 水・光あふれる射水市 

60～69 歳 女性 安心して帰れる市 

60～69 歳 女性 心豊かで幸せ感じる、住みよいまち、きららか射水 

60～69 歳 女性 みんないきいき！ 

60～69 歳 女性 医療、環境にやさしい町 

60～69 歳 女性 夢かなう射水 

60～69 歳 女性 一人でも安心して暮らせる街 

60～69 歳 女性 生涯、安心して暮らせる町 

60～69 歳 女性 いつもみんなでずーっと〇〇 

60～69 歳 女性 すべての年代にやさしい街 

60～69 歳 女性 自然豊か、心が豊、ゆたかな心で助け合い、ありがとうがあふれるまち 

60～69 歳 女性 人々が集まる海王丸パーク 

60～69 歳 女性 ゆりかごから墓場まで安心の町 

60～69 歳 女性 優しい町 

60～69 歳 女性 安心して子育てができる故郷 

60～69 歳 女性 安心し住み続ける街射水 

60～69 歳 女性 緑と水 

60～69 歳 女性 山から海へ自然を体験しよう 

60～69 歳 女性 自分が自分らしく生きたい 

60～69 歳 女性 未病改善 

60～69 歳 女性 休んでいかれよ射水市で 

60～69 歳 女性 あなたは今どこにいる？ 

60～69 歳 女性 安心 安全 活気あふれる町 

60～69 歳 女性 きときとあいの風人情きらきら射水市 

60～69 歳 女性 
お年寄りがいつまでも元気で過ごせるように、お年寄りだけの健康施設（お年寄りのジ

ム）を作る 

60～69 歳 女性 神秘の富山湾を囲む緑深き射水平野、交通の便がいいのが自慢！！ 

60～69 歳 女性 
聞かなければ 教えくれない、市役所ではなく 

お節介でも良い 話しかけてくれる 市役所 

60～69 歳 女性 みんなが主役 

60～69 歳 女性 皆が繋がる明るい街（射水市） 

60～69 歳 女性 迅速対応??射水市?? 

60～69 歳 女性 住みたくなる街射水 

60～69 歳 - きときとキッズシティー射水 

70 歳以上 男性 高齢者が安全で支え合い安心出来る市である 

70 歳以上 男性 ひとり１人が創る射水市 

70 歳以上 男性 全国に誇れる唯一無二の射水市ならのブランド創り 

70 歳以上 男性 （県内）一番を目ざすことでなく（日本一）を目ざす 

70 歳以上 男性 学校生活が楽しい 

70 歳以上 男性 自分の事は、自分で出来る健康の街 

70 歳以上 男性 変化・進歩し躍進する射水市 

70 歳以上 男性 みなる、ききます、なおします！ 

70 歳以上 男性 富山のまん中！人が集まる射水市 

70 歳以上 男性 子育てが安心なまち 
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70 歳以上 男性 住みやすい、やさしい町 

70 歳以上 男性 人間の形成 

70 歳以上 男性 みんなが住みたい射水市 

70 歳以上 男性 愛溢れる郷 

70 歳以上 男性 学園都市（若者が集まる市） 

70 歳以上 男性 自然環境と商工業が共立し、全ての市民が安心して、いきいき暮せる町 

70 歳以上 男性 災害に強く、県の中心射水を・・・ 

70 歳以上 男性 ドラマの主役は自分だ 

70 歳以上 男性 ちゃんとうごける射水市 

70 歳以上 男性 老若男女が共に集う住み良い射水市 

70 歳以上 男性 誰一人となく行きたくなるまち射水市 

70 歳以上 男性 働くよし、育てよし、住んでよし 

70 歳以上 男性 働き口が多く、生活環境がよい街 

70 歳以上 男性 富山の中心ー支え合いと創造の市 

70 歳以上 男性 まずは健康老人歩いて子供はかけろ！ 

70 歳以上 男性 住んでいい市、食べていい市、人もいい市 

70 歳以上 男性 きときとの、むずむずと動く、射水市ヲ！おう！！ヨイショウ！ヨイショウ！ 

70 歳以上 男性 安心、安全、生きがいのあるまち 

70 歳以上 男性 落伍者を出さない町作り 

70 歳以上 男性 心の安らぎ、ちょっと刺激なふるさと 

70 歳以上 男性 愛と夢で繋ぐ射水市 

70 歳以上 男性 すぐやる事！！ 

70 歳以上 男性 新射水市 

70 歳以上 男性 脱炭素 

70 歳以上 女性 人、環境、地球に優しい射水市 

70 歳以上 女性 うまいもん、いいもん、さわやか射水 

70 歳以上 女性 雪の日もにこにこ射水市融雪道路 

70 歳以上 女性 きときといい街射水市 

70 歳以上 女性 活気あふれる安心安全なまちづくり 

70 歳以上 女性 澄んだ湾の真中で 

70 歳以上 女性 三世代が支え合う“きときと”の射水！！ 

70 歳以上 女性 ランナウェー射水 ホットな射水 アットホーム射水 

70 歳以上 女性 ＳＤＧｓ 

70 歳以上 女性 未来・射水市頑張ろう 

70 歳以上 女性 みんなが笑顔のまち 

70 歳以上 女性 自然と共存する町 

70 歳以上 女性 魅力あふれる集う町、子育てしやすい町 

70 歳以上 女性 地域の人々が幸せだなあ！！ここは！！ 

70 歳以上 女性 便利で安心して生活出来る町 

70 歳以上 女性 「最高やちゃ」 

70 歳以上 女性 老後といきいきくらせる町 

70 歳以上 女性 老後にやさしい町 

70 歳以上 女性 だれもが、どこへでも自由に動ける市 

70 歳以上 女性 グリーングリーンサイレントライフ 

70 歳以上 女性 県最大の行政 

70 歳以上 女性 支え合う射水みんなのまち 
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70 歳以上 女性 笑顔あふれる射水市 

70 歳以上 女性 心身・歳・相応 市も生きる者も前進あるのみ 

70 歳以上 女性 だれもが安心してくらせる楽しい町 

70 歳以上 女性 だれでも、いつでも、どこでも、笑顔がかえってくる所 

70 歳以上 女性 老人の住みやすい町作り 

70 歳以上 女性 毎日元気な子供の声、笑い声が聞こえる町 

70 歳以上 女性 みんなで創るは入れたいと思います 

70 歳以上 女性 共同参画で造る私達の為の私達の町 

70 歳以上 女性 この町で暮らせて良かった 

70 歳以上 女性 住良い射水 

70 歳以上 女性 ひかり輝くおもいやり 

70 歳以上 女性 あなたのすきな町「いみずの仲間たち」 

70 歳以上 女性 大きく深呼吸ができる、空気がうまい射水！！ 

70 歳以上 女性 人と人とが笑顔でつながる豊かな射水 

70 歳以上 - 安心・安全のまち 

70 歳以上 - 住んでよし！食べてよし！老後よし！射水市一番 

70 歳以上 - 風“キラリ”海と文化・品格のまち射水 
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【高等教育機関学生】 
 

学年 性別 問 9 標語・キャッチフレーズ 

1 年生 男性 住み良い町 

1 年生 男性 住みやすい街 

1 年生 男性 住みやすい 

1 年生 男性 きれいなまちづくり 

1 年生 男性 さきの町 

1 年生 男性 安心安全 

1 年生 男性 
『進化は止まらない』 

市民の意見を最優先に考えて変えていくという意味です 

1 年生 女性 住みよいまち 

1 年生 女性 多文化共生社会 

2 年生 男性 自然、文化豊かな海の街 

2 年生 女性 伝統のある射水市 

2 年生 女性 ムズムズくんに会える街 

2 年生 女性 みんないきいき射水 

3 年生 男性 古いものも新しいものも千差万別で取り入れる市 

3 年生 女性 安心 自然 

4 年生 男性 かいてきなまちいみず 

4 年生 男性 自然に囲まれた美しいまち 

4 年生 女性 誰もが快適に暮らせるまち 

その他 男性 福祉、医療充実度全国 No.1 

その他 男性 リタイアしたらここに住んで 

その他 男性 便利な街 

その他 女性 みんなに優しく住み良いまち 
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【高校３年生世代】 
 

職業等  性別 問 9 標語・キャッチフレーズ 

学生 男性 清新懐古 
学生 男性 自然溢れる住みやすい町 
学生 男性 いまから未来を守る行動を 
学生 男性 安心安全、健康豊か 
学生 男性 子どもを育てるまち、子どもが育てるまち 
学生 男性 変わらないまち 
学生 男性 活気ある住みやすい町 
学生 男性 海の幸 山の幸 うんまいがやぜ！ 

学生 男性 良くも悪くも現状維持 
永遠の 3 番手 

学生 男性 北陸の最先端サイバーシティ射水 

学生 男性 

赤青緑で地球に優しい 
赤 活力 元気 
青 水が綺麗 
緑 植物などがあふれる 

学生 男性 住みやすい ああ住みやすい 住みやすい 
学生 男性 暮らしやすい 
学生 女性 安心、安全、快適な射水市 
学生 女性 きっときとな魚射水市に食べにこんまいけ 
学生 女性 文化と自然はそのままで 
学生 女性 いやさーいやさー！獅子舞の町、射水? 
学生 女性 地域医療の発展 
学生 女性 安全 
学生 女性 快適 
学生 女性 世代を問わない豊かな町 

学生 女性 暖かく 優しさ溢れて 過ごす町 
人だけでなく 自然や社会も 

学生 女性 綺麗な町 
学生 女性 サステナブルな暮らし 
学生 女性 元気で明るい街 
学生 女性 参画 
学生 女性 若い世代が活躍できる射水市 

学生 女性 
いろいろな 
みりょくで 
ずっと愛される市 

学生 女性 市民に優しい 
学生 女性 きらめき 
学生 女性 全ての年齢の人が住みやすい豊かな射水市 
学生 女性 笑顔あふれる明るい射水 
学生 女性 便利で住みよい 
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（２）具体的なイメージ 

【市民アンケート】 
 

年齢 性別 問 9 具体的なイメージ 

18～19 歳 男性 移動手段が今より良くなっている。 

18～19 歳 女性 
射水市に住んでいる人、その他の人など今までの良さを感じ続けていくのではなく、新

しい発見をして、より射水市の良さを感じ過ごしやすいように行動していくイメージ。 

18～19 歳 女性 市民がそれぞれ生き生きして暮らせる活気のあるイメージ。 

18～19 歳 女性 田んぼだらけで夜にはカエルが鳴く。 

18～19 歳 女性 みんなが楽しく生活している。 

18～19 歳 女性 子供からお年寄りまで手厚い福祉を受けられる。 

20～29 歳 男性 もっと子育て世代、子ども自身が暮しやすい街づくりを作ってほしい。 

20～29 歳 男性 
交通面・商業面・福祉面が充実し、誰もが住みやすく、住みたいと思われる。 

また、観光地の充実化により誰もが訪れ、活気あふれる市。 

20～29 歳 男性 市民の声（要望）を集め、可能な限り施策する。 

20～29 歳 男性 
人が自然と集う町、市民が直接会うだけでなく、デジタル技術を利用した間接的なふ

れあいも活発に行われる町。 

20～29 歳 男性 
医療や福祉、子育て支援などのさらなる充実や、子どもも大人も楽しく遊べる場所がた

くさんあればいい。射水市最先端を目指してほしい。 

20～29 歳 男性 

ドローンなどの規制を排除した地域を作り、企業誘致を進める。国からの規制を排除

できる法案が必要。経済特区を射水市に作れれば少子化対策、市経済発展にもつな

がり、新しい技術に触れる機会が増え、人口も増えることが予想される。 

20～29 歳 男性 こどもから高齢者までみんなが幸せに暮らし、自然と笑顔があふれる射水市。 

20～29 歳 男性 
最先端の技術を率先して取り入れる。 

取り入れる事で富山県、全国の市町村のモデルになるような街づくり。 

20～29 歳 男性 自然を感じれる場所もあり、北陸の中で 1 番進んだ都市部もある街。 

20～29 歳 男性 防犯、防災、医療体制の充実。 

20～29 歳 男性 市役所での手続きなど、全てネットでできるようにしてほしい。 

20～29 歳 男性 射水市内にテレワークのワーキングスペースがある。 

20～29 歳 男性 
生活環境問題を後回しにせず、常に次世代に少しでも良い環境に繋がる生活のしや

すい町へ。 

20～29 歳 男性 
子育て福祉において市内で地域差がないこと。中小企業へのバックアップが充実し、

各企業の特色がわかること。緑が充実、道の舗装がきれい、ごみが落ちていないなど。 

20～29 歳 男性 

少子高齢化が進む中で、人々の継がりは不可欠。お互いを助け合うシステムの構築が

必要。又、山、川、海などの豊かな自然、農業、漁業、祭りなどの文化等を守り、受け継

いでいくためにも、人々の繋がりが必須という事。 

20～29 歳 男性 まだ宣伝できていない情報や、新しい文化を強くアピール。 

20～29 歳 女性 平穏なまち。 

20～29 歳 女性 
市民の皆さん（若者、お年寄り、障害のある方など）が自分の住んでいる地区や市を他

の市や県に熱く話したり、薦めれたりして、活気が溢れると良いと思う。 

20～29 歳 女性 土地面積が広くない点を活かし、Ｉｏｔで細かいところまで安全管理できるまち。 

20～29 歳 女性 
都会のように皆が楽しめるような観光スポット、アドベンチャー施設、テーマパークなど

をいくつか作ってほしい。 

20～29 歳 女性 思いやりのある行動が、言動ができる平和な町。 

20～29 歳 女性 
車がなくても交通便が良く、観光客が訪れる多くのスポットがあり、楽しめる場所があ

る。射水市内だけで１日を楽しめる。若者があふれるまち。 



 

32 

 

年齢 性別 問 9 具体的なイメージ 

20～29 歳 女性 どの世代の人も住みやすい市。 

20～29 歳 女性 

外国人住民が多いからこそ、これからは行政が日本語学校や交流の場を設けることが

必要になってくるだろう。言葉や異文化、宗教などの壁を超えて互いを思いやる心を持

って共に社会を作り上げるという意識が必要になる。 

20～29 歳 女性 

高校生時代、新湊の高校へ行っていたが、部活をしていたため朝が早く帰りも中途半

端な時間なためバスを使えなかった。親に送り迎えをしてもらわなければならなくなり

迷惑かけたからバス、というか根本的に都会に比べたら不便だと思ったから。 

20～29 歳 女性 若い人が活やくできるようになっていってもらいたい。 

20～29 歳 女性 富山の観光するなら射水市、射水市中心に観光出来たら。 

20～29 歳 女性 全ての人が平等に、環境が整えられている町。 

20～29 歳 女性 住みやすいだけではなく、ショッピングなどの娯楽も楽しめるような町。 

20～29 歳 女性 教育に力を入れることにより様々な世代の射水市民が笑顔になるイメージ。 

20～29 歳 女性 独身者が将来歳をとり、体が不自由になった時に使える福利厚生かつ施設。 

20～29 歳 女性 農林漁業を生かしつつも、近代的で生活がしやすいイメージ。 

20～29 歳 女性 
”観光で認知度が上がる”のではなく、安全で安心で子育てしやすい街という現在のイ

メージが維持されるとよい。 

20～29 歳 女性 
・射水市が率先して、海をきれいにしたり、地球温暖化対策に取組んだり、世界的な課

題に取り組む。・高齢化社会を見据えた、医療、福祉の充実。 

20～29 歳 女性 
現在ある景観を残しつつも、人々が住みやすい環境(恵まれた福祉や子育て支援、買

い物や利用しやすい施設等)を創っていく。 

20～29 歳 女性 

医療や健康増進に力を入れていて、また子育てや教育など福祉関係にも力を入れて

いて、市民の悩みやストレスが少なく、心身ともに健康で、街の産業や企業も活発にな

り、市民全体が充実した生活を送ることができる場所。 

20～29 歳 女性 人と人のつながりがあるまち。農林漁業をもっと強みにアピールしていってほしい。 

20～29 歳 女性 

子供も大人も、高齢者も障害者も、みんなが安心して暮らせるサービスが整っているこ

と。地域のコミュニケーションが円滑で、風通しがよく、全員が自分らしく生活できるこ

と。困った時には行政が先頭を切って助けてくれること。 

30～39 歳 男性 
暗号資産による地方創生 

暗号資産分野の研究促進、人材開発。 

30～39 歳 男性 

限界地域である庄西地区も見捨てずにケアして欲しい。除雪なんかも町だけでは限

界。祭りもイベントももう出来ないくらい人がいない。 

お年寄りが集まって暮らす施設などを市が開設してみたら良いのではないか。モデル

地域として。 

30～39 歳 男性 
子育て世代の優遇制度 

3 人目の報奨金が無い。 

30～39 歳 男性 公的負担予算を、各家庭に配分し自助努力で全て行う。地方分権的な。 

30～39 歳 男性 住んで良くて、遊んで良くて、人が集まる街。 

30～39 歳 男性 
住みやすくて住人が笑顔、訪れた人が楽しくて笑顔になるまちであって欲しいと思いま

す。 

30～39 歳 男性 
色々な考えを持つ、これから未来がある子供達の意見は、とても重要になっていくので、

子供や若者の考えを住みやすい町作りに取り入れていくべきだと思う。 

30～39 歳 男性 

若者や家族連れの方々がレジャーを楽しめる施設の開発（能登島のイメージ）。フット

サル場など昔あった施設の復活。ドックランの設置。大型図書館（ＰＣルームなども用

意）の設置。子供食堂の設置。 

30～39 歳 男性 富山市を見習い、高岡市の反面教師で。 
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30～39 歳 男性 

根本的に遊びたいざかりの人間が富山県という立地に転入することに魅力が感じられ

ず、同じ理由で転出していくのが若年層（40 代まで）の流出入の原因である。 

10 代・義務教育世代が通じて得られる刺激に乏しいために都心部・大都市には有る

ものが射水にはない、という事実が「大都市への憧れ」と「射水への失望感」を醸成す

ることになっている。 

射水市内の商業施設の少なさが懸念であり、今年 1 月に報道のあった新商業エリア

構想を早期に整備し、衣類ブランドショップや映画館、最近小杉で潰れたゲームセンタ

ーなど、「いま射水市にない」施設の誘致を図り、市を挙げて新エリアの広告を行うべ

き。 

また産業施設の整備のみでは実際に消費活動が行われない懸念が拭いきれないた

め、市内雇用者の高賃金化が実現するよう企業への働きかけを行っていただきたい。 

市内消費の推進が行われることで企業誘致が成功しやすくなると見込まれるため、 

賃金増と商業施設誘致を両輪として射水市総合計画を策定していただきたい。 

30～39 歳 男性 ひとりひとり、みんなが主役の活力ある、いきいきとした射水市。 

30～39 歳 男性 
旧小杉町を中心に商業施設をたくさん誘致したので、経済的な活性化だけでなく、健

康に暮らせるまちを作ってほしい。 

30～39 歳 男性 
子どもを産んで育てていく過程が想像できるように、支援の充実と中身のみえる化を

図っていく。 

30～39 歳 男性 

すめば都、という「仕方ない」というイメージではなく、積極的に住みたくなる利点が多

い町であってほしい。新たな魅力を創出して人を呼ぶより、U ターンの促進を図り（補

助金など）定住化を促し、そこから口コミで射水市を PR していくことのほうがよほど効

果が高いと思う。合併以来、都市の機能のどこを発展させるかが曖昧だが、もっとはっ

きり明確にするべきだと思う。市役所周辺が便利になれば、市郊外からも十分短時間

で往復できるのだから臆せずにやってほしい。 

30～39 歳 女性 

道路も整備され、事故が少ない。安心して子供が通える通学路があり、公園も小さな子

から老人までがゆったりすごせる公園作り。犯罪がなく、市民病院の質が向上してい

る。 

30～39 歳 女性 魅力的なところが多くて、住みたいと思う方が多くなる感じ。 

30～39 歳 女性 
第２次まちづくりの基本方針を達成するよう、ひとりひとりが心に留め行動にうつす。

（今＝過去）自ずと未来（１０年後）の射水市に繋がっていく。 

30～39 歳 女性 
子育てにお金がかかったり、ワンオペ育児であったり、子育てしにくい町だと悲しいなと

思いました。 

30～39 歳 女性 老若男女みんなが住みやすい街、生き生きとした街。 

30～39 歳 女性 いろんな分野で潤っている。 

30～39 歳 女性 
富山市や高岡市に行きやすく、市内は日常生活を送るのに便利。大きすぎず、小さすぎ

ず海や山の自然も残る街であって欲しい。 

30～39 歳 女性 

子ども、親 

妻、夫、独り身 

若者、年寄り 

性別関係なく、1 人の人間として 

暮らしやすい町になってほしい。 

30～39 歳 女性 

コロナ下で非日常の生活にいる中、明るい発展した未来より、何気ない日常が満たさ

れる喜びを期待するようになりました。外に出て公園でのびのびと遊び散歩して、買い

物して帰れる、市外に足を伸ばさなくても、市内で日常が満たされればそれで十分に

幸せだと思います。 

30～39 歳 女性 子育てしやすく、高齢者福祉が充実、全ての世代にとって十分な医療が受けられる。 
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30～39 歳 女性 
少子化が加速する中、次世代を担う子ども達の子育てのしやすさが市の強みとなれば

良い。 

30～39 歳 女性 
生活基盤が整っており住みやすく、レジャー（テーマパークや水族館のような）やショッ

ピングも楽しめる、たくさんの世代の人が集まる街。 

30～39 歳 女性 
安心安全、心の故郷、身体が離れていても自分の原点はここであると思わせてくれる

場所であってほしい。いずれ戻ってきたくなる。 

30～39 歳 女性 
自然はちゃんとあるものの開発する所はきちんと開発して、歳をとっても不便を感じない

移動手段を確保できる市になると良い。 

30～39 歳 女性 
今はコロナ禍ということもあり観光業がすっかり停滞していますが、おいしい海の幸を

食べに全国からたくさんの人が訪れる活気あるまちになってほしいと思います。 

30～39 歳 女性 レトロな街並を大切にしつつ住みやすさを追求する。 

30～39 歳 女性 小さい子からお年寄りまで幅広い世代が住みやすい環境でありますように。 

30～39 歳 女性 いきいき、きらきら、開拓。 

30～39 歳 女性 
これから先、先進的な街づくりとして率先して多様性を認め合い、誰もが生きやすく、そ

して誰もが行きやすい、行きたくなるような場として発展していってほしい。 

30～39 歳 女性 
多様な人々、商工業、医療など市民の生活に直結するものをデジタルを使ってよりアク

セスしやすく身近なものにしていき、安心で快適に暮らせる街を目指す。 

30～39 歳 女性 老若男女みんな元気に暮らす街。 

30～39 歳 女性 
小さな子供から、車を返納した年代の方まで、どこにすんでも歩くｏｒ自転車範囲で十

分生活できるような街になっているといいです。 

30～39 歳 女性 

射水市民が田舎に住みながらも、村八分的古い考えを捨て、一人ひとりが最先端の感

性をもちながら暮らせる街・田舎の良いイメージは残しつつ、悪いイメージは払拭され

た街。 

30～39 歳 女性 
富山市と高岡市の真ん中で、どちらに通勤するにも富山県の東部西部どちらに遊びに

に行くにも便利な位置を生かして、子育て世代がもっと住みたいと思える市政を。 

30～39 歳 女性 
働いてる人が損をしないシステムを作って。 

税金とか、働いてない人から多く取るとか。 

30～39 歳 女性 
高速道路や電車、８号線などの主要道路などへのアクセスがよい。市外にも出やすく、

また市内で生活を完結しやすい。 

30～39 歳 - 

他者(マイノリティも外国籍の方々、障がいをもつ方々も)が心地よく暮らせ、共生という

観点から、先進的な住み良い街として、また誰もが利用可能な公共交通機関の発達を

祈ります。 

40～49 歳 男性 人口も増え、交通、商業、観光地と人が集まる街。 

40～49 歳 男性 

射水市は新鮮な魚介類、米、野菜などの農産物、梨、リンゴ、苺など果物など魅力たっ

ぷり詰まった街です。また、そこに住んでいる住民も、射水市が好き、地元のお祭りが好

きで、みんな生き生きしているイメージがあります。 

40～49 歳 男性 日本海最大のテーマパークとレジャー施設の設立。 

40～49 歳 男性 

綺麗な水 

旨い魚 

豊穣な土地 

親しみやすい人 

等がが揃った射水市。 

40～49 歳 男性 性別、年齢、国籍、障がい有無を問わず、暮らしやすい町。 

40～49 歳 男性 医療・子育て・福祉・交通等で一番住みやすい町。 

40～49 歳 男性 津波などへの防災施設の充実と意識の高い町。 

40～49 歳 男性 射水市で魅力的な産物を創出し、国内外に発信する。 

40～49 歳 男性 全国から移住者が集まるような魅力あるまちづくり。 
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40～49 歳 男性 海側の人工は砂浜が無くなるように消え、山へとつもる街。 

40～49 歳 男性 
困ったことがあれば助け合い、皆が常に笑顔で過ごせるように市や病院などとスムー

ズに連携出来る市政のイメージです。 

40～49 歳 男性 

射水市は不妊治療の助成など、育児面に関して先進している市政を展開していると思

い、可能であれば継続してほしいと思っています。その他、より安全な町、災害に強く 

(大雪対策など)、より生活しやすい市政を行ってほしいと思い、｢すべてにおいて｣安全・

安心の継承にしました。 

40～49 歳 男性 今と変わらないか、悪くなっている。 

40～49 歳 男性 近所で助け合う街。 

40～49 歳 男性 観光、商業施設の拡充。 

40～49 歳 男性 市民一人一人が生き生きと安心して暮らせる街。 

40～49 歳 男性 
子育て世帯に対する支援や保障のアピール。子供が楽しく遊べる公共施設の拡充化

（室内で遊べる所がすくないと思うので）。 

40～49 歳 男性 
どんな国籍で性別で年齢であっても、みんなで手を取り合ってずっと住み良い街であ

ればいいなというイメージ。 

40～49 歳 男性 若い人には活躍の場があり、高齢層が安心して住み続けることが出来るまち。 

40～49 歳 男性 
市民だけでなく、県内、県外から 

人々が集まる、魅力と活力の溢れる市。 

40～49 歳 男性 

住民の高齢化が進んでいるので、町内の時事活動で働く世代にとって負担になってい

る部分を公的負担にし、就労世代ががんばれる生活基盤を作る。自然と公園整備に注

力、冬の除雪強化、道路の整備がゆき届くように。暮しやすく、キレイな街に。若手が移

住しやすい環境にしていくことが人口減の歯止めになると思います。 

40～49 歳 男性 漁業等、ブランド、うまいものどしどし作る。 

40～49 歳 男性 子どもたちの笑顔溢れる街。 

40～49 歳 男性 
海産物、山産物、景観をいかしたまちづくり日本一 キャンプ有、マリンスポーツ有、空家

活用。 

40～49 歳 男性 いみず水族館を建設し、海、魚、人が共存する街、富山の観光スポットとなる。 

40～49 歳 男性 
未就学から成人 

熟年からお年寄りまで生涯安心して生活を送れる市。 

40～49 歳 男性 交通の便。 

40～49 歳 男性 
ＳＤＧｓを推進し、水資源を活用した循環型社会のモデルケースとして世界に発信して

いる。 

40～49 歳 男性 観光資源をうまく活用し県外にアピールしてほしい。 

40～49 歳 男性 
幼稚園・保育園、小学校、中学校、高校と企業がタッグを組んで、商品開発、空き店舗

を利用した合同経営等、地域密着型に特化し、独自ブランドの確立。 

40～49 歳 男性 
射水市で育った子供達が真っ直ぐな心のまま大人になって活躍する様子をイメージし

ました。水は適当。 

40～49 歳 男性 
他の市からの集客が見込めるようになればいいと思う。後、明るいイメージが欲しいで

す。 

40～49 歳 男性 人が集まる、集まりたくなるところ。 

40～49 歳 男性 
ごみの無い綺麗な海、綺麗な町で安心して子供なども釣りなど自然と触れ合える場所

頑張り沢山ある町にして欲しいです。 

40～49 歳 男性 生活基盤が整った市。 

40～49 歳 男性 
災害などの危機的状況にも強く対応できるまち、自然豊かで子供たちが生き生きと生

活する美しいまち、目まぐるしく変わる社会情勢にしなやかに対応するまち。 

40～49 歳 男性 生活、教育、仕事等が一体となって、いろいろな人たちが集える市になって欲しい。 

40～49 歳 男性 全ての世代が平等な機会を得られるまち。 
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40～49 歳 男性 サッカー場を中心に、管理釣場やキャンプ場をつくってあそべる町射水になってほしい。 

40～49 歳 男性 

海の幸が全国で大人気。 

曳山、獅子舞など観光客を呼べるお祭りを全国に PR。 

新湊大橋と海王丸パーク周辺の商業施設の充実（お台場のイメージ）。 

スポーツ施設の充実（真生会富山病院周辺の再開発）。 

クォリティの高い宅地造成による移住者確保。 

40～49 歳 女性 富山県内の市で、一番住やすく学べ働けると自信を持って言える市になれるように。 

40～49 歳 女性 みんなの笑顔があふれる町。 

40～49 歳 女性 
海王丸パークナや、キトキト市場をのあの場所を観光のメインにして 

商業活動ごできればいいと思います。 

40～49 歳 女性 公務員が全てを決めるのではなく、市民にも意見を聞き参加してもらう、決めてもらう。 

40～49 歳 女性 全ての世代の人が安心し、満足できる生活を送れる町に。 

40～49 歳 女性 

観光→釣り場、漁の体験、ボート、せりのけんがく、お寿司屋さん、クルージングディナ

ー、マリンスポーツ、など、海を存分に活かした観光が盛んで、他にも、山、文化、祭りな

ども充実しているので、各地から観光客が訪れる観光地もあり、地域と密着した昔なら

ではの良さを活かした生活をみんなが支え合ってしていて、医療の充実、学習環境の

充実もあり、住みたい町の人気の町となっている。 

40～49 歳 女性 
人それぞれが持つ個性を認め合うことで、誰もが安心していきいきとした生活を送って

いる。 

40～49 歳 女性 １人１人を認め合う多様性が最高レベルに。 

40～49 歳 女性 教育・医療・福祉がどの市より充実している。どんな人でも安心して生活できる市。 

40～49 歳 女性 
自然を残しながら、海沿いをもっと整備して、また来たくなるような、毎回いろんな発見

が出来るような街。 

40～49 歳 女性 安心して暮らせるライフラインが、当たり前のように整備、ＩＴ強化も。 

40～49 歳 女性 生まれた赤ちゃんから高齢者までみんなが安心して暮せるようなシーテイ。 

40～49 歳 女性 

子どもも若者も高齢者も「安心安全」を感じられるまちになってほしい。災害に強いま

ち、医療・福祉が充実しているまち、教育が充実しているまち、安心して子育てができる

まちになってほしい。 

40～49 歳 女性 すべてに対して笑顔になれる街。 

40～49 歳 女性 
みんなが自分なりにイキイキと、そしてワクワクして過ごすことができたら、とっても良い

市になるのではないかと思います。笑顔！！ 

40～49 歳 女性 老人と子どもが仲良く暮らせる住みよいまち。 

40～49 歳 女性 歩いて行ける距離に、せめて買い物・娯楽・医療がある環境。 

40～49 歳 女性 赤オニ、青オニとすると紫オニは…？ 

40～49 歳 女性 自然災害に強く地域連携でき助け合える。 

40～49 歳 女性 射水市に住みたいと思う方が増えて若者からお年寄りまで安全で心地よい町。 

40～49 歳 女性 
老若男女性別や年齢にとらわれず、魚のように人々がきらきらと生き生きと生活してい

るイメージ。 

40～49 歳 女性 デジタル化が進んでも人は人だし、１人１人が自分らしく生きられるまち。 

40～49 歳 女性 コミニュティバスの充実。 

40～49 歳 女性 すべての年齢層、多様な人が、笑顔で充実しくらせるまち、市。 

40～49 歳 女性 射水市に住んでいる人が幸せに暮らすまち。 

40～49 歳 女性 

山林も必要な整備がなされ、里山管理もきちんとされ、防災対策もきっちりなされてい

る。子育て支援や介護支援の方策も充実し、社会的弱者もいきいきしている。皆、自立

しているが、お互い様の精神もある支え合うまち。 

40～49 歳 女性 福祉の充実。 

40～49 歳 女性 子育て世帯を増やして税の収入が増えるといいと思います。 
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40～49 歳 女性 
老若男女、戸籍など関係なく皆が安全に健康に暮らせる町。子育てもしやすく高齢者

にも優しい町になってほしい。 

40～49 歳 女性 
教育、公共、医療、産業、さらに便利なシステムが取り入れられ 

市民が心地よく居住できる未来になっている。 

40～49 歳 女性 
高齢化社会への取組の中で、交通網の発展があればいいと。車を運転しなくても移動

が可能なものなど。 

40～49 歳 女性 県の中心射水市は世代問わず支え合って、住み心地の良さＮｏ．１をめざす。 

40～49 歳 女性 
他市町村まで足を運ばなくても射水市にいるだけで心が満たされる（自然、買い物、観

光、医者、教育、仕事ｅｔｃにおいて）。 

40～49 歳 女性 少子高齢化に対応して、みなが支え合える福祉社会をつくる。訪問診療、看ゴの充実。 

40～49 歳 女性 人も動物も植物もよい環境ですごせる市。 

40～49 歳 女性 

保育園、幼稚園、教育機関が充実するためには、そこで働く人たちが、処遇など充分に

優遇されていることが必要である。ハコだけ作ってもムダ。処遇改善など全くしてもらえ

ない機関も多くあります。ご存じですか。 

40～49 歳 女性 
交通の便がいいので、県内外から子どもと一緒に気軽に遊びに来れる町になるので

はないかと思っています。自然が多く、公園がたくさんあるので。 

40～49 歳 女性 どの年代でも孤立しない、安心安全なコミュニティの充実した街。 

40～49 歳 女性 
生活に直結するインフラ（水道、下水道等）が管理・整備されている。災害への備えが

しっかりとしている。地域のつながりがある。 

40～49 歳 女性 
大雪の時も除雪を速やかにし、住民の負担を軽減してくれる街 

コロナワクチン等の医療補償の迅速化。 

40～49 歳 女性 
観光資源に乏しいので観光分野にお金をつかうのではなく、ベッドタウンや、美味しい

食(海産物など)売りにした街。 

40～49 歳 女性 子供も大人も楽しく暮らせるまち。 

40～49 歳 女性 若者が地域の定住するため魅力あるまちづくりを行う、移住者を増やす。 

40～49 歳 女性 鎌倉や湘南みたいな街。 

40～49 歳 女性 
新湊小杉大門大島下、境界や格差をなくし、ひとつになって、さまざまな取組がされ、ひ

とつの自治体と思える市。 

40～49 歳 - 高齢者・障害者などの弱者を地域から孤立させない。差別やいじめの根絶。 

50～59 歳 男性 無理に変わったことをして不良資産を作らない。 

50～59 歳 男性 自然にあふれ、観光客も増え、防犯もしっかりして生活環境がよい街。 

50～59 歳 男性 富山市と高岡市にはさまれ、通勤通学に便利な、静かで清潔で住むなら射水市。 

50～59 歳 男性 

旧新湊地区の内川沿いの古い街並みを活かした観光地化。海沿いの高山みたいなイ

メージで。 

それと海王丸パークを中心にしたフッシィングエリア、若者の集まれる BBQ エリア。ドロ

ーン飛行エリアを作って海王丸の撮影してもらうとか。 

海老江のマリーナを中心にしたマリンスポーツエリア、スイミングエリア。現在のキトキト

市場みたいな中途半端な金額や内容のレストラン施設は要らない。婦人部食堂みたい

な雰囲気の方が喜ばれますから。堀岡のフット場と足洗のドッグランは正解だと思いま

す。 

西浜の橋の下で子供さんの BMX とかやっててイイ雰囲気でしたよ。 

50～59 歳 男性 
格差(老人・地域偏重)を是正し、多方面で公平でバランスの取れた街づくりを推進し

てほしい。 

50～59 歳 男性 子育て環境は日本一。 

50～59 歳 男性 ここで育って、都会に行っても帰って来れる（結婚して）様な。 

50～59 歳 男性 ゆりかごから墓場まで、一生すごせるところです。 
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50～59 歳 男性 
自然豊かさと便利さのバランスがちょうどいい。 

活気と穏やかさのバランスがちょうどいい。 

50～59 歳 男性 人が「生涯射水市に住んでよかった」と言える街づくり！ 

50～59 歳 男性 子供がたくさんいて家族で幸せに暮らしているイメージ。 

50～59 歳 男性 買物等、高齢者に負担のない将来。 

50～59 歳 男性 老後も安心して暮らしせる福祉が従実した町。 

50～59 歳 男性 あたたかいキラキラした老若男女（子供も）の笑顔と豊かな自然をイメージしました。 

50～59 歳 男性 公園が多い、市民が健康。 

50～59 歳 男性 
IT や DX を用い教育や医療の質を上げるとともに、自動運転タクシーが走り高齢者も

自由に行動できる。 

50～59 歳 男性 豊富な水産物によって、肉体をはぐくむイメージ。 

50～59 歳 男性 シャッター街。 

50～59 歳 男性 派手な活動はないが老若男女が、静かな自然に囲まれて、満足して暮らせる街。 

50～59 歳 男性 教育機関の開放、講座。 

50～59 歳 男性 
射水市とともにコロナが終息し子供たちが外であそべるような日常が、今は１０年後を

イメージできません。 

50～59 歳 男性 
・子供や高齢者が安心して暮らせる街づくり 

・元気役世代が元気で働きやすい環境づくり。 

50～59 歳 男性 映画の街、心のオアシス…ｅｔｃ。 

50～59 歳 男性 大規模なイベントが行われ、人の往来が活発になり、にぎやかな様子。 

50～59 歳 男性 

古い形に固執することなく、新しい風をどんどん入れてほしい。街が活性化すれば、人も

集まり税収も増える。そして、自然とともにある緑豊かな街に変えてほしい。 

まずは、都市計画の見直しと、将来の街のイメージ像をはっきりと持つこと。 

富山市のコンパクトシティー計画には、大反対です。高岡市も都市計画では、失敗した

街です。街づくりで参考となる街としては新潟市です。今後の射水市に期待します。 

50～59 歳 男性 
伝統や自然を上手にデジタル化と融合し内外にアピールし、観光の発展を作り出すイ

メージ。 

50～59 歳 男性 全くイメージがわきません。 

50～59 歳 男性 中隆病院を３ヶ所増やし、選べる医療の町。 

50～59 歳 男性 のびざかりで活発なイメージ。 

50～59 歳 男性 
市民がスポーツ（健康）に親しみ、コミュニケーション力を高め、地域がつながることの

できる射水市。 

50～59 歳 男性 
子育てに対する補助が充実させる。 どんな環境の子供でも、高校卒業までは自身の

意思を尊重し、学問やスポーツに集中することができる。 

50～59 歳 男性 
太陽光発電、風力発電、地熱を利用してエコな生活をする。家庭に恩恵 

災害時ライフライン確保。 

50～59 歳 女性 センスある街、オシャレ 景色もよい、食べ物もおいしい 幸せを実感できる街。 

50～59 歳 女性 のびのびと暮らしていけるまち。 

50～59 歳 女性 表面的な事ばかりではなく、人が心豊かになる。 

50～59 歳 女性 
子どもの安心感（子育ての充実）、職場での保育場所（託児所がある）が充実した会

社を増やす。高齢者が自由に（おむかえバスがくる）でかけれる場所の提供。 

50～59 歳 女性 高齢者が安心して暮らせる場所。 

50～59 歳 女性 地域産業が世界に対して発信できる活力ある町。 

50～59 歳 女性 子どもとお年寄りに優しい町。 

50～59 歳 女性 施設やイベントなどで利便性がよく人が集まる地域にしたい。 

50～59 歳 女性 母子家庭、父子家庭が安心して暮らせる街。 

50～59 歳 女性 若者Ｕターン。 
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50～59 歳 女性 

・農林漁業が発展し、若者や働き盛りの中高年が転職して始めても、安心してやりがい

をもって続けていける補償や支援が充実した社会 

・すべての事に平等が行き渡り、住み続けたいまち、移住したいまちになっている。 

50～59 歳 女性 新しく町ができいろんな市から引っ越してきて元気な市。 

50～59 歳 女性 
古い習慣、しがらみに囚われることなく広く人材をもとめ、働くことに生きがいを感じら

れる市になってほしい。 

50～59 歳 女性 射水市で生まれて、年をとっても住み続けたい（福祉が充実）。 

50～59 歳 女性 
新湊の内川エリアは唯一無二のすばらしいところなので、もっと全国的に有名にすべ

き。貴重な観光資源。 

50～59 歳 女性 高齢者となっても生活の質が維持できる。 

50～59 歳 女性 外国人労働者と日本人が仲良く活き活きと働いている。 

50～59 歳 女性 年よりも若ものも、みんなもれなく生き生きとできる地域。 

50～59 歳 女性 
日本の真ん中、富山県の真ん中の好立地なのでどんどん他の県や市にない新しいこ

とに挑戦してさらに生活が潤うことを望みます。 

50～59 歳 女性 緑豊かな山の恵み、海の恵み。 

50～59 歳 女性 挑戦的で活気あふれるまち。 

50～59 歳 女性 
女性が働きやすく、結婚後も子育て中も住んでいたい射水市であれば、それが暮しや

すい地域であるということ。人口も増え活気のある射水市になると思う。 

50～59 歳 女性 
全てに豊かさがゆきわたる町。自然の恵み、行政、教育、子育て、取りこぼしのない優し

い町。 

50～59 歳 女性 
高齢者や障害者、子どもや妊婦など含めて、少し困ってる人に、すぐに手を差し伸ばせ

合える環境や、人間関係作りや社会になれば良いと思う。 

50～59 歳 女性 
私の住む地区は車がないと買い物もできません。なので年を取ったら（免許返上した

ら）不安です。そういった面でサービスが得られたらありがたいです。 

50～59 歳 女性 

山口県ではガードレールが特産のみかんに合わせ黄色。射水市も海と明るい射水市

のイメージし射水市に入ると水色のガードレールにするなど特色を出したら良いので

は。交通事故防止のもなるのでは? 

50～59 歳 女性 

徒歩、公共交通機関で買い物も、趣味も（山・川・海）すべてが充実している、雨が降っ

ても楽しめる室内スポーツが（全天候型野球・サッカー）出来る場所があれば、射水市

内で全てがこなせると毎日楽しく過ごせる。 

50～59 歳 女性 
富山市と高岡市に挟まれてコンパクトだけど、スマートで都会的な市であってほしい。 

『射水』という漢字の見た目が好きです。 

50～59 歳 女性 年齢、体力、障害など、どのような状態になっても安心して暮らせるようであってほしい。 

50～59 歳 女性 
射水と言っても富山というイメージは持たれない。いまだに旧新湊と言った方が伝わる、

旧町名で言わなくても射水市の存在を知ってもらいたい。 

50～59 歳 女性 あらゆるものが市内で整う。コンパクトな生活で充実した毎日を送れる。 

50～59 歳 女性 
・車が運転できなくても（子ども。高齢者）生活に困らない街 

・地域の人と助け合える街（顔が見える、後悔する）。 

50～59 歳 女性 

弱者が安心して暮らせる街 

子供の笑い声が響く街 

伝統を重んじながらも新しいものを受け入れる風土。 

50～59 歳 女性 
無駄を出さない。捨てる物を作らない。全てのモノに優しい射水市になってほしいと想

いを込めました。 

50～59 歳 女性 
活気のある 

楽しい。 

50～59 歳 女性 
誰もがマナーを守り、海を大切に、みんなが使いやすいようにくつろげる空間、店の活

性化。 
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50～59 歳 女性 クオリティーが高い、射水市。 

50～59 歳 女性 

・町の整備として、歩行、自転車の道がわかりやすくあると良い。ウォーキング、ジョギン

グをする人口も増えているため。またその周りに緑など整備されると人も集まると思う。 

・車を運転できない人（高齢者や子ども）のために、交通手段（いつでも気軽な）があ

る。 

50～59 歳 女性 
富山県の中心部に位置する恵まれた環境（色々な意味で）それは次世代にまでつなげ

たい。農業・工業・商業を勢いのあるように育て、潤いをもたせ人口増を願う。 

50～59 歳 女性 
高等教育機関が近くにあり、産官学の連携が可能。未来を創造できる環境にあるの

で、それを活かして射水市発展につなげる。 

60～69 歳 男性 
砂浜など海岸線の整備もあり、風景がすばらしいこと。山菜もそこそこあり、竹の子や旬

なものもあり、何よりも災害の少ないイメージです。 

60～69 歳 男性 
環境保全、医療の高度化、福祉の充実、公共交通の発達等により利便性が高い長寿

社会。 

60～69 歳 男性 健康づくり体制の充実。医療体制（日本一）の充実。 

60～69 歳 男性 自然・文化・伝統・人々との交流、最後良ければ。 

60～69 歳 男性 
①漁業資源のブランド化と持続可能な漁業の育成 

②射水平野～富山新港の持続可能で有効な開発。 

60～69 歳 男性 既成概念に囚われる事なくあるがままを認める。 

60～69 歳 男性 犯罪の少ない地元を大切にする人材の育成。 

60～69 歳 男性 四季を通じて住みよい街。 

60～69 歳 男性 石川県は全国には金沢でしられている。富山は射水で全国に。 

60～69 歳 男性 庄川、下条川、富山湾。太閤山、浄土寺の山。 

60～69 歳 男性 働く場や買い物環境に恵まれ、清潔な町。 

60～69 歳 男性 海、農村、山の暮らしもある豊かな市。 

60～69 歳 男性 活気のない静かな町。 

60～69 歳 男性 

安心して子育てが出来るためにも、待たずに、直ぐに看て貰えるよう小児科医や個人の

クリニックを増やす。老後、待機しなくても住むように老人介護施設の造設など充実し

た市になって欲しい。 

60～69 歳 男性 自然環境を大切にし、気軽にウォーキングやスポーツを楽しめる町づくりを望む。 

60～69 歳 男性 側溝を大きく、活水をしっかり。まずは災害にあわない町づくり。 

60～69 歳 男性 農業漁業を振興し生活インフラの整ったまち。 

60～69 歳 男性 
多くの若者、学生、女性方々が入りやすい市地域の確立。自由な創造性豊かなまちづく

りを造成できる基盤づくり。 

60～69 歳 男性 

射水市で一戸建、畑（２～３坪）付きで３千万～４千万程度で取得可能と思われ、都会

で定年間近い方を誘致して、退職金で住宅を購入して頂き、生活費も年金でまかな

え、魚・水・食べ物がおいしい、射水市で畑をしながら（健康維持）暮らしていただく。 

60～69 歳 男性 海、山の自然環境を生かしながら IT など充実した街。 

60～69 歳 男性 

①ビジネス特区があり小企業や個人事業のインキュベートできる。 

②待機児童問題がなく医療体制あり心に響く教育体制があり他に抜きんでた補助額

があり子育てがしやすい。 

③電柱の埋設、無人地下鉄、自動運転、画面タッチで買い物 Ok の未来志向のニュー

シティ特区がある（目指している）。 

60～69 歳 男性 農業と教育、食と学び、住民都市。 

60～69 歳 男性 安心、安全で子ども達・高れい者が暮らせるまち。 

60～69 歳 男性 住み良さを一番望まれる人々が住む街に。 

60～69 歳 男性 飲み水・わき水箇所、トイレマップ、サイクリングロードの整備をお願いします。 

60～69 歳 男性 育児～子どもの教育に悩む若い親御さんを経済的にも精神的にも支援する市政を。 
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60～69 歳 男性 全ての環境が充実し住みやすい街。 

60～69 歳 男性 
地政学的には申し分のない場所であり、有利さを活かしたものを少しずつ発展してい

ければよいと思う。 

60～69 歳 男性 子どもから老人まで暮らしやすい町。 

60～69 歳 男性 海王丸を中心とした水族館、遊園地施設。 

60～69 歳 男性 
コミュニティバス等を活用し、交通の便が良い町づくり。高齢者は車の運転を控え公共

交通が気軽に使えるように。 

60～69 歳 男性 中国、ロシアとの交易がさかんな都市。 

60～69 歳 男性 海、山、河等々、すべての自然があって、その中で人々が協働して暮らしているイメージ。 

60～69 歳 男性 
自然な暮らしを維持し、商業等が限りなく発展し、射水市に住む人々が安心に暮らせる

街を望む。 

60～69 歳 男性 相互発展。 

60～69 歳 男性 人間には「水」が必要！ 

60～69 歳 男性 ソフト、ハード両面のサービスが充実し、快適で健康な生活ができる。 

60～69 歳 男性 介護予防の充実によって、リタイヤ組が健康で再び活躍できる街。 

60～69 歳 男性 夢の持てる市。 

60～69 歳 男性 
子供やお年寄りが豊かな自然の中でのびのび暮らせ、若者は IT により家庭で仕事が

でき家族とゆったり暮らせる町。 

60～69 歳 女性 グルメの町。 

60～69 歳 女性 
自然と人間の共生のまち。豊かな自然を大切にして人が助け合いながら心豊かに暮ら

すまち。 

60～69 歳 女性 
高齢者が多くなるので、リサイクルの当番も、もえるゴミの当番も人間でなくロボット時

代。 

60～69 歳 女性 安全で安定した生活。 

60～69 歳 女性 老若男女いろんな人が集まってくる（旅行に来る）イメージ。 

60～69 歳 女性 人と人のつながりをわすれずに笑ってすごしたい。 

60～69 歳 女性 
安心安全な生活が送られ、ＡＩを活用するところは利用し、人間でないとできない部分

は自信をもって取り組み、その思いが市民に広がるように。 

60～69 歳 女性 子供の高齢者も街で見かけるようなまち。 

60～69 歳 女性 掲げてある全ての項目について「満足している」と答えられる様に過ごしていきたい！ 

60～69 歳 女性 
射水市には自然に恵まれたおいしいものが多々あり、“射水市”に行けば食べることに

充実しているイメージへの定着がしていればと思う。 

60～69 歳 女性 個人、企業、地域が個性や才能にあふれている。 

60～69 歳 女性 環境を大切にしながら他を思いやるやさしい人が多い町。 

60～69 歳 女性 
高齢者がひとりでも生活できる、自治会や町内会からの支援が受けられる共同体集

落。交通、買いもの、医者通いなど。 

60～69 歳 女性 

富山のまん中という場所、豊かな海あり山あり平地ありの利便性をいかして、人と人が

多いに交流し、笑顔をかわし、産業、教育などいろいろな分野でだれもがいきいきと活

躍できることを思ってキャッチフレーズを考えました。 

60～69 歳 女性 

漁業、企業、商業、学園～Ｕターンして働き住む事ができる環境がある（若い人がもどっ

てこれる環境）私の住んでいるところは田園地域です。共存しながらうるおいのある町

がいいです。 

60～69 歳 女性 近隣同士地域でお互い様の気持ちで支え合い元気な高齢者が助け合う。 

60～69 歳 女性 いろんな方面にバランスがとれたまち。 

60～69 歳 女性 

若者たちが安心して 仕事に勤しみ 子育てが出来る 

 おじいちゃんおばあちゃん が 穏やかに散歩 井戸端会議をしている  

支え合う 射水市。 
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60～69 歳 女性 転入者や子育て家庭がたくさんいて、人口が減っていかないまち。 

60～69 歳 女性 
高齢化で、一人住まいが多くなりそうです。お互いに支え合いながら生活しているので

はと願いたいです。 

60～69 歳 女性 
ボランティア・人助け（ひと声運動）等に参加したらポイント制にする。その貯まったポイ

ントで何かの支援を受けられるようにするとか？ 

60～69 歳 女性 自然豊かな住みやすい市であってほしい。 

60～69 歳 女性 都会からでも、日々の仕事からも安心して帰る。 

60～69 歳 女性 医療が充実しており、商業施設も誘致し、交通網も便利な街。 

60～69 歳 女性 子供がほしくてもなかなかできなく、そのために病院での経済的支援のぞむ。 

60～69 歳 女性 福祉が充実し、支え合ってみんなが分け隔てなく、仲良く平等に暮らせる。 

60～69 歳 女性 高齢者がゆったりとすごせる、若者と共存して！ 

60～69 歳 女性 
程よく隣近所とのつながりがあり 

困った時に支え合って暮らせる街。 

60～69 歳 女性 
元気なお年寄りが多く、隣近所が仲良く助け合いが出来て、若い人が安心して仕事や

子育てが出来る。 

60～69 歳 女性 
古いものと新しいものの共存ができるまち、土地・建物・イベント（祭り）など。自然災害

に強く、人的災害の少ないまち（あらそい、いじめなど）。 

60～69 歳 女性 子供達や高齢者が集まれる総合施設がある。 

60～69 歳 女性 自然にそった町つくり。 

60～69 歳 女性 
共働き世代が安心して子育てができる、教育環境整備。託児所、保育園、学童等の充

実。 

60～69 歳 女性 家を建てて自分や家族が変化しても安心して生活し続けられる街。 

60～69 歳 女性 水・食物の循環を見て体験する。 

60～69 歳 女性 １人１人が暮らせるまちに。 

60～69 歳 女性 
医療体制が充実する事は大切だと思うが、個人が出来る事を普段から心掛け、未病改

善に努めている本来の健康なまちづくり。 

60～69 歳 女性 豊かな自然が（海・山）広がる静かな町。 

60～69 歳 女性 今の子供達が１０年後射水市に居るのか？それとも？ 

60～69 歳 女性 不便なく住み続けたい町。 

60～69 歳 女性 海・住みよい土地、そこで暮らす人々が輝き生活できる市であるといいなぁと思います。 

60～69 歳 女性 

白エビ、ズワイガニを中心に富山湾は神秘的。農業を大切にしてきた射水平野のおか

げである。電車・高速はもとより、新幹線駅にも近いので、自然豊かなところで、ハイソ

に生活できるイメージを打ち出したい。 

60～69 歳 女性 
税関だけを 取り立てるのではなく、介護費用に 苦しんでいる方への アドバイザーに 

なってほしい。 

60～69 歳 女性 仕事とは別に趣味や特技をのびのびとできる。 

60～69 歳 女性 思いやり＆色黒で活力ある若者と高齢者が共存出来る街（射水市）。 

60～69 歳 女性 医療、災害、産業、雇用、色々な面での対応を素早くしてもらいたい。 

60～69 歳 女性 未来を支える子供達に優しい(医療・福祉・環境他)街であってほしいです。 

60～69 歳 - 子供がふえて子供が元気なら市も国も元気になると思う。 

60～69 歳 - 異文化共生、性的マイノリティ、男女共同参画。 

70 歳以上 男性 女性が働きやすい町、職場、長くずっと住みたいと思う町。 

70 歳以上 男性 市民が主役の町作り。 

70 歳以上 男性 射水市の自然を生かした「原風景」を映画、テレビのロケーション地に押し上げる。 

70 歳以上 男性 
外から見て誰でもが、そのことなら“射水”だとわかる内容のキャッチフレーズであって

ほしい。 

70 歳以上 男性 ①いじめ、自殺なし②貧困児童と親を介護している児童の気配り。 
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70 歳以上 男性 質・レベルアップへ。 

70 歳以上 男性 社会福祉や、きふ、などをＰＲして下さい。 

70 歳以上 男性 太閤山ランド、パーク場などスポーツ施設の充実した町（緑も多く）。 

70 歳以上 男性 移住者が満足してくれる町。 

70 歳以上 男性 早急に政治家の対応。 

70 歳以上 男性 レベルの高い大学が集中している町。 

70 歳以上 男性 富山平野の魅力の中心最大化。 

70 歳以上 男性 各人自由に生きる楽しく明朗研磨の町。 

70 歳以上 男性 
山、海があり、田んぼ、畑、川、そこそこの企業があり、市の財政も正常でＡＩなどで安心

な生活安全運転のできる市。 

70 歳以上 男性 お互いに支え合う活気ある地域を作りあげる。 

70 歳以上 男性 市民１人１人が笑いがたえないまちをイメージ。 

70 歳以上 男性 人口減が止まり、増加が続き、住みたくなるモデルになる。 

70 歳以上 男性 富山新港を活用した国際交流都市づくり。 

70 歳以上 男性 
公園など散歩など出来る緑あふれてて噴水等あるともっと心にゆとりがわいてきます

ネ！ 

70 歳以上 男性 住みやすさ、交通の便、公共サービスの充実、子育てしやすい市。 

70 歳以上 男性 いい町、いい環境、いいよ安全、射水。 

70 歳以上 男性 孤立者を出さない町作り。 

70 歳以上 男性 
若い人が安心して住め、家庭を持つことが出来る地域、気分転換できる施設の充実

（買物、遊び、イベント等）。 

70 歳以上 男性 
生きている間に、もう少し遠くに出かけなくても、買物の出来る少しは町らしくならないも

のか。 

70 歳以上 男性 
昔のように近所付き合い、子供の元気な声が聞こえるような地域、誰もが幸せを感じる

市でありたい。 

70 歳以上 男性 過去の風習や古いイメージをなくし若者が住みやすい市。 

70 歳以上 男性 火力発電の廃止。 

70 歳以上 女性 庁舎が臨港道路、今の警察署近くであれば良かった。 

70 歳以上 女性 
大雪が続けば駐車場や家のまわりの除雪で毎日が大変です。せめて道路ぐらいは融

雪でにこにこ通勤したい。 

70 歳以上 女性 人々が支え合いながら、笑って集まれる所。 

70 歳以上 女性 富山湾の中心にあるかな。 

70 歳以上 女性 だれもが安心、安全に暮らすことの出来る自然豊かな元気な町。 

70 歳以上 女性 歩いて楽しい内川。人に親切。自然と共生、みんな元気ファイトある市民。 

70 歳以上 女性 皆がＳＤＧｓ実行しより良い社会を実現出来たら良いと思います。 

70 歳以上 女性 住みやすいまちであり、みんなが笑顔になっている。 

70 歳以上 女性 

私は高齢です。１０年後子供にはせめて金銭面で迷惑をかけない様、努力しておりま

す。私が一人になった時、一人暮らしの年寄りが住めるアパートが沢山建設されれば

良いです。歩いて行ける範囲に買物、医療関係がある。 

70 歳以上 女性 海辺、平野（職と観光）の活用による観光地。 

70 歳以上 女性 
有名な芸能人を呼んで、イベントやフェス、コンサートｅｔｃ（海王丸パーク、太閤山ラン

ド、高岡波文化ホール）（コロナが早く終息して欲しい）。 

70 歳以上 女性 まちづくりの基本方針がつまった。 

70 歳以上 女性 笑顔で生活できる毎日があること。 

70 歳以上 女性 他人の事も自分の事の様に考えられる人の集団である。 

70 歳以上 女性 富山県の中心にあるのでどんどん発展していく感じです。 
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年齢 性別 問 9 具体的なイメージ 

70 歳以上 女性 
１人暮しでも、緊急の場合や積雪時の対応が適切であり、仲間と集う場所がたくさんあ

る町。 

70 歳以上 女性 緑多く空気がきれいな静かな町。 

70 歳以上 女性 生活が大変しやすい。 

70 歳以上 女性 みんなが明るく楽しく安心して暮らしていける町になってほしい。 

70 歳以上 女性 公共交通や医療福祉が充実し、高令者が安心して暮らせる街。 

70 歳以上 女性 所得倍増。 

70 歳以上 女性 高齢（元気で）社会、明るく生き抜けたらいいなあ。 

70 歳以上 女性 老人の集いの場を充実してほしい。 

70 歳以上 女性 コミュニティセンターなどに移動図書館など来てほしい。 

70 歳以上 女性 交通面の良い町（バスなどの多い事）病院とか買物に行ける町。 

70 歳以上 女性 どの年代の人でも安心して暮らせる自然豊かな地。 

70 歳以上 女性 他者を尊重し、希望を持ち支え合う。 

70 歳以上 女性 健康で安心して暮らせる町。 

70 歳以上 女性 
豊な自然あふれる町づくりをして欲しい。若い人がいきいき生活ができる射水市になり

ますように！ 

70 歳以上 女性 日本海側で一番都市機能が発展して、生活環境が良い。 

70 歳以上 女性 地域住民が互いに思いやりを持つことで市全体が輝く。 

70 歳以上 女性 
計画的に植栽をして、ヨーロッパの片田舎と街を結ぶような景観が望ましい。 

庭木を大切にしない家庭が目立つのは悲しい。 

70 歳以上 女性 青少年にとって生きがいのある社会であってほしい。 

70 歳以上 - 安心して暮らせるまちになってほしい。 

70 歳以上 - 田畑がなくなり住宅ばかり建っているイメージ。 

- - 水との融和。 
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【高等教育機関学生】 
 

学年 性別 問 9 具体的なイメージ 

1 年生 男性 高齢者も子どもたちも住みやすい環境 

1 年生 男性 高齢者が増える分介護福祉の点に重点を置かれる 

1 年生 男性 現代の社会として他より優れている、自然のある町として人類学史な先を貴重とした 

1 年生 男性 平和にくらせる 

1 年生 女性 穏やかに暮らせるようなイメージ 

1 年生 女性 留学生が多い印象があり、それぞれの国の文化を尊重して暮らすことができる市。 

2 年生 男性 人や観光名所などが増えていればいいと思います。 

2 年生 男性 狂信的に人を操る男「DIO」をイメージしました。 

2 年生 女性 祭りなど、伝統行事が多く行われている 

2 年生 女性 ムズムズくんがたくさん 

3 年生 男性 地域が密接になり活性化して行く感じ 

4 年生 男性 
自然と調和していて、適度に商業施設や交通網も整っており、大人も子供もお年寄りも楽

しめて有意義に過ごせる。 

4 年生 男性 海や山に囲まれ、空気が澄んでいる。 

4 年生 女性 
家族で住んでも、一人暮らしでも安心して快適に暮らすことのできるまちであればいいな

と思います。 

その他 男性 海がある、海の食べ物がある、スローライフが送れる 

その他 男性 海の食べ物があり、スローライフが送れる 

その他 男性 
高齢化への対応と、若い世代にとっての魅力度を高めるために、車がなくてもある程度便

利に暮らせる街になればいいと思う。 
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【高校３年生世代】 
 

職業等  性別 問 9 具体的なイメージ 

学生 男性 

習俗の基盤となるコミュニティと都市開発の融和が維持され、かつ年少から老年まで、教

育文化の高い、洗練されたまち。市内とは言わず、市外との図書館のオンライン連携や、コ

ンサートホールの活用、文化大会の実施など。 

学生 男性 自然があり、買い物もしやすい町 

学生 男性 
観光客に溢れる町 

住民が多い町 

学生 男性 
子どもたちが健全かつ各々の能力をのびのびと発揮できるような教育が市全体で行わ

れ、成長した子どもたちが将来に射水市をよりよく発展させていくまち 

学生 男性 今と変わらない 

学生 男性 
活気のある町にするために定住化を進め、大企業などの会社も多く町に立てることで経

済をまわし、豊かな町、住みやすい町になってほしい。 

学生 男性 
食と自然を使った街づくり。 

特に水を利用した地域づくり 

学生 男性 北欧諸国みたいに情報化がすごく進んでる感じ。 

学生 男性 
射水市の祭りなどが活発になり、元気な挨拶が飛び交う。水が綺麗な状態で豊富。植物

がもっと植えられて美しい外観 

学生 男性 東京みたいに発展している市 

学生 男性 住みやすさを appeal 

学生 男性 
御年寄ではなく大人でもなく 

次の子供が将来などの点で暮らしやすい 

学生 女性 

老若男女が快適に暮らせる市 

公共交通機関の整備 

射水市全体が偏りなく潤う 

学生 女性 
文化や自然は残しつつ住みやすいように街灯を増やしたり空き家などを減らしたりしてほ

しい 

学生 女性 交通網を増やし、店がたくさんある 

学生 女性 世代は違っても共存していける。互いに尊重し合える町 

学生 女性 

医療や教育のための保証を増やしたり、交通の便をよくしたりして今より過ごしやすい街

にするのはもちろん、自然にも優しくて存在するもの全てが喜べるような場所になって欲し

い 

学生 女性 環境に優しい 

学生 女性 もう少しレジャー施設が増えるといいです。 

学生 女性 射水市民全員が射水市をさらに良くするために助け合い協力し合っている。 

学生 女性 
高齢の方はいろんなことを知っているので尊敬できるが、若い世代の意見も反映される市

であるとより良いと思う。 

学生 女性 自然をたくさんの人に大切にしてもらう。 

学生 女性 通学、帰宅時間の公共交通機関(バスなど)がもう少し充実したらいいと思います。 

学生 女性 高齢者から若者まで安心して暮らせる市になって欲しいです。 
 


