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十和田市のまちづくりに関するアンケート結果（全数） 

 

実施       平成22年8月 

実施方法     住民基本台帳より無作為抽出 郵送による発送、回収 

発送数      1,000 

サンプル数    377 

回収率      37.7％ 

 

Q1 あなたの性別、年齢、十和田市民になってからの年数について該当する番号に○印をして下さい。 

 回答者の性別は女性がやや多く、「女性」211人（56.0%）、「男性」152人（40.3%）となった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆ 年齢 

 回答者の年齢は、「40代」「50代」「60代」がそれぞれ20％前後と多かった。 

最多は「50代」83人（22.0%）、以下、「40代」78人（20.7%）、「60代」74人（19.6%）、「30代」56人（14.9%）、

「70代」41人（10.9%）、「20代」39人（10.3%）であった。 
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◆ 市民としての年数（居住年数） 

 回答者の市民としての年数（居住年数）は、「10年以上」が70％強を占めた。 

 最多が「10年以上」271人（71.9%）、以下、「5年以内」42人（11.1%）、「6年から10年以内」35人（9.3%）

であった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Q2 十和田市を将来どのようなまちにしたいと思いますか？ 

 将来のまちの姿の希望は、「医療・安心」が3/4と最多で、「健康・福祉」7割弱、「楽しい子ども時代のま

ち」6割弱、「雇用と賑い」5割弱、「観光のまち」と「盛んな農畜産林業」の4割などが続いた。 

 最多は「医療、救急体制や防災体制の整った安心して暮らせるまち」279人（74.0%）、以下、「高齢者、障

がい者の生活や子育て支援など健康と福祉の充実したまち」257人（68.2%）、「子どもが、楽しく充実した子

ども時代を過ごせるまち」211人（56.0%）、「商工業、娯楽施設を充実させた雇用と賑わいのあるまち」179

人（47.5%）、「十和田湖や奥入瀬渓流、現代美術館を中心とした観光のまち」159人（42.2%）、「豊かな自然

を背景とした農畜産林業の盛んなまち」151人（40.1%）、「自然環境や歴史的資源を活かした個性あるまち」

130 人（34.5%）、「公園や上下水道の整備など快適で良好な住宅地のまち」123 人（32.6%）、「道路交通網や

情報網など、地域基盤の整備されたまち」113人（30.0%）、「生涯学習やスポーツの盛んなまち」105人（27.9%）、

「地域住宅の自治やコミュニティ活動が盛んなまち」86人（22.8%）、「その他」3人（0.8%）となった。 
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Q3 十和田市のまちづくりを考えるうえで大切だと思うことは何ですか？ 

 「まちづくりに大切なこと」の回答は各項目に分かれ、大きな差がなかった。「市民の役割」「市議会の役

割[市政の監視とチェック、市民の意思の尊重と反映、市民への情報交公開など]」「市長、市職員の責務」

の３項目がそれぞれ6割弱〜5割強で並んだ。次いで「市民の市政等への参画や協働」と「市議会の役割[市

民との情報共有、市独自の考えの保持、行政・財政情報の公開など]」の２項目が5割弱〜4割強であった。 

 最多は「市民の役割[主体的な取組、自然環境や生活環境の保護、子どもの健全育成]」217人(57.6%)、以

下、「市議会の役割[市政の監視とチェック、市民の意思の尊重と反映、市民への情報交公開など]」208 人

(55.2%)、「市長、市職員の責務[憲法や法律の順守、奉仕者の自覚、公正な職務の励行]」207人(54.9%)、「市

民の市政等への参画や協働[市長や職員との対話、審議会や委員会の委員の公募など]」177人(46.9%)、「市

議会の役割[市民との情報共有、市独自の考えの保持、行政・財政情報の公開など]」170人(45.1%)、「その

他」6人(1.6%)であった。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Q4 市民の役割として大切だと思うことはなんですか？ 

 市民の役割として、「環境を守る」と「子どもの健全育成」が6割前後で双璧、「行政・議会の理解、意見

や監視」と「市との協働」も半数近かった。 

 最多は「自然環境や生活環境を守ること」233 人(61.8%)、以下、「子どもの健全育成に努めること」218

人(57.8%)、「行政や議会の仕事をよく理解し、意見を出したり監視すること」185人(49.1%)、「市と協働し

てまちづくりを増進すること」180 人(47.7%)、「主体的にまちづくりに取り組むこと」135 人(35.8%)、「そ

の他」7人(1.9%)であった。 
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Q5 市長、市職員の責務として大切だと思うことは何ですか？ 

 市長、市職員の責務としては、「市民の声、市民目線」が3/4を占め、「説明・信頼」と「誠実公正」が6

割、「全体の奉仕者の自覚」と「職務の工夫や努力」も5割を超えた。 

 最多は「市民の声を取り入れ、市民目線で仕事を進めること」277人(73.5%)、以下、「市民への丁寧な説

明に努め、信頼されること」229 人(60.7%)、「誠実かつ公正に職務に励むこと」221 人(58.6%)、「全体の奉

仕者であることを自覚すること」200人(53.1%)、「職務に対して工夫や努力をすること」197人(52.3%)、「市

民と協働してまちづくりを進めること」144 人(38.2%)、「憲法や法律をしっかり守ること」135 人(35.8%)、

「その他」9人(2.4%)であった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Q6 市議会の役割として大切だと思うことは何ですか？ 

 市議会の役割では、「市民意見の尊重・反映」「政策提言」「情報公開・開かれた運営」の３項目が 6 割前

後と多く、「市政監視・チェック」が半数弱、「市民への説明」が4割強であった。 

 最多は「市民の意見を尊重し、反映すること」238人(63.1%)、以下、「市の将来を見据えて積極的に政策

を提言すること」231 人(61.3%)、「市民に情報を公開し、開かれた議会運営に努めること」213 人(56.5%)、

「市政をしっかりと監視し、チェックすること」177人(46.9%)、「市民に意思決定の内容やその経過を説明

すること」160人(42.4%)、「その他」9人(2.4%)であった。 
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Q7 市政運営の原則として重要だと思うことは何ですか？ 

 市政運営の原則としては、「苦情・相談への誠実対応」「適正な職員数・任用・配置」「市としての考え方

を持つ」の３項目が6割前後と多く、「健全な財政運営」が半数強、「市民との情報共有」と「情報公開・透

明行政」が半数弱、「知る権利・説明責任」が4割強であった。 

 最多は「市民からの苦情や相談に誠実に対応し、行政に生かすこと」228人(60.5%)、以下、「適正な職員

数、適切な職員の任用、配置につとめること」222人(58.9%)、「国や県の言いなりではなく、市としての考

え方を持つこと」211 人(56.0%)、「効率的で健全な財政運営を続けること」198 人(52.5%)、「市民と情報を

共有し、市民の意見に基づいて運営すること」177人(46.9%)、「行政情報、財政情報を公開し、透明な行政

にすること」176 人(46.7%)、「市民の知る権利を大切にし、説明責任を果たすこと」164 人(43.5%)、「計画

づくりや施策づくりへの市民参加を広げること」127人(33.7%)、「施策や事業の成果を評価、公表し、次の

計画に生かすこと」120人(31.8%)、「その他」6人(1.6%)であった。 
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Q8 これからのまちづくりのために市民はどのように参加していくことが重要だと思いますか？ 

 市民参加の仕方としては、「行政と市民の協働」が6割強と多く、「職員との対話機会の確保」が半数弱で

あった。 

 最多は「行政と市民が協働してまちづくりをすすめること」234人(62.1%)、以下、「市長が職員との対話

の機会を確保すること」177 人(46.9%)、「会議を公開すること」138 人(36.6%)、「政策形成過程から市民参

加を保証すること」105人(27.9%)、「審議会や委員会の委員を公募すること」99人(26.3%)、「住民投票を条

例化すること」95人(25.2%)、「その他」3人(0.8%)となった。 

 



市民アンケート問９　―自由記入―

№ 性　別 年　代 年　数 ご　意　見　・　ご　提　案

1 男 ２０代 ５年～９年 ・十和田市駅周辺の活性化

2 男 ２０代 １０年以上

・今現在のまちづくりのビジョンが見えない。もっと公開すべきでは？
・市民の不平、不満をくみとる姿勢が見えない、伝わってこない。
・市内でも道路、公園、下水、交通等整備状況に格差があるように感じる。
・高齢者は住みにくそう。交通不便。病院時間かかる。
・観光資源があるにもかかわらず、あまり活かされていない感がある。アピー
ル不足。

3 男 ２０代 １０年以上 ・安心して子育てができる町であってほしい。片親であっても。

4 男 ２０代 ５年以内
・生活保護受給に対してしっかり考えて欲しい。(不必要な需給が目立つ。そ
れにより無駄に病院を利用している患者が多い。)

5 男 ２０代 １０年以上
・官庁街通りを観光地の一つにしたいようだが、周辺に駐車場が少ない。例え
ば、美術館に行った時、駐車場を探すだけで疲れてしまい、嫌になった。
・図書館を整備したいようだが、その時はそのあたりを考えて欲しい。

6 男 ２０代 １０年以上
・東京とは正反対のこの青森のいい所「農業」をもっと押すべきだと思う。長
所を伸ばす。

7 男 ２０代 ５年～９年

・様々なまちづくりを行う前に十分に検討し、決定の前に市民への案の提示を
すれば、行政のみで行っているといった市民の考えが変わっていくのではと思
います。
・市民参加型のイベント等を多く行い、行政と市民のつながりを作っていけば
よいのではと思います。

8 男 ２０代 １０年以上 ・官庁街通りはいいですが、もっと町の開発をしていくことが必要だと思う。

9 男 ２０代 １０年以上 ・市役所の職員の対応が悪い。もっと市民と同じ目線で話をしてほしい。

10 男 ２０代 ５年以内
・観光客を呼び込むことも重要だが、地場の産業の育成、雇用に重点を置いて
いただきたい。

11 男 ２０代 ５年以内

・道路整備など充実してきた分、冬場の交通機関に対してやや物足りない感じ
がします。バス停も分かりやすくしてもらいたいです。知れば大変便利なはず
なのに、バス停がわかりにくく利用したくても出来ないです。
・お祭りの案内などももっと大きく宣伝すべきだと思います。大変もったいな
く感じます。

12 男 ２０代 １０年以上
・中心街にお店を集中させ拡大し、交通の不便さをなくせば、少しは街の活性
化につながると思います。それこそ先ずシャッター街をどうにかしなくてはい
けないと思うし、夜遅くまでやっているお店を増やせばいいと思います。

13 男 ２０代 １０年以上

・若い人が元気よく遊べる場。ストリートバスケット、インラインスケート、
スケートボード、ＢＭＸ、フットサルなど遊べる場所。
・十和田市の小、中、高の人にもアンケートを取る。十和田市のまちづくりに
ついて、必ずアイディアをもらえる。
・十和田市のメインの建造物を造る。(すべての年代のニーズに応えられる建
造物)

14 男 ３０代 ５年以内

・現代美術館を中心とした街づくりが功を奏しており、観光客も集まり、十和
田市は活性化してきているように思われる。ただし、依然として中心街は閑散
としており、全体としてはまだまだ充実した街づくりが出来ているとは言い難
いと思う。
・問題の一つは交通の不便さにあると思われる。青森、八戸、弘前からの交通
アクセスがあまりにも不便であり、気軽に来られるという感じはしない。
・十和田市は農業とともに観光が大きな役割を果たしているため、気軽に来ら
れる交通網の整備が急務であると思われる。それにはやはり鉄道の充実という
ことが挙げられる。莫大な予算がかかることは百も承知ではあるが、新幹線も
全線開通することを考えても、今後鉄道網の充実を図るべきではないだろう
か。
・また、あまりに手を広げすぎるのではなく、とりあえず何か一つに特化した
ものを中心とした街づくりが必要であると考える。今、現代美術という分野を
中心として街は動きつつある。今後、これをどう進化させ、どう活用し続ける
のかということを考えなければならない。
・これからは「環境」というのが大きなテーマであり、また、当然のこととし
て考えなければいけないことである。これも考慮しつつ、今後の市政運営を行
わなければならないと思う。
・十和田は、街全体が一つになって何かをやろうという気持ちが強いような気
がする。観光等で栄えている自治体は、地域間のコミュニティ形成がしっかり
している。十和田市もこの要素は十分にあるので、今後全国でも有数の都市に
なる可能性を秘めていると思う。そのためには、長期的展望をしっかり持っ
た、じっくりとした街づくりが必要であると思う。



市民アンケート問９　―自由記入―

№ 性　別 年　代 年　数 ご　意　見　・　ご　提　案

15 男 30代 １０年以上

・第２の夕張にならないように、民間企業同様、公務員の給与、ボーナスの削
減、市議会議員の更なる定数削減。
・人口では県内第４の人口の都市でありながら、県内建設会社売上高トップ３
揃っているというあまりにも不自然な事実から、昔ながらの談合が今でも続い
ていると推測でき、当市の予算(血税)の多くを無意味につぎ込んでいる。ま
た、大手建設会社が応援する市議会議員、さらには市長が選挙で当選し、市民
の意見ではなく、大手建設会社の意見(思惑)が議会で通る。(十和田市立中央
病院が最たる例であり、積算の段階で安価に出来るものを、それをしないで高
価なものを造ってしまった。その責任は市職員、市議会議員、市長、建設会社
のだれが負うのか。結局誰も負わず病院の院長先生に負わせた形になってし
まった。)市長も大手建設業者から選挙で当選させてもらったという負い目か
ら何も出来ず、操り人形と化している。市民、選挙管理委員会も知っていなが
ら、何もしないという馬鹿げた状況、民主主義も終わりである。
・そろそろ十和田市民も現実を直視し、旧体制から脱却し、本当の市民の意見
による行政を行うべきだ。そのためには、利権の絡まない市議会議員、市長の
選択が必要ではないだろうか。

16 男 ３０代 １０年以上

・子どもの頃、よく亀屋、松木屋など十和田の中心街によくいった記憶があり
ます。今は何か買おうと思えば車があり、行動範囲も違うので、下田のジャス
コや八戸、青森、インターネットなどに行こうと思い、十和田市内にとは思い
ません。道路の整備も必要ですが、街を歩く人を増やすことをしないと、どん
どん街が寂しくなっていくと思います。中央商店街の方々の考えもあるでしょ
うが、中心街に娯楽施設でも何でも人の集まるものを作ってほしいと思いま
す。高森山の多目的運動の施設も中途半端で終わらず、宿泊の施設も作ったら
良いと思います。

17 男 ３０代 １０年以上
・市議会議員の若返り(多選禁止、在職年数に上限を設ける)
・市議会議員報酬削減

18 男 ３０代 １０年以上

・十和田市の昔からの良いところは残し、新しいものも取り入れ、今までとは
違う町づくりをしていきたい。まちづくりに大切なのは、市民の意見を第一に
市民の目線で市長、行政にお願いしたい。そのため、上に立つ人材、よいまち
づくりにはよい人をつくるよう経験の豊かな人が必要だと思う。十和田市はス
ポーツの町で進めてほしい！

19 男 ３０代 １０年以上

・無駄なものは作らない。
・金をかけない。
・市職員全て「市民はお客さん」と少しはサービス業であることを考慮し、
「公務員だ」と決しておごってはならないと思う。

20 男 ３０代 ５年以内
・十和田湖、奥入瀬渓流など素晴らしい観光地を持っているのだから、それら
を生かしていくべきだと思います。

21 男 ３０代 １０年以上

・中心街活性化を推進したいというならば、駐車場整備を先ず何より先にすべ
き。市の施設ですら車で行けない。環境に配慮と言いたいのはわかるが、これ
だけ公共交通が廃れた中で、そればかり言うのはあまりにも現実をわかってい
ない。
・稲生川が素晴らしいのはわかるが、その源である奥入瀬川がないがしろにさ
れていると思う。もっと目を向けるべき。

22 男 ３０代 １０年以上 ・建物等の建設ではなく、自然環境や公園の整備に力を入れて欲しい。

23 男 ３０代 ５年以内

・イベントなど市民が自由に掲載、閲覧できるサイトの開設。
・都会の方からのアイデアはとても刺激的で華やかさはありますが、いまいち
地元住民は冷ややかな目で見たり、一歩ついていけてないように思います。
もっと「共に歩んで」いける何かが必要な気がします。(例えば宣伝回数や方
法なども)

24 男 ３０代 ５年～９年

・商業施設(ショッピングモール、大型店舗、フランチャイズ飲食店)を計画し
ていくのは限りがある。それよりも小さな子供から若者が交流できる施設やイ
ベント(例えばライブハウス、ストリートバスケットボールコート、スケボー
練習場、アスレチック、映画館)を設けることで、地域のコミュニティを図
り、若者の繋がりをつくれるまちになって欲しい。(祭への参加、交流もいい
と思っている。)それによって親や地域のスポーツ活動とのコミュニケーショ
ンも出来ると考える。市内の何かの建物を解体した後を、ただ駐車場にしてい
る空き地が目立っているような気もしてならない。

25 男 ３０代 不明 ・子どもが増えるような(産みやすい様な)環境や制度を増やしてほしい。

26 男 ３０代 １０年以上
・一部の業界だけが潤い、負担が市民にくるような仕組みをやめてもらいた
い。もっと責任を持って、将来的な施策を行って欲しい。



市民アンケート問９　―自由記入―

№ 性　別 年　代 年　数 ご　意　見　・　ご　提　案

27 男 ３０代 ５年～９年
・住民投票の条例化については、住民投票結果と議会採決結果が異なった場
合、市政に混乱を招く原因となり得ることから反対します。

28 男 ４０代 １０年以上 ・市民の声を取り入れる事が大切。

29 男 ４０代 ５年以内
・十和田に来た時、中央病院が午前だけの診療で、土曜休診ということに驚き
ました。新しく建て直したのに、赤字なのに午後も診療して、もっと患者を受
け入れるべき。

30 男 ４０代 １０年以上

・市で運営している各施設の職員の人数ですが、コスト削減のため人数を減ら
しているようですが、各部署や時間帯により1～2人くらい増やす事は出来ない
でしょうか。待ち時間が出たり、詳しく聞きたいのに後に人がいると聞けずに
家に帰って来て、記入できなかったり、各書類をそろえる事が出来なくて、提
出出来なかったりすると思います。なかなか平日に休むことができないため、
昼休み時間に役所に行くことがあります。短い時間で用件を済ませるのは大変
です。特にお年寄りの方が１人で来た時、どこに行けばいいのか分からず、
困っていたり、足元が悪くてうまく歩けない時に、手を貸してくれる人がいる
と、とても助かると思います。先ずは、各施設へ安心していける場所になって
ほしいと思います。
・最後に市民の意見ばかりではなく、そこで働いている職員から見た市民に対
する意見にも耳を傾けて欲しいです。その職員が一番よくわかっていると思い
ます。

31 男 ４０代 ５年以内

・公務員は土日が休み。私は火曜日金曜日が休み。公務を土日に頼めない。な
ぜ？私が休みの時、休みなのに時間を使われる。公務員はなぜ自分の休みは絶
対に仕事に使わないのですか。
・経費削減を目標に。破たんは嫌です。市民がいるから、人がいるから市で
す。人のいない町にならないように。

32 男 ４０代 １０年以上
・若者達がふるさとに愛着を持って、安心して生活できるように、働ける場所
をつくってあげること。

33 男 ４０代 １０年以上

・低賃金、住宅ローン等支出が多くては安定した生活、子どもの健全育成は出
来ない。子育て支援等もっと充実させ、無駄な行政支出をなくす事。とにかく
未来を担う子供達がすくすく育つよう、あらゆる面でバックアップ出来る環
境、生活支援を真剣に早急に実施すること。
・一般市民の生活は本当に苦しいことを、市長以下行政は念頭に入れて考え、
実行しなければならない。

34 男 ４０代 10年以上
・介護保険料が高いと聞きます。このまま十和田市に住み続けて支払っていく
ことに疑問を感じます。また、立派な病院ができたが、中身はどうなのだろう
か。この町で年老いて大丈夫でしょうか。

35 男 ４０代 ５年～９年 ・中央病院の医師不足をなんとかしてほしい。

36 男 ４０代 １０年以上

・エセ情報、偽まがい物、記号等、実体、真物を見つけることが難しい社会。
昔の人が残した文章の行間や書いた人の心情背景を読めない時代。実直、スト
レートであることが難しい時に。
・本市は馬と大工により生計を得てきた街です。農産物も本物を消費者に提供
できる環境にある。北里大学と三農はこれからも大切に市民が守っていくこと
が大事だと思う。本物を提供する街になればいいと思います。十和田湖、水、
ニンニク、馬、北里大学、源たれ、バラ焼き、美術文化活動の推進等、当市は
可能性豊かに市民が一生住み続ける街になっていってほしいと思います。
・当市は北里大学を大切にしていくことがこれからも必要不可欠。先人の努力
を忘れない事を市民が守ることが大事です。

37 男 ４０代 １０年以上

・中心街を再開発して活性化してほしい。アーケードをモール化して魅力ある
お店を出して、遠方から来る人用に近くに大きい駐車場を確保すればいいと思
う。あと、中央の公園を散歩、ピクニック、イベントなど出来る。市民の憩い
の場となる公園が欲しい。
・魅力ある街になると、近隣から移住する人も増え、結果的に税収も増えるの
では。

38 男 ５０代 １０年以上

・スポーツ施設が不足している。特に冬季に練習する場所がなく、旧天間林、
旧上北町の施設を有料で使用している。五所川原市のような多目的克雪スタジ
アムの建設を提案します。
・中央病院の医療体制の充実を要請します。また、職員の接遇の研修をしっか
り実施してほしい。挨拶しても挨拶も返ってこない。窓口での私語が多い等、
八戸市民病院と比較して雲泥の差となっている。

39 男 ５０代 １０年以上
・市民への奉仕者であるとの自覚を持ち、他人事ではなく身内のことと真剣か
つ笑顔を絶やさずにまちづくりを推進して下さい。



市民アンケート問９　―自由記入―

№ 性　別 年　代 年　数 ご　意　見　・　ご　提　案

40 男 ５０代 １０年以上 ・十和田市のまちづくりで欠けているものを見極めること！

41 男 ５０代 ５年～９年 ・市議会議員の定数を減らすこと。議員の手当を下げること。

42 男 ５０代 １０年以上
・農業の活性化(海外へのＰＲ販売強化)。雇用創出。裁判員裁判のように市民
参加を多くする。今のままでは十和田市は破たんに追い込まれます！

43 男 ５０代 １０年以上 ・下水道を整備してほしい。(農村地域)

44 男 ５０代 １０年以上

・美しい山河と農林業のバランスのとれた景観の保持。
・農産物の加工商品化(農協との提携)　①農産物を菓子、漬物に二次加工し、
付加価値を付け売り出す。②農業を基幹産業とし、その産物を加工製品化する
研究施設の常設。
・将来的には、十和田湖から奥入瀬川、水田地帯、そしてその周囲の畑作地帯
が一大田園の光景をつくりだすレトロな雰囲気を観光資源として育てる。

45 男 ５０代 １０年以上 ・図書館をもっとよくして欲しい。

46 男 ５０代 １０年以上
・企業誘致を積極的に。　・休田、畑の有効活用。　・医療の充実。　・学区
の見直し。　・生活水の充実(家庭からの排水)　・特産品の開発、ＰＲ。　・
他市との交流。

47 男 ５０代 １０年以上
・市民にとって不満だらけのまちでは住みよいまちとは言えません。市民の声
を聞き、市にとって今、何が必要なのかを見極めて下さい。期待してます。

48 男 ５０代 １０年以上
・「バラ焼き」にしろ「サンバ」にしろ、一般の人々のアイデアが少しずつ街
に動きを与えているのを感じます。ぜひ、たくさんの人の声を聞き、実現させ
るための助成をお願いします。そして若者を元気にする行政を望みます。

49 男 ５０代 １０年以上
・そろそろ定年後のことを考えると、将来十和田市に永住できない。老人が快
適に暮らせるまちづくり、子どもたちが健全に育つような十和田市にしてほし
い。

50 男 ５０代 ５年～９年
・官庁街だけ注目されるのは民に対して適切なのでしょうか。商業施設のない
現状、工夫すれば市の活性化の一助になりうる場所なのでは。

51 男 ６０代 ５年～９年 ・十和田市の活性化は、まず商店街の繁栄につきる。

52 男 ６０代 ５年～９年 ・大字毎の地区で市政の報告及び対話の機会を開催してほしい。

53 男 ６０代 １０年以上

・まちづくりは市民への情報開示と政策への理解がなければならない。また、
政策推進にあたっては市民参加と市民との協働がなければうまくいかないと思
います。そのためにも、市民目線をどしどし政策に取り入れて実行してほし
い。
・個性あるまちづくりを進める上で、市民の意見を十分に取り入れて、政策作
成にあたっては十分審議を尽くすべきである。審議にあたっては地域性、年齢
構成、職種等を考慮して構成し、作成まで十分時間をかけるべきである。

54 男 ６０代 １０年以上

・こんなあたりまえの条例を策定しなければ市を運営できないなら、市長や議
員は辞職すべき。よって策定の必要なし。
・もし策定するなら、条例を実施しないときの罰則を。そうでなければ、こん
なに時間と税金を使用する意味がない。
・こんな事に税金を費やす暇があるなら、もっと市民の声を聞く方法を実施す
べき。



市民アンケート問９　―自由記入―

№ 性　別 年　代 年　数 ご　意　見　・　ご　提　案
・まちづくりのアンケートは、この件に関してのみのアンケートで集結してほしくな
い。まちづくりの基本は、官民一体の連携をつくる。市民はすべてこのまちで住んで
いる以上、住みよいまちになるようにと望んでやまない。具体的には、地方公務員も
含め、農林業、商工業、勤労者、学生等のそれぞれの立場があり要求もあると思う。
十和田市民になって、またずっと十和田市民でいてとても住みやすく、少子化対策も
施され、安心して老後を過ごせる、医療、社会福祉等の充実、また道路、交通網等も
含めた環境の整備がなされ、むしろ県外及び他市町村から移住したいと思われ、人口
が増えていくまちづくりが望ましいと思う。
　当然、地域経済基盤の確立をし、中小企業、住民の所得が低いかもしれないがそれ
が上昇していく、またその兆しを創り出すことが出来る展望を掲げ、市民と進めるこ
とと、そしてその取り組みが見えるように意見集約、市民へのフィードバックする等
が求められるため、アンケート等をこれっきりで終結して欲しくない。
・アンケートに対する回答はみんな必要な事で、ただ何処からどうのこうのではなく
住民は自治のため、行政に携わる方は当然住民のためこの理念を持ち、それぞれの立
場で頑張っているから、いまさらこんなアンケートでとやかく言うべきではないと受
け止めればそれまでの事です。
　しかし、それぞれの立場を理解し、ガラス張りの行政で運営することが、市民への
理解、信頼で元気を与え、元気を頂く行政運営を望むことです。
・この場で思いを全て語ることはできません。ちょっと気になることは病院問題で
す。病院は素晴らしい病院をつくってしまった事はもう後戻りできません。その運営
については、地域に望まれる内容かが問題としての市民懇談を開催しましたが、市民
参加型になっていない形式的な内容で終始するように思われます。
　市民と共につくる運動がなさすぎる。当然、病院従事者、組合、各階層の市民含め
て、長期、短期問題解決と展望を語りつくしていないし、諸問題解決の糧が得られて
いない状況が残念です。
　「いのちの館」旧沢内村の故深澤まさ雄の「生命の尊厳こそ政治の基本」の信念に
学びたい。信念を貫くための住民に依拠し、住民を組織し、そのため住民に必要なこ
とは県、国に物申すこの信念にちょっとだけでもあやかりたいと自分自身に問いか
け、行政を運営するものにはリーダシップを発揮していただきたいものです。
・今年も秋祭りが開催されましたが、それぞれ盛りたてようと参加者が頑張って、山
車づくりをはじめ成功させたと思います。しかし、少子化で子どもが少ない、業者も
頑張っているが寄附も中々大変など、まちの元気は業者が元気でなければと感じてい
ます。

・業者の地域振興条例を十和田市につくっていただきたい。既に八戸市並びに県議会
では全会一致で可決施行されてます。十和田市が自治基本条例制定の市民検討委員会
を立ち上げ、「十和田市自治基本条例」の制定にあたり、地域産業振興条例を他市及
び県外でもありますので参考にし、条例に盛り込んでいただきたい。
・中野渡市長から小山田市長になり箱物行政にストップかと思いきや、また福祉総合
プラザ凍結から一転し、市民参加型で中心市街地への整備に着手する動きがあります
が、病院問題解決なくしてすぐ箱物に動き出す。もっと市民サービスを考えるとき
は、例えば全国一高い介護保険料をどう受け止めればよいのか、改善の方向がないも
のかなどあらゆる角度から考えた結果、また箱物と結びつけること事態誤りと、考え
るとの結論であるならばそれまでである。
　しかし、住民生活をどう応援するのかについて、住みやすい、安心、老後も住みや
すい環境であるとの部分にも当然力を注いでいただきたいと考えるのは私だけでしょ
うか。
・まちづくりに関する問題も、まず何が問題か、旧沢内村では「雪と貧乏と病気」の
三悪追放に命をかけ、おのずと計画目標も「1．すこやかに生まれ」「2．すこやかに
育つ」「3．すこやかに老いる」これらの目標を実現するための「沢内村地域包括医療
計画」で取り組んだことは言われるまでもなくご存じの事と思う。
　しかし、このまちをどのようにしたいのか十和田市の三悪を出したほうがよい。そ
の中で当然取り組む課題が明確になると思うのは私の持論です。
イ．このまちはパチンコ店が多すぎる。当然そこに住む住民は環境に慣らされる状況
に陥るため、規制していただきたい。
ロ．市の予算の使い道を箱物土建中心にした使い道はもう卒業していただきたい。む
しろ、全国で汚名の介護保険、国保、保育所、高校まで医療費無料化等など優先すべ
き順番も考えて欲しい。
ハ．元気な産業をつくるため農業中心に循環型社会をつくりだす。バイオでやってい
るといえばそれまでですが、産業として雇用創出発展させるようにしたいものです。
三沢市での産業活性化住宅、リフォーム支援事業など、住民が地元業者へ発注するの
に対しての支援事業など、住民や業者を公的にも支援する農業のみならず、業者も含
めた考えに立つかは全国何処でもそれなりの支援活動が行われている。ただ新しいこ
とは面倒くさい。今さらではなく職員一丸となれば出来ると思う。
・いずれにせよ、アンケートで決めたことは実行していただきたい。

56 男 ６０代 ５年以内
・青年層の活動を活発化する。
・中、高校生の考えを発表できる場を設ける。
・十和田市出身者で県外居住者の意見を取り入れる。

57 男 ６０代 １０年以上
・大胆な発想の転換が必要に思う。例えば、旧湖町健診センターへ、市役所建
設部、企画財政部、議会事務局そして議会を移転し、市役所旧館を公民館化す
る等…。

55 男 ６０代 １０年以上



市民アンケート問９　―自由記入―

№ 性　別 年　代 年　数 ご　意　見　・　ご　提　案

58 男 ６０代 １０年以上

・立派な官庁街通りの桜並木、100選に入っている割にその道を他方面に発信
されていない。具体的にもっと楽しみながら「桜シーズン」は特に「茶席、ド
リンク店、ヤキトリ店、ｅｔｃ」観光、観桜させたら良い。何年経っても行っ
ている事は「ライトアップ」のみ、観光課、商工会は相変わらずこの道、この
街を生かそうとする気が無い。数年前に役所にこの話をしたら「ゴミ」がた
まって大変！とのこと。万事この調子。
運営費が大変なら市民に募金を募ったって良いのではないか？常に消去法で物
事を考えている様にしか思えない。
・今回のアンケート内容も全て当たり前の事柄を列挙するだけ、中身が見えな
い。当然の事柄の質問に今頃になってと言う感じだ。この内容も役所的だとつ
くづく思う。
・議会については、その前に議員手当の10～20％カットも音沙汰なし。前向き
な議員無し。

59 男 ６０代 １０年以上

・具体的には8/28付け東奥日報のニュースに出た青森市の記事「猫カフェで
…」捨て猫の活用のように、十和田市でも北里大などの活動の手助けを借りな
がら、このようなコーナーがぜひ欲しい。猫は飼いたくても近所との関係で飼
えないので・・・。けっこうこの意見は多いです。仲間内では。
・老人の多い町になってきているので、かつ商店街のさびしさなどから、中心
地（松木屋、亀屋跡）あたりに老人向けマンションを建て、「できれば一階に
医療関係、二階以上を住まい」とし、近隣に歩いて買い物に行けるお店でもあ
ればお互いによいように思います。
・青森駅付近にこのタイプのマンションがあり、見学に出かけたこともある。
雪かきなどの心配もなく過ごせそうと思った。１人又は２人暮らしには大きす
ぎる持ち家を処分し、手狭でなく、ある程度思い出の品、使い慣れた品を持ち
込めるような広さの間取りを確保できたら最高と思います。
・つまり、自家用車などの交通手段を持たない中高老年者が周りに多く、積極
的に体力作りにさんかするでもなく、かといって寝たきりでもない人達の割合
は何％くらいだろうか。こういう人達への対策も、企画の中にあってもいいの
ではないか。

60 男 ６０代 １０年以上 ・活気のある市にして。それに税金を投入すること。

61 男 70代以上 １０年以上 ・手を広すぎないこと。

62 男 70代以上 １０年以上
・優先順位をきちっと決めて予算を組むべし。優先順位の基準を公表するこ
と。

63 男 70代以上 １０年以上 ・旧十和田湖町はトカゲのシッポ切りな用に思われる。全く気に合わない。

64 男 70代以上 １０年以上
・財政が良くならないと良い考えが生まれてこない。農林畜産とか、若者のた
めに雇用の場をつくり、景気が一番と思う。貧困が生まれて街中も暗い感じが
する。

65 男 不明 １０年以上

・新幹線開通に伴い観光客も今までより多く訪れるであろうことは、誰もが理
解している事だと思う。そういった人たちが、一時的に宿泊する町としてでは
なく、出来れば滞在できる町として、若干の治安の悪化が懸念されるが、娯楽
施設等の充実も考えてもいいのではないかと思う。



市民アンケート問９　―自由記入―

№ 性　別 年　代 年　数 ご　意　見　・　ご　提　案

1 女 ２０代 １０年以上

・例えば現代美術館に来てもらった人に、お金を使ってもらうために、おみや
げを充実したり、バラ焼きを食べさせる食堂やちょっと一休みできるカフェな
どを作る。道の駅まで行かずとも、裂き織体験やきみがらスリッパ作りを体験
できる施設を作る。バスの便をよくする。巡回バスで道の駅や十和田市内を回
るようにする。車で来なくても足の便を良くすることが必要だと思う。
・おみやげが無いというのが、知り合いの意見で多かった。甘味屋さんや
ちょっとお茶できる場所も少ない。お勧めのレストラン、カフェ、おみやげ
屋、見学できる場所などのマップを作る。会津若松のマップや町並みはとても
参考になると思います。

2 女 ２０代 ５年以内

・美術館やアートとかいらないと思う。意味不明だし、もっと別の事にお金を
使うべき。お金の無駄。公園の遊具の色直しとか、遊具をもっと増やすとかし
たほうがマシだと思う。市の活性化よりも市民のためになることに使って欲し
い。あとムダな道路工事が多い。
・市職員の態度が悪い。

3 女 ２０代 ５年以内
・観光事業に力を入れすぎた派手な町づくりは良くないと思う。市民の生活を
より豊かにするような町づくりをしていくべきだと思う。（福祉、教育、医療
の充実など）

4 女 ２０代 ５年以内

・三本木通りみちのく銀行、青銀の所の分離式信号は、歩行者の時間が短く、
お年寄りや子供連れの親子さんたちがなかなか渡りきれない。スクランブル交
差点にして、少し時間を長くしてほしい。（その他の分離式も同様）
・美術館前から中央病院の先までの歩道がオシャレではあるが、地面がガタガ
タで、ベビーカーで通り辛い。ベビーカーや車イスのための平らな道を作って
欲しい。
・お祭りの山車の場所取りはまだいいが、横断歩道にはみ出したり、歩行者の
じゃまになるようなことは禁止してほしい。
・美術館前のモコモコの家は、ずっと映像を流している必要はないと思うの
で、センサーなどをつけると防犯にもなって良いと思う。
・美術館の監視員を半分位市の職員にしないと、いつかやっていけないと思い
ます。今後もずっと維持していくのであれば、市でまかなっていかないと大変
だともいます。せっかくできて、今活気が出てきているのでもったいないで
す。
・問８のその他にも書きましたが、このようなアンケートが毎回来るわけでは
ないので、街の中心か何か所にか、目安箱のような市民の要望や意見を投函で
きるものを設置して欲しいです。

5 女 ２０代 １０年以上

・十和田市で安心して子育て、出産が出来るよう産婦人科の充実、子育てサ
ポートをしていくべき。
・お年寄りが安心して生活することが出来るまちづくり。
・商店街のあり方の見直し、活性化。

6 女 ２０代 ５年以内

・あまりにも求人が少なすぎます。もっともっと人口を増やし活性化に務めて
下さい。
・道路が途中でなぜか終わり、行けそうで行けないところが多々あります。不
動産屋の問題？？砂利道の先にアパートが建っていたり・・・道路整備の見直
しをお願いします。
・街なかのシャッターがしまっているところがあまりにも多すぎませんか？？
なにか市で経営したらいかがでしょうか？？
以下、個人的なつぶやき
・はっきり言ってこのまち嫌いです（失礼お許し下さい）。少しでも好きにな
れるよう日々散策してみます。情報誌下さい。さみしすぎます。娯楽施設増や
して下さい（パチンコ店は除く）。商品が充実したスーパーも近くに欲しいで
す。ムール貝手に入りません。野菜安くて良いですね！

7 女 ２０代 ５年以内
・私は宮城から十和田に来て２年になります。去年出産しました。出産に関す
る補助金等も充実してましたし、満足です。また、最近は欲しかったいろんな
店ができ、十和田から出なくても用事がすむようになり、ありがたいです。

8 女 ２０代 １０年以上
・少子化対策をしなければならないが、その前に首都圏への流出を防ぐように
雇用の場の確保や活性化が必要だと思う。



市民アンケート問９　―自由記入―

№ 性　別 年　代 年　数 ご　意　見　・　ご　提　案

9 女 ２０代 １０年以上

・このアンケートは市長が直接みてくれているのでしょうか。
・若い人がたくさん働ける市。
・中央病院、特に産婦人科、私たちが安心して子供を産める市。（中央病院の
先生、職員たちの態度も悪いと父から聞いています。市長は知っているので
しょうか？待ち時間も長いし、どうなっているの？病院に治しに行っているの
に、もっと具合が悪くなりそうでした。）
・十和田市は若者にとっては住みにくい所です。老人にとっては良いのでしょ
うか。

10 女 ３０代 １０年以上 ・市議会議員のレベルアップを望む。

11 女 ３０代 １０年以上
・将来の子供たちが、市外へ移り住むことが減るよう、住みやすい十和田市を
目指して、まちづくりを考えていかなければと思います。

12 女 ３０代 １０年以上

・広報にも紹介されている「悩み解消」の教室、実際に参加された方々の話を
聞いて、接していて「よくある悩み」や「その悩みに対しての解決方法やサ
ポート所」を（参加されていた方々）に話していたら、その話（具体的にどん
な悩みがあり、何をサポートに使ったか）を、その教室の後に広報に特集を組
んで掲載したほうがよい。何らかの理由で「行けない、興味、関心はあるが不
安で」とか、見ているだけの人はいる。その人に「必要と思われる情報（知
恵、工夫）」を届けつつ、またその情報を広報の紙面を見て知り、その本人が
「自分にも当てはまる事」と感じる内容があれば、「聞いてみたい事、疑問」
が本人の中で生まれ、その生まれたものが「行動の動機」となって、「悩み解
消の教室」にも行くようになり、教室の参加率も上がる。
・今まであるもの、市がもっているもの、今扱っている事を一度、小学生の子
供でも分かるように、「一覧」として配布してほしい（そのための税金の使用
は可）。知っていても「その瞬間」には忘れている事がある。より活動を円滑
にするためには必要。市役所で行われている業務は、案外広く知られていな
い。市の仕事を知る、確かめる機会が増えることで、解消される個人の悩みも
増えると思う。
・中身の質、機能（お役所レベル）を今よりも上げる。全部が同時に上がるワ
ケがないので、弱い所を捨てることをせず、ウマク行っている所で「弱い所
も」カバーしている考え方で。
・市には「広告」についても学んでほしいと思う。相手に伝わる伝え方は「相
手のものの考え方、今その身の周りにあるものや受け取り方」をイメージし
て、相手の持つ言葉で語るから伝わる、と思うし、広報の内容によっては「も
う少し文字を大きく」してもらいたいと思う。
・現在はハードよりもメンタルだと思う。メンタル（が変化で考え方が変わ
り）、行動が変わり、生み出さたり、必要とされるハードが変わると思う。
・あと、「よりお金がかからない仕組みづくりや工夫」をお願いしたい。
・十和田市と同じような土地柄で、ウマク行っている所から（国内、海外かか
わらず）、参考になる部分を学んだまちづくりが希望。

13 女 ３０代 １０年以上

・現代美術館が観光スポットとして好評なのは良いのですが、それ以降のまち
づくりが観光客の方を向き過ぎているような気がします。もちろん観光客はお
金を落としますが、まちづくりはあくまでそこに生活基盤を置く市民を第一に
考えるべきではないでしょうか。具体的に言うと、旧松木屋の跡地に新たな施
設をつくるようですが、それはお客さんのためだけのものにならないようなも
のを望みます。日常的に市民が使える施設にしないと、無駄なハコモノになて
しまう可能性が否定できないと思います。（本当は今の１００円ショップを中
心にいくつか地元っぽいお店が入っている状態が結構人も入っているし、便利
な感じ？に見えますが？お祭りのときとか。いや全く同じにすべきとは言いま
せんが。）
・例えば八戸の八食センターが観光客の方向を向き過ぎて、以前は市民の市場
だったのに、今は空きスペースも多く、ただの巨大なおみやげ屋みたいになっ
てしまって残念ですが、十和田はそうならないで欲しいです。

14 女 ３０代 １０年以上

・遊びに行くところが遠くて分かりづらい。市内の駐車場が少ない。ネットカ
フェ、映画館（ジャスコみたいに１日中楽しめる場所があったらいいと思
う。）ネットカフェは周りの人たちから「十和田にもあったらいいのに」とよ
く聞く。



市民アンケート問９　―自由記入―

№ 性　別 年　代 年　数 ご　意　見　・　ご　提　案

15 女 30代 １０年以上

・質問の内容は、全て当然な事で誰しもが望んでいることだと思います。どう
してこのような内容のアンケート調査をするのでしょうか？無駄な税金使いな
のではないでしょうか？以前もアンケートに答えさせていただきましたが、十
和田市はよくなりましたか？今回のアンケートの目的・・・・・なんだったの
でしょうか？アンケート調査の結果はいつ、どのような形で公表してもらえる
のでしょうか？そして・・・いつ、どのように実行してもらえるのでしょう
か。

16 女 ３０代 ５年以内

・自然だけは本当にたくさんあり、生かし方によっては本当にそれ自体で人が
呼べる程の底力が十和田市の自然にはある。むやみやたらと遊歩道を作ったり
整地して、車で乗り入れる事ができるようにする事＝自然と触れ合えることを
大切にする町　ではないと思ってます。先ずはすばらしい自然環境があり、そ
れを知っていて自ら楽しめるような人が行政の中にいて、その人材が町づくり
に取り組んでいけば、全く新しいスタイルで、みんなが好きな十和田市になっ
てゆく事も夢ではないのでは？
・業務の中で自分の得意分野を生かすことの難しさは重々知っていますが、ま
ずは行政の担当者が、十和田のここが好き！を見つけてみるのも大切だと思い
ます。
・ケヤキの大木があって、桜や松があって、その中に美術館や官庁街通りがあ
る。まるで森の中に市の様々な施設があるような、このロケーションは何物に
も替えがたい！私自身も大好きな風景です。このバランスは素晴らしい。
・みんなが好きな町。木や川や山々が人と町と共存する町。そんな十和田を誇
りに思うし、これからももっとそうなってほしいし、自分にもできる何かがあ
るならやっていきたいと考えます。

17 女 ３０代 5年以内
・子育てしやすいまちづくり。安心して出産できるまちづくり。（産科が少な
い。1人目ならどこでも産めるが、2人目、３人目なら近くで産みたい）

18 女 ３０代 １０年以上

・市民の意見を聞くことだと思います。福祉施設等、増えることはいいことだ
と思いますが、その他の子供の遊べる公園等の整備をしてほしいです。（遊具
の点検、草刈りなど）
・天気の悪い時に遊べる場所がないので、小学校の体育館や市の施設等を無料
で開放してほしいです。

19 女 ３０代 １０年以上

・市の文化祭のあり方について。文化祭では会議が何回と開かれ、出演者にも
労力と金を使ってもらている。市側でも集客の為のアイデアや出演者側の負担
軽減等、軽くなるような運営にしてほしい。市の文化祭は市民がより楽しめる
為の文化祭であってほしい。

20 女 ３０代 ５年以内
・初めて十和田市に来て、市役所の方々の不親切さに驚きました。長く住みた
くなるような、みんなが話しかけやすいまちづくりをお願いします。

21 女 ３０代 ５年～９年

・十和田市をもっと知ってもらう為に、もっともっと宣伝し、他県に知っても
らう事だと思います。
・屋台村も、もっと空いている所をなくして、人がたくさん来るようにして下
さい。
・十和田市民が住みやすい町作りをめざして下さい。
・子供が欲しくてもできない人達に何かしらの補助や手助けをしてほしいで
す。
・健診をもっと安く、色々やってほしいです。

22 女 ３０代 ５年～９年
・アンケートの内容が抽象的すぎる。具体的に現在していることと、これから
できること、考えていることを挙げないと、同じ質問をされていると感じまし
た。

23 女 ４０代 １０年以上

・今年１２月４日に青森まで新幹線が全線開通となり、七戸十和田駅の利用等
で、今後観光面でも活発化してくると思います。十和田市は、官庁街通りが道
として、新渡戸氏が有名歴史人として、また屋内外美術館を有し、素晴らしい
環境下に市民は住んでいると思います。
・近年、外食産業（店舗）が増え、娯楽産業も徐々に増えてくると思います。
現在は就職難ですが、若者の多くが十和田市近郊で高卒後も希望の職に就ける
ような時代が到来するように頑張ってもらえたらと、中2の子供を持つ親とし
て切に思います。
・その為に、市民も市に対し協力しなければならない事があれば自主的に働き
かけると思いますので、相互協力をモットーに今後の課題に取り組んで行って
ほしいと思います。



市民アンケート問９　―自由記入―

№ 性　別 年　代 年　数 ご　意　見　・　ご　提　案

24 女 ４０代 １０年以上

・十和田市は「自然が近く、多い」身近な所にもそう感じる場所はたくさんあ
るけれど、数十分も行けば「絶景」に出会える。もてなしの上手い有名観光地
でも青森県のような美しさはない。
・「人が優しい」これは地元の人でも気づいていないだろうと思う。それがい
い所だ。十和田市が私有地であったなら、この素敵な環境を大いに利用するだ
ろう。㈱十和田市として。
・心の中には「教えたくない所」でもある。観光客が大勢来て汚されるのが嫌
なのだが、十和田市を好きになった人だけには何度でも来てもらいたい。永住
してもらいたい。いろいろな思いはあるけれど、たとえば今全国的に犬、猫の
殺処分を知り、減らそうとする運動が広まっている。十和田市には高度医療を
受けられる北里大学動物病院もある。犬猫を可愛がっている人たちは、動物と
一緒に泊まれる宿を探したり、そのためならば遠くてもお金をいくら使っても
よいと考えている人は多い。また、動物と一緒にのんびり暮らしたいと思って
いる人も増えている。お金や便利なだけでは幸せにはなれない。
・十和田市を全国にＰＲするならば、「日本で初めて」となるものがいいだろ
う。十和田市現代美術館ができる前は、「ムダな物」という人もいたが、今は
どうだろう。まだまだ完全に満足するものにはなっていないけれど、若い人た
ちが何かをしようとしている。心が豊かになる楽しいものを見つけるとそのた
めに頑張れる。
・十和田市の環境を活かして、動物と人、若者と老人、それぞれの良さを出し
合って、住みやすい日本一幸せな街を創れないだろうか。国を頼ったり、来年
の予算がなどと小さく考えていると何も生まれないと思う。十和田市は美しく
優しくて住みやすい。終の住みかにはぴったりだと思う。不満に思う点も差し
引いても十和田市が好きだ。
・私のひとつの夢は十和田市で楽しく生きて貢献し、八甲田山か十和田湖が見
えるところで愛犬と一緒に樹木葬して眠ることです。
・「幸せに暮らせる日本一美しい街」を心を込めて作って下さい。努力して働
いて下さい。ひかえめすぎる人が多いけれど、高いコンセプトを持って「独立
国十和田市」として、民間の行動力のようにこまめに修正する姿勢で進まなけ
れば、夢はしぼんでしまう。期待してます。

25 女 ４０代 １０年以上

・外観を優先している十和田市の今は行けないと思う。官庁街通りから一本裏
に入ると、デコボコな道路がたくさんある。冬の雪対策ため、側溝は七戸町の
ように雪を側溝に流せるようにしてほしい。除雪ももっとコマ目にやってほし
い！そういうところに手をつけないで、官庁街通りのみきれいにしても全然意
味がない！無料駐車場もなくて困る！これから冬になるが、除雪問題は第一に
とりあげ、早急に対処してほしい！絶対！除雪予算のことをとやく言うなら、
パートをなくし、職員（上級）の給料をもっと減らせばいい！眼鏡ふいたり雑
誌をみている上級はおかしい！こっちは税金払っているんだから！

26 女 ４０代 ５年以内

・高齢者と子どもの足の確保。市の巡回バスの設置、特に市内の病院、医院、
公民館、図書館、公園、運動場などを巡回してほしい。どこまで利用しても１
００円ワンコイン。活性化につながる。
・観光を主体にするのではなく、住民である市民の満足度を上げてほしい。特
に知的充実度を上げてほしい。旧ダイエーの駅ビル店内に、市民図書館（五戸
図書館を参考に）や休憩ホールや軽食（静かな空間）、多目的ホールの設置を
することで、地に足のついたまちづくりができる。
・十和田観光電鉄の経営悪化に伴い、バス、電車の本数が減少し、高齢者、子
どもの行動が不便になっている現状がある。巡回バスは現代美術館の観光にも
一役買うのでは。

27 女 ４０代 １０年以上

・市民課に相談に行くと、ここではなく違う課へと言われ、言われた課へ行く
と市民課と言われ、市役所をたらい回しにされた。収入が減ったので税金の相
談に行っても、あまり話を聞いてくれないし、自分たちの事が大事なのか、金
を出せと言わんばかりだった。
・市民課でよく見られるのが、窓口の受付の方がよくわからない方が出てて、
少し話をするとすぐ奥の方に話を聞きに行き、戻って来たら話をして、こっち
がその話に又わからないで聞くと、又奥の方に行って話を聞いてくる、みたい
に行ったり来たりして、30分以上もそういう対応をされた事が1回だけでな
く、数回やられた！



市民アンケート問９　―自由記入―

№ 性　別 年　代 年　数 ご　意　見　・　ご　提　案

28 女 ４０代 ５年以内

・防災無線について。火事や災害の場合、市民への通知はどのようにしている
のか？消防車が出動していてもどこの火災かわからないので、もし、近所に火
災が発生した場合、避難できるのか心配である。また外出していてもお昼や夕
方5時にサイレンや音楽等何もなく、子どもたちに帰宅時間を知らせるために
もあった方がいいと思います。
・ゴミ収集について。プラスチックゴミに出しても燃えるゴミが入っていたと
いうステッカー1枚で持っていかない時があります。どれがまちがっていたゴ
ミか知らせてもらわないと分別に困ります。また、全部燃えるゴミに袋を入れ
かえられたら持って行きました。分別しなくてもよいのではと思います。
・スプレー缶について。使用後合わなかった物、少量で用事が済みもう使用し
ない物。「全部使い切って穴をあけて出して下さい」と言いますが、使い切る
ことができなくて困っているわけですから、年に1～2回そういうゴミを収集す
る機会を設けて欲しいです。（有料でもいいし、そういうゴミを収集してくれ
るお店があればと思います。）
・除雪について。ゴミ収集日は、ゴミ収集車のために路地も除雪されますが、
集合住宅で路地にある場合、雪を捨てる場所もなく、除雪する人も日中は2～3
人で非常に困ります。（14世帯あるのですが。）除雪で困った場合、どこに相
談すれば良いのでしょうか。
・市民プールについて。今年は暑かったので、8月いっぱい営業しても良かっ
たのではと思います。おむつの乳幼児は赤ちゃんプールのみの利用にしてほし
いと思います。防水のおむつもしないで入っている親子がたくさんいました。
・美術館もリピーターが来なければだめ。1度行ったからもう十分と思われな
い工夫が足りないと思う。

29 女 ４０代 10年以上
・とにかく市の借金を減らして下さい。市職員の数、給与等を減らしてでもお
願いしたいです。

30 女 ４０代 １０年以上
・中学生と高校生の息子がいるのですが、その子たちが利用できるような場所
がもう少しあれば良いと思う。

31 女 ４０代 10年以上

・うちのおばあさんは中央病院に通っていたのに、新しい病院ができる時、
「個人病院に行って下さい。ここは酸素ボンベを引っ張って歩いてるような人
しか受け入れなくなりました」とお医者さんに言われ、泣く泣く個人病院に変
わりました。そういう風に言われた人が大勢いたから患者数が減ったんじゃな
いのですか？ＮＨＫの番組を見ました。毎年すごい赤字だそうですね。今こそ
どんな人でも受け入れてくれる病院にして欲しいです。お医者さんもテングに
なっているような人が何人かいます。意識改革をして下さい。
・あと中央病院の駐車場代、高い！あれだと身障者（車いす）用の駐車場に止
めたくなります。たまに車いすのおばあさんを乗せて行った時、身障者用の駐
車場がいっぱいで止められない時があります。もっと安くして下さい。八戸の
赤十字の方が安かったですよ。
・あと、甲東中のそばの遊歩道必要なんでしょうか？あんなにキレイに整備し
てますが、税金のムダ使いだと思います。図書館や公民館が古いのが気になり
ます。そういう所に税金を使ってもらいたいです。

32 女 ４０代 １０年以上
・ここ何年かの間に、まちおこしや美術など、随分と県外にまで広がったと思
います。若者達の集まる買い物施設や遊べる場所も増え、Ｕターンしても楽し
く暮らしていける環境ができてきたと思います。

33 女 ４０代 １０年以上

・称徳館やパターゴルフ、サッカー場の場所があまりにも市中心部から離れて
いるため、車利用でなければ行けない状態にある。もう少し市中心部に近けれ
ば、高校生でも自転車で行き帰ができて利用頻度が高くなったのではないか。
十和田ジャスコも少し市中心部から離れているため同じである。（立ち退きの
問題もあったと思うが。）「歩き」や「自転車」で行ける範囲にあればもっと
利用者も増え、活性化できたのではないかと思う。
・市長、職員、審議会や委員会の委員、そして有志に限らずとも、いろいろな
参考になる意見を持っている人たちも沢山いると思うので、機会を細かくく
ぎって、そのたびに市民の意見や感想を聞きながらまりづくりを進めていって
ほしいと願ってます。その方法はいろいろあると思いますが、今回のアンケー
トのような形で市役所の方に準備しておき、興味のある人、意見のある人はそ
れに書いて提出するとか。



市民アンケート問９　―自由記入―

№ 性　別 年　代 年　数 ご　意　見　・　ご　提　案

34 女 ４０代 10年以上

・十和田の良さをもっと沢山の人に知ってもらうために、訪れてくれる人のた
めに、鳩バスみたいなのを設けたらどうでしょうか。その中に十和田湖や現代
美術館、官庁街巡り、そして昼食もとり入れて、どこかのレストランでバラ焼
き定食や長いもなどの料理を出すとか・・・（そうすることによって地元の飲
食店が活性化するのでは？）それからアーケード街にオシャレなお土産を置い
てショッピングの時間を設けたり。それと、地元の工場見学もとり入れて試食
をしてもらったり、お土産を販売したり。
・あと、全然関係ないかもしれませんが、官庁街の標識をもっと分かりやす
く、大きく表示してほしい。例えば市役所への曲がり角、中央病院への曲がり
角、公民館など、その他、いつもどこの角を曲がれば良いのか分からず、通り
越してしまって・・・はじめて通る人には分かりづらいと思う。運転手から見
て、すぐに分かりやすい様に表示してほしいです。

35 女 ４０代 10年以上
・地域にはたくさんの人材がいます。その一人一人が自分らしくいられる地域
づくりがなくしては、まちづくりにもなりません。子どもたちが自分らしくい
られる地域づくりこそが、まちづくりにつながっていくはずです。

36 女 ４０代 5年～9年

・「まちづくり」と聞いても身近に感じる人の方が少ないと思う。難しい表現
をさけ、市民レベルの目線に立った身近な事例や取り組みを紹介したりして進
めていくことで、周知する市民が増えていくのではないかと思う。
・「自治基本条例」だけの文字だとわかりづらく固い感じで、深く知りたい気
持になれない人も多いのではないかと思う。わかりやすいように、その下にサ
ブタイトルとかを付けると良いのでは？
・このアンケートについて。ほとんどの設問で「あてはまると思う番号全てに
○」となっているが、私は全て大事だと思い○をつけた所が多かった。全て大
事と思う中でも優先順位をつけさせるような回答にすると、どれから優先的に
取り組むべきか（市民の期待する優先度）がわかり、取り組む側の方にとって
も、取り組みやすかったのではないかと感じた。

37 女 ４０代 １０年以上

・十和田に住んで25年、八戸から移住してよかったのは道路が広くてよかっ
た、みどりが多かったことです。今の十和田市はおかしい！何をしたいのかわ
からない！生活保護が簡単にもらえるからと移住してくる人、不当にもらって
いる人の多いこと、中央病院の対応の悪さ！古い病院だった時が不便でもよ
かった。思いやりがない、市民の病院なのに何かがちがう！このアンケートを
とっても、私の意見など聞く耳もたないし、改善されないムダ！な事だと思い
ながら書いています。生活保護者、中央病院の改善、介護保護者の改善、もっ
と耳をかたむけ、足を使い、心を持ってやって下さい。書類だけの改善は必要
ありません。私は不満だらけではありません。そこから始めなければ何をやっ
ても十和田市は変わりません！市長に届いて欲しいと思います！！

38 女 40代 5年以内

・美術館での町おこしに多額の投資をするばかりでなく、スポーツで頑張って
いる子供達（武道系）のために、もう少し援助の目を向けて欲しいです。志道
館の老朽化は使用する者にとって不便です。今時トイレが和式しかない。空調
の不備や至る所の不良等、一度活動している所をきちんと視察して欲しいもの
です。

39 女 40代 １０年以上 ・「十和田市に住んで良かった」と思えるようなまちになってほしい。

40 女 40代 １０年以上

・役所の方は一般の人達と考えに幅があると思う。今までこうしてきたから、
と変化を嫌って新しいことや自分たちの仕事が増えたりすることを嫌っている
ように思う。何かにつけ十和田市は税が高く、保育料、保険料を周りの市町村
と比較して本当に高い。十和田市民が幸福になれるよう「さきだち」の人々が
市民をしっかりひっぱって行ってほしい。

41 女 40代 10年以上

・大きな企業を招致してでも、若い人から年配者まで働く事ができるような環
境を作ってほしい。
・もっと気軽にスポーツが出来るところ（例えば卓球とかサイクリングロード
など）があればよいと思います。

42 女 40代 １０年以上
・もっと市民に情報を公開。市民ひとりひとりが把握している状態を増やす。
・市民の興味のある物に目を向けて欲しい。

43 女 40代 １０年以上 ・娯楽施設を作ってほしい（映画館、アミューズメントパークなど）。

44 女 40代 １０年以上

・十和田市で生まれ育ち、ここはとても住み良いと思いますが、雇用が少な
く、給料が安いのは何とかしてほしいです。切実に・・・。
・観光に力を入れて色々と街を整備しているようですが、私にはムダに見えま
す。福祉に力を入れる方が大事です。困っている人がたくさんいます。



市民アンケート問９　―自由記入―

№ 性　別 年　代 年　数 ご　意　見　・　ご　提　案

45 女 40代 １０年以上

・子供の医療費の検討（他市町村では中学生までとか高校生まで保証ありと
か）や、福祉の充実とか・・・。高齢者もお金が無くて、必要なサービスが受
ける事ができない人も・・・。介護予防の人達の受け入れとか・・・検討して
ほしい。

46 女 40代 5年以内

・高齢者の福祉ばかりが充実されている。障害者（児）の支援に力を入れて欲
しい。うちの子供が通学している小学校は、毎年重油が足りないということ
で、冬も寒い思いをしている。また、地球温暖化のせいで猛暑になっているの
で、1教室に1個扇風機でいいので設置してほしい。

47 女 40代 １０年以上

・以前はこのようなアンケートがなかったようですが、これからはアンケート
調査が必要かと思います。市職員や市議会の意見だけでなく、市民の声を聞か
なければ良いまちづくりは出来ないと思います。職員の皆さん、頑張ってくだ
さい。

48 女 40代 １０年以上
・十和田市は都会の人にも誇れる街になりつつあります。商業化がもっと活発
に進んで頂けると、もっと人口が増えると思います。

49 女 ５０代 １０年以上

・旧国道商店街の活性化を望みます。商店街で買い物ができたのは何年前だっ
たのでしょうか。シャッター通りになってしまったのは残念でなりません。
（主要道路なのに・・・）
・官庁街にだけ手をかけないで、整備を必要としている所は他にも沢山あると
思います。十和田市民に何が一番必要なのか？

50 女 ５０代 ５年～９年
・副市長の役割が何なのかよくわからない。市職員も市議会議員も公僕の意識
が足りない。議員数は削減し、報酬も時給制にしてもいい。

51 女 ５０代 ５年～９年 ・単純ですが、安心安全な町をみんなで作っていけたらよいと思います。

52 女 ５０代 ５年～９年
・旧国道4号沿いの商店街の活性化と、それに伴い広い駐車場の完備をしてほ
しい。雇用の促進にも努めて欲しい。

53 女 ５０代 １０年以上 ・市の10年後、20年後を考えて街づくりをしてほしいと思います。

54 女 ５０代 １０年以上
・街並みもだいぶきれいになりましたね。役所の職員も親切丁寧な対応をお願
いします。

55 女 ５０代 １０年以上
・観光のまちと言われるよりも福祉の充実したまちにしてほしい！医療体制に
もっともっと力を入れて下さい（産婦人科）。

56 女 ５０代 １０年以上

・美術館を見せるだけでなく、その後立ち寄る観光物産館、食事、喫茶店がす
ぐ側になさすぎる。ワゴン車（クレープ、ワッフル、飲み物）販売等を考えて
欲しい。観光客の皆さんからの収入源を生かしてほしい。
・家族皆で1日中留まり楽しめる遊園地等を含め、街の活性化を第一に考え、
全市職員が一丸となって行政が先に立ち、基本を見せて欲しい。

57 女 ５０代 １０年以上
・医療、救急体制の整った安心して暮らせるまちにして下さい。中央病院では
心臓に関しての救急は出来ないと聞きました。とても不安です。

58 女 ５０代 １０年以上
・中心部に市民が集まれる公園がほしい。今は行っても何もない。札幌の大通
り公園みたいに、座れるイス、花、木があれば行きたくなる。自然とふれあえ
る「ゴラク」があれば人が集まると思う。

59 女 ５０代 １０年以上

・市職員は十和田市に対して奉仕者であるべきなのに、町内会にも入会せず
（ご夫妻が市職員）、ゴミは勝手に出しても私達市民は何も言えない。ホント
の話。あげくのはてに市のゴミ収集車で自宅のゴミを運んでいる！職員の意識
教育が必要なのでは！1万の年町内会費と町内の草とりの奉仕活動、どちらも
十和田市にとって大切じゃないですか。

60 女 ５０代 １０年以上

・大型ショッピングセンターを元町周辺にあればいいと思う。
・秋祭りのトイレについて深刻に考えてほしい。他人の軒下で用を足している
人ばかりで、訴えられても仕方ない。某スーパーのトイレには蛇列そのもの
で、老人の方々はおもらし寸前の方もいて、楽しい秋祭りが悪夢で
は・・・・。又、使用されずと縄ばりをしている所が多く、行政側もこのよう
な繊細な部分に目を向けて下さい。

61 女 ５０代 5年以内

・市のよい所を県外、首都圏などへどんどんＰＲすべきだ。
・旅行者が来ても分かるように観光ガイドブック（市内案内の名所、見所、交
通網、ホテルなど）を作ってもらいたい。
・新幹線開通に伴い、二次交通を充実し、十和田に人を呼び込むべきだ。



市民アンケート問９　―自由記入―

№ 性　別 年　代 年　数 ご　意　見　・　ご　提　案

62 女 ５０代 １０年以上

・今の時代を見据えたまちづくり、心ある職員にまちの仕事をして頂きたい。
口が悪く、威張りくさい職員が多く税金のムダです。中央ＨＰ、ＮＳも同様、
Ｄｒもです。市民が馬鹿にされているようです。子供のことも高齢者のことも
あたたかい目で、心でまちづくりに反映させてほしいです。

63 女 ５０代 １０年以上
・公租、公課、上下水道料金等が高すぎる。市役所の職員の給料をカットすべ
き！

64 女 ５０代 １０年以上

・公共工事の見直し（新築）。議員定数の見直し。議員報酬の見直し。
・課題が大きくてピンときませんでしたが、私は現在働いておりまして近々定
年になりますが、きちんと税金も納めております。その上で税金は大切に使用
してもらいたい。

65 女 ５０代 １０年以上
・観光のまちとしてですが、昔に比べると十和田湖への観光客が減ってきてい
ると思います。他県の方が来たくなるような観光地開発をぜひ実現していただ
きたいと思っています。

66 女 ５０代 １０年以上

・市立中央病院の看護師の口の悪さをどうにかしてほしい。
・医師が間違ったことを話しても謝らない。また、医事課へ話をしても全く聞
き入れない。
・公園や美術館はありますが、小学生が楽しく遊び、幼稚園、保育園児が遊べ
るところが少ない。もっと安全に遊ぶところが欲しい。特に室内の所があれば
と思う。

67 女 ５０代 １０年以上
・私も10年余りで高齢者の仲間入りになります。健康と福祉の充実した十和田
市になってくれるよう願ってます。

68 女 ５０代 １０年以上

・町内会から市へ・・・・受け入れてもらえずに届かない声は多々あるので、
定期的に市民個々の生の声を聞き歩く議員があって欲しい。
・駅は十和田市の顔。駅ビルをいつまでもあのままにしておかず、無料で参加
できる卓球、百人一首など室内娯楽や職を求めている人のために飲食テナント
を入れたり、習い事ができるテナントを入れたり、休日当番医を置き、市民が
ここで受診できる医療体制でも、とにかく利用して頂きたい。

69 女 60代 １０年以上

・現代美術館はとても良いアイデアで評価されるべきものだと思う。あまりお
金をかけないで、良いアイデアを取り入れ、他の市にはないものを計画してほ
しい。
・ちなみに我が家では、初灯篭流し（灯篭を3つ買い、パレードに加わりまし
た。）楽しかった。来年は市の盆踊りにも参加しようかと思っています。どん
どん市の行事もお願いします。公民館の講座も通っています。あと、市内に新
しいレストランもできて、今まで八戸、青森に行ってましたが、市内で食べら
れるのがとてもうれしいです。

70 女 60代 １０年以上 ・今のようなアンケートを定期的にお願いしたい。

71 女 60代 １０年以上

・市役所職員での中での異動配置換え等があるために、どうせ2～3年で変わる
という意識が多すぎる。前例主義でなんなく2～3年を過ごせばという人が多
い。新しいまちづくりをするためには、行政と市民が意識をしっかり持って取
り組まないと実現は難しいと思う。まちづくりと同時に人づくりも期待する。

72 女 60代 １０年以上 ・福祉の充実と介護保険の安い十和田市にしてほしいです。

73 女 60代 １０年以上

・市議会議員の人数を減らすこと。職員の給料を1割カット。1家族で職員（市
役所）は1名とする。生活保護者の方にもボランティアに参加してもらう（街
をきれいにする為、2～3時間の労働）。
・財政の見直し。市会議員の無報酬の方を集う。ボランティア市民はきっと居
ると思う。
・十和田市を日本一素晴らしい街にしたい。それには会社組織をもっともっと
取り入れると良いと思います。

74 女 60代 １０年以上

・市職員は税金で養われ、雇われている意識を持つこと。民間企業以上に努力
すれば今回のようなアンケートは不要です。
・1996年、木村元知事とメーン州の議会等見学するチャンスがありましたが、
ガバナー、メイヤー、議員は公僕であるという意識が強く、公職もボランティ
アの意識を強く感じたことは、ある種のカルチャーショックでした。
・市民から選ばれた公僕は、市民の血税を預かっているというコンセプトの上
に、1円の税金も大切、有効に使って欲しいです。



市民アンケート問９　―自由記入―

№ 性　別 年　代 年　数 ご　意　見　・　ご　提　案

75 女 60代 １０年以上
・市長のリーダーシップのもとで、これからの十和田市をどうして行きたいか
と言う事を明確にして、それには私達がどのように参加できるか色々な事を発
信してほしいと思います。

76 女 60代 １０年以上

・このような時代だから行政も大変でしょう。私は一市民ですが、自覚のない
市民もいます。それぞれが自分が良ければ・・・という考えを改めて、知恵と
工夫をして住みよい十和田市になることを願います。
・小さなことですが、現代美術館近くに十和田のみやげ店や食事処などあれば
いいねと何人かの人達と話し合いました。
・周辺集落から通院するお年寄りがバス停に立って待っているのをみると気の
毒です。乗り合いタクシーのような工夫なども必要かと思います。弱者（特に
高齢者）にやさしい行政を望みます。
・私は三本木で生まれ育ち住んでいますが、中心街が元気がないのがとても悲
しい。アーケードの下をもっと多くの人が歩いているような街づくりを望みま
す。

77 女 60代 １０年以上

・旧松木屋跡地とその周辺を現段階でどのような形、構想を持っているのか知
りたい。
・西14番町、西15番町、西16番町等の狭い道路（自動車行き来出来ない）等、
将来的な先の見通しが全く見えない。農村地帯の農道はとても広いのに手のつ
け様がないものなのか。
・官庁街通りの遊休地、広報等で今後どう生かすつもりなのか載せて欲しいと
思います。

78 女 60代 １０年以上

･町全体に活気がない。個性的な町づくりに力を入れてほしい。元気の出る様
なイベントの実施を増やしてほしい。それには市民と積極的な意見交換が必
要。市民の声をじっくり聞いて、十和田市には何が足りないのかを探りださな
ければいけない。そして、市民が市のボランティア活動に参加できる体制づく
りが必要。
・他県の成功している所の見学、良い所を取り入れること。
・町全体にまとまりがない。いろいろな店があちこちに分散しすぎではない
か。例えば、すく近くにイオンショッピングセンターがあるが、その周囲にも
温泉とかレジャー施設（特に子供達も楽しめる様な）、道の駅などももう少し
近い方が効果的だと思うが。

79 女 70代以上 １０年以上

・まちづくりの前に、近年隣近所のお付き合いが希薄になっているようです。
子供が成長する上にも、近所のおじさんおばさん達とのコミュニケーションが
必要だと思います。幸い私のまわりは孫達とも仲良く声をかけてもらっていま
す。これは何が問題か分析する必要があると思います。
・次に町の中心街は人出が少なくなりました。私はあえて今までお世話になっ
たお店で出来るだけ利用していますが、あるお店で「今まで利用して下さった
方も次の代になったらなかなか来て下さいません」とつぶやいていました。共
稼ぎのせいもあると思いますが、すぐスーパーに走ります。町でなるべく買い
たいのですが、スーパーもなく中央商店街では買い物が出来ないのです。どう
か若い人達も行けるお店（特に食品）をぜひ中心街にもと願っています。

80 女 70代以上 １０年以上
・市の有料駐車場は、土日祝日又は市行事のある時は市職員の使用を禁止する
こと（朝8時30分で満車になっている）。他市町村又は観光客の駐車場がな
い。

81 女 70代以上 １０年以上
・若い人の雇用をお願いしたい。
・どなたでも働きたい人の採用。

82 女 70代以上 １０年以上

・老人にとり、暮らしにくくならないまちにしてもらいたい。例えば買い物な
ど・・・
・市内廻りのこまわりのきくバスなど希望します。決して大型でなく、小さく
ても良いと思います。とにかく便利な足がほしいです。
・旧街中に例えば図書館などを作り、もっと人の集まる（その中に身に体育館
等、いろいろに使用できる様）事を考えていただきたい。



市民アンケート問９　―自由記入―

№ 性　別 年　代 年　数 ご　意　見　・　ご　提　案

83 女 70代以上 １０年以上

・市の財政の苦しさが、市民の側にどれ位困っているのかがよく伝わってこな
い。しかし、市民病院のことについては度々新聞等で、対策等について市民の
参加の様子が見られ、その努力の様子が感じ取れます。院長さんはじめ市行政
の政策がわかります。
・要は少ない予算でいかに効率を高めていこうとしているか。市民と行政が協
働して、十和田市のまち作りを進めていくかが大切だと思います。（その動き
が見えるように）
・私たちは高齢者です。この先、このまちがどんな方向を目指して行政を進め
ていこうとするのか、老後のことがとても心配です。特に医療と福祉対策が心
配です。どうかこれからも頑張って下さい。お願いします。

84 女 70代以上 １０年以上

・市職員の整理（市役所、病院等多過ぎ）
・立派な美術館があるので、まわりをもっと整備してほしい。たとえば観光客
が来た時、簡単な食事（ラーメン、うどん、バラ焼き）が出来たり、地元産を
売ったりと、道の駅のような店があったらと思う。
・雇用の場を増やす（工場とか）。そうしないと活気のある市にならない。
・市内を走る１００円バスがあったらいい。

85 女 70代以上 ５年～９年
・まちづくりといっても、若い人たちが県外に仕事にでているので、なかなか
難しいと思います。また、農業も年寄りで私の家も大変です。

86 女 70代以上 １０年以上

・年齢が益すことで不安が多過ぎて、書くことがたくさんあります。
・国民年金から介護保険を引かれて２カ月に１回のお金は４万円位です。その
お金で衣食住、病院、バス代、タクシー（整形の場合）利用で、少しばかり貯
めたお金は底をついています。いかがですか。
・でも１つだけ許せません。生活保護家庭の暮しはとても私にはガマン出来な
いのです。私が病院で待っている間の皆さんの会話は、不安の話と生活保護者
の優遇の話ばかりです。偽装離婚して籍を抜き、生活保護をいただき、衣食
住、教育、病院、すべて安心な生活で、朝パチンコ、競馬、夜酒を飲み、車持
ち、タバコふかし、そんなぐちばかりですよ。
・世間の方々はもう少し受給者の生活を調べて下さい。ほんとうに働けないの
でしょうか。１回受給すればやめられない生活だと思います。
・話によると市会議員にお願いしていただくようですよ。まじめに暮らしてい
る方に、税金の使い方を研究してみてはいかがですか。議員の方々の名前はひ
かえますが、一票をほしくての親切かお考えください。議員たちよいいかげん
にしろ。

87 不明 ５０代 不明 ・高齢者や障害者の人も住みやすく働ける十和田市にして下さい。

88 不明 ６０代 １０年以上

・中心商店街・・・・経済活動の流動によって中心はいつも変化するもの。中
心商店街の活性化はナンセンス。中心を奪われるような経営をしておいて、衰
弱したから助けてくれでは虫が良すぎる。市民は新しい「中心」で生活が活性
化している。「㈱まちづくり・・・」は参加企業のための活動に見えて残念。

89 不明 不明 １０年以上
・現代美術館、子供広場とか、もっとお金の運営の道があると思う。市議もや
りなおし、若返りの議員作りをしてほしい。




