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概要

Ⅰ 調査の概要

1 調査の目的

2 調査の方法

3 回収結果

(1)回収数

(2)回収率

4 報告書の見方

(1)

(2)

(3)

599

29.6%

集計は、小数点第２位を四捨五入しています。従って、数値の合計が100％ちょうどにならない場
合があります。

回答の比率（％）は、その設問の回答者数を基数として算出しています。

本文や図表中の選択肢表記は、語句を簡略化している場合があります。

記 入 方 法

１　施策項目は、満足度及び重要について５点満点とし、該当点数を回答
　用紙に書き込む方法

２　個別項目は、該当する数字を回答用紙に書き込む方法

３　属性項目は、該当する番号に丸印をつける方法

調 査 期 間 平成26年5月9日（金）から6月6日（金）まで

そ の 他
１　調査票　Ａ４版両面印刷16ページ

２　回答用紙　Ａ４版両面印刷１枚

調 査 方 法 郵送による配布及び回収

調 査 項 目

１　施策項目（28項目）
　　　長期総合計画における施策の満足度・重要度、また、各施策の取組を
　　総合的に判断するための総合満足度

２　個別項目（１項目）
　　　市に対する愛着度

３　属性項目（６項目）
　　　性別、年齢、職業、家族構成、居住意思、住所

　本調査は、長期総合計画に基づく市の施策及び事業に関する市民の意識（満足度・重要度）に
ついて調査、集計、分析を行い、今後の市政運営の基礎資料とするため実施します。

項 目 内 容

調 査 対 象 者 市内在住の18歳以上の男女

調 査 対 象 者 数 2,000人

抽 出 方 法 住民基本台帳に基づく無作為抽出
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属性

Ⅱ 調査結果

1 回答者の属性

(1)性別

回答数 割 合

男性 277 46.2%

女性 312 52.1%

無回答 10 1.7%

合計 599 100.0%

(2)年齢

回答数 割 合

10代 4 0.7%

20代 44 7.3%

30代 64 10.7%

40代 91 15.2%

50代 115 19.2%

60代 143 23.9%

70代 88 14.7%

80代以上 44 7.3%

無回答 6 1.0%

合計 599 100.0%

(3)職業

回答数 割 合

農林水産業 14 2.3%

自営業 44 7.3%

会社員 95 15.9%

公務員 83 13.9%

団体職員 10 1.7%

ﾊﾟｰﾄ･ｱﾙﾊﾞｲﾄ 55 9.2%

学生 5 0.8%

主婦 116 19.4%

無職 157 26.2%

その他 13 2.2%

無回答 7 1.2%

合計 599 100.0%
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属性

(4)家族構成

回答数 割 合

単身世帯 89 14.9%

夫婦世帯 242 40.4%

二世代世帯 199 33.2%

三世代世帯 45 7.5%

その他 14 2.3%

無回答 10 1.7%

合計 599 100.0%

(5)居住意思

回答数 割 合

住み続けたい 396 66.1%

引っ越すつもり 38 6.3%

わからない 152 25.4%

無回答 13 2.2%

合計 599 100.0%

【参考】

平成２４年度からの推移

24年 25年 26年

住み続けたい 69.0% 67.4% 66.1%

引っ越すつもり 5.9% 7.0% 6.3%

わからない 20.7% 23.0% 25.4%

無回答 0.4% 2.6% 2.2%

　昨年度に比べて１．３ポイント低くなって
いますが、「引っ越すつもり」と回答してい
る人は、昨年に比べ０．６ポイント低くなっ
ています。
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属性

(6)住所

回答数 割 合

一田小学区 83 13.9%

二田小学区 91 15.2%

苫生小学区 73 12.2%

三田小学区 33 5.5%

大平小学区 104 17.4%

大湊小学区 57 9.5%

奥内小学区 14 2.3%

関根小学区 8 1.3%

川内小学区 33 5.5%

大畑・正津川・
二枚橋小学区

78 13.0%

脇野沢小学区 14 2.3%

無回答 11 1.8%

合計 599 100.0%
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満足度

2 施策項目調査結果

(1) 満足度順位表

5点 4点 3点 2点 1点

水道環境の充実 138 214 139 16 15 58 19 3.85 1 3.87 1

健康に暮らせる環境づくり 98 237 162 26 25 37 14 3.65 2 3.79 2

消防・救急体制の充実 93 176 181 48 13 67 21 3.56 3 3.70 3

文化活動の推進 64 161 234 18 6 97 19 3.54 4 3.54 5

住みよい生活環境づくり 98 221 148 44 38 33 17 3.54 4 3.58 4

安全・安心な生活環境づくり 78 194 199 46 13 50 19 3.52 6 3.52 6

子どもの生活環境づくり 64 173 163 35 27 120 17 3.46 7 3.51 7

障がい者の生活環境づくり 64 130 201 27 19 141 17 3.44 8 3.45 8

社会教育の充実 40 159 230 28 7 116 19 3.42 9 3.44 9

青少年の健全育成 44 147 218 30 11 131 18 3.41 10 3.38 13

国内外における交流の促進 49 107 237 17 9 162 18 3.41 10 3.35 15

市民協働の取組 40 113 244 22 9 151 20 3.36 12 3.29 17

教育の充実 52 154 210 40 25 101 17 3.35 13 3.39 12

高齢者の生活環境づくり 49 163 196 49 30 95 17 3.31 14 3.38 13

地域コミュニティ活動 47 127 271 31 19 86 18 3.31 14 3.44 9

海洋科学研究の拠点づくり 40 88 253 22 14 162 20 3.28 16 3.12 20

ｽﾎﾟｰﾂ･ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ活動の充実 41 138 239 51 18 95 17 3.27 17 3.40 11

農林水産業の振興 43 120 238 51 23 106 18 3.23 18 3.33 16

効率的な行政運営 56 118 205 47 38 114 21 3.23 18 3.15 18

男女共同参画社会づくり 23 62 274 17 8 193 22 3.20 20 3.15 18

豊かな自然・生活環境づくり 43 126 239 57 30 85 19 3.19 21 3.08 22

観光の振興 48 161 200 71 57 45 17 3.13 22 2.99 25

特色ある地域産業の育成 28 80 248 49 24 152 18 3.09 23 3.05 23

防災対策の充実 56 122 204 76 70 51 20 3.03 24 3.11 21

商工業の振興 37 113 213 93 50 76 17 2.99 25 2.89 27

医療環境の充実 54 127 125 134 110 32 17 2.78 26 3.02 24

広域ネットワークの充実 16 82 218 100 77 87 19 2.72 27 2.91 26

道路整備の充実 42 106 131 154 125 22 19 2.62 28 2.66 28

総合満足度 36 227 184 56 28 13 55 3.35 － 3.36 －

（注）平均点を算出するにあたり、「わからない」と「無回答」の点は含まれていません。

　上位９位までは、前回の順位と大きな変化はありません。
　「やや不満」と「不満」の回答数者数は「道路整備の充実」で２７９人、「医療環境の充実」が２４４人、「広域
ネットワークの充実」が１７７人と、他の項目に比べて回答者数が多い項目となっています。
　また、「障がい者の生活環境づくり」、「国内外における交流の促進」、「市民協働の取組」、「海洋科学研究
の拠点づくり」、「男女共同参画社会づくり」、「特色ある地域産業の育成」の６項目は「わからない」の回答者
数が多いことから、回答者の生活の中で、直接関わることがないためか、取組のＰＲ不足のため「わからな
い」と回答したと捉えることができます。
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重要度

(2)重要度順位表

5点 4点 3点 2点 1点

医療環境の充実 449 76 31 6 2 12 23 4.71 1 4.65 1

防災対策の充実 416 86 50 5 5 16 21 4.61 2 4.65 1

消防・救急体制の充実 380 114 54 8 2 20 21 4.54 3 4.54 3

道路整備の充実 366 141 46 8 4 12 22 4.52 4 4.49 6

健康に暮らせる環境づくり 349 148 63 5 2 9 23 4.48 5 4.53 4

水道環境の充実 333 148 61 2 4 30 21 4.47 6 4.50 5

子どもの生活環境づくり 316 135 71 4 2 47 24 4.44 7 4.38 9

教育の充実 301 141 88 3 0 43 23 4.39 8 4.39 8

高齢者の生活環境づくり 315 136 82 8 3 33 22 4.38 9 4.37 10

住みよい生活環境づくり 279 198 71 3 5 19 24 4.34 10 4.40 7

安全・安心な生活環境づくり 285 163 94 10 3 19 25 4.29 11 4.36 11

障がい者の生活環境づくり 268 143 98 8 3 55 24 4.28 12 4.30 12

効率的な行政運営 248 125 122 6 5 69 24 4.20 13 4.25 13

観光の振興 233 201 99 17 5 19 25 4.15 14 4.07 16

農林水産業の振興 221 159 125 8 2 60 24 4.14 15 4.13 15

広域ネットワークの充実 232 145 126 20 1 53 22 4.12 16 3.89 19

青少年の健全育成 228 160 120 17 4 47 23 4.12 17 4.16 14

豊かな自然・生活環境づくり 188 174 150 13 3 47 24 4.01 18 3.89 19

商工業の振興 184 175 145 18 10 42 25 3.95 19 3.89 19

特色ある地域産業の育成 165 143 155 16 11 85 24 3.89 20 3.93 17

文化活動の推進 147 190 162 22 5 49 24 3.86 21 3.85 22

地域コミュニティ活動 134 175 180 29 5 55 21 3.77 22 3.91 18

社会教育の充実 127 173 183 32 4 55 25 3.75 23 3.71 23

ｽﾎﾟｰﾂ･ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ活動の充実 123 196 174 28 10 44 24 3.74 24 3.64 24

市民協働の取組 115 154 187 18 10 92 23 3.71 25 3.64 24

国内外における交流の促進 92 140 184 47 23 87 26 3.48 26 3.53 26

海洋科学研究の拠点づくり 83 122 201 44 32 96 21 3.37 27 3.28 28

男女共同参画社会づくり 73 101 226 33 24 115 27 3.36 28 3.43 27

（注）平均点を算出するにあたり、「わからない」と「無回答」の点は含まれていません。

　前回の調査の順位と比べて大きな変化はありませんでした。
　「男女共同参画社会づくり」、「海洋科学研究の拠点づくり」、「市民協働の取組」、「国内外における交流の
促進」、「特色ある地域産業の育成」の５項目は、満足度、重要度ともに「わからない」の回答者数が多いこと
から、生活の中で直接関わることがないためか、取組内容のＰＲ不足と捉えることができます。
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散布図

(3) 「重要度」と「満足度」の散布図

商工業の振興

特色ある地域産業の育成

道路整備の充実

広域ネットワークの充実

豊かな自然・生活環境づくり

住みよい生活環境づくり

水道環境の充実

地域コミュニティ活動

国内外における交流の促進

市民協働の取組

男女共同参画社会づくり

効率的な行政運営

市民が概ね満足・納得している部分であり、現在の水準を維持していく項目と捉えることができます。

事業手法等を検討し、重点的に改善していかなければならない項目と捉えることができます。

現在の水準を維持しながら、事業ＰＲ等を検討していく項目と捉えることができます。

推移を注目しながら、事業手法や事業ＰＲ等を検討していく項目と捉えることができます。

Ａの領域：重要度が高く、満足度も高い

Ｂの領域：重要度が高く、満足度は低い

Ｃの領域：重要度が低く、満足度は高い

Ｄの領域：重要度が低く、満足度も低い

2.50

2.70

2.90

3.10

3.30

3.50

3.70

3.90

3.00 3.50 4.00 4.50 5.00

重要度の平均「4.11」 

満足度

の平均

「3.30」 

水道環境の充実 

健康に暮らせる環境づくり 

消防・救急体制の充実 

子どもの生活環境づくり 

教育の充実 

高齢者の生活環境づくり 

青
少
年
の
健
全
育
成

 

農林水産業の振興 

効率的な行政運営 

防災対策の充実 

医療環境の充実 

道路整備の充実 

観光の振興 

広域ネットワークの充実 

社会教育の充実 

市民協働の取組 

地域コミュニティ 

活動 

重要度 高い 低い 

満
足
度

 

低
い

 

高
い

 

Ｃ 重要度が低く 

  満足度は高い 

Ｄ 重要度が低く 

  満足度も低い 
Ｂ 重要度が高く 

  満足度は低い 

Ａ 重要度が高く 

  満足度も高い 

障がい者の生活環境づくり 

ス
ポ
ー
ツ
･
レ
ク
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
活
動
の
充
実

 

海
洋
科
学
研
究
の
拠
点
づ
く
り

 

安
全
・
安
心
な
生
活
環
境
づ
く
り

 

商
工
業
の
振
興

 

特
色
あ
る
地
域
産
業
の
育
成

 

豊
か
な
自
然
・
生
活
環
境
づ
く
り

 

住
み
よ
い
生
活
環
境
づ
く
り

 

国
内
外
に
お
け
る
交
流
の
促
進

 

男
女
共
同
参
画
社
会
づ
く
り

 

文
化
活
動
の
推
進

 

7



（３）「満足度」と「重要度」の散布図①【「Ａ」の領域における項目の推移】

第 2回調査（平成 25 年度）：○

第 3回調査（平成 26 年度）：●

満

　

足

　

度

重 要 度

3.28
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3.5

3.6

3.7
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水道環境の充実

健康に暮らせる環境づくり

消防・救急体制の充実
住みよい生活環境づくり

安全・安心な生活環境づくり

子どもの生活環境づくり

障がい者の生活環境づくり

青少年の健全育成

教育の充実

高齢者の生活環境づくり

Ａの領域

重要度が高く満足度も高い
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（３）「満足度」と「重要度」の散布図②【「Ｂ」の領域における項目の推移】

Ｄの領域

重要度が低く満足度も低い

第 2回調査（平成 25 年度）：○

第 3回調査（平成 26 年度）：●

Ａの領域

重要度が高く満足度も高い

Ａの領域

重要度が高く満足度も高い

Ｂの領域

重要度が高く満足度も低い
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（３）「満足度」と「重要度」の散布図③【「Ｃ」の領域における項目の推移】

重 要 度

Ｃの領域

重要度が低く満足度は高い
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（３）「満足度」と「重要度」の散布図④【「Ｄ」の領域における項目の推移】

重 要 度

Ｃの領域

重要度が低く満足度は高い

Ｄの領域

重要度が低く満足度も低い
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第 2回調査（平成 25 年度）：○

第 3回調査（平成 26 年度）：●
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自由意見

◆各設問自由意見欄に寄せられたご意見を、設問事に記載しています。
◆見やすさを考え、ご意見を概ねの種類別に分類しています。
◆趣旨が同様と考えられるご意見については、１つのご意見としてまとめたものもあります。

乳がん検診に女性の先生を望む。

健診が無料になったのはよかった。乳幼児健診で保健師の言葉に傷ついた。

概ね満足だが、がん検診の際に託児があるとなお良い。

健診・予防接種は自治体の責務である。むつ市はまったく不十分。

乳幼児の健診や予防接種が無料で受けられるのは◎。成人の分もやってほしい。

健康診断の実施等はありがたい。

予防接種や健診をもっと手厚くして欲しい。

赤ちゃんの予防接種、高齢までの健康診断など確実に実施されている。

節目年齢での歯科検診はいいと思います。

集団がん検診は重要だと思います。

集団予防接種や健診の時間が子供のお昼寝の時間と重なるのをどうにかしてほしい。

むつ総合病院へ通っていますが、市の健康診断は少し考えてもいいと思います。

旧町村での乳幼児検診をしてほしい（むつ市内だと仕事を休むことになる）。

４０才以上の方々に人間ドックが受けられる助成が欲しい。

各種予防接種事業の実施、健康相談の実施、大変助かります。

脳ドックの助成や検診もあれば良いと思います。

働く年代（４０～６０才）の健診（特にがん検診）の無料をぜひ望みます。

以前住んでいた地域で、乳幼児医療費が中学生まで拡大されとても良かったが、むつ市に帰省したら小
学生から対象外なのでとても残念に感じました。

所得制限のあり方を見直すべき。平等にしてください。

乳幼児医療費の給付は親の収入に関係なく受診者全てに給付して欲しい。

乳幼児医療費の該当所得額が低すぎる。

中学生まで医療費を無料にしてほしい。

未就学児に対する医療費は所得に関係なく医療費を給付すべきだと思う。

活動等がもっと身近に感じられるような普及に力を入れる。

いろいろな事業を行っているようですが、PRが足りません。

健康カレンダーがあってわかりやすい、対象者に個別に通知されて安心。

自分が参加できる事業がよくわからない（年代別に表示してほしい）。

自由意見の概要

設問１　「健康に暮らせる環境づくり」について

○各種検診・予防接種

○医療費等など

○情報提供など
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自由意見

保健協力員活動はウォーキングの他、どのような活動をしていますか？

乳幼児の健康対策、各種のがん検診届いている。

社会保障であれば予防接種の年１回の通知で終わりだ。

高齢者は書類が来ても見ない、読まない。

不安なく受診できるのは生保の方たちのみでは？

健康づくりに対する取り組み内容が少しわかりづらいと思う。

喫煙対策：若い世代へもっとアプローチを、販売店を少なくする努力。地域のコミュニティが低下している。

市内と離れているため何かと不便である。

自分にあまり関わりがない。子供と老人のためだけのような気がする。

健診や健康教室など、とても充実していると思いますが、健診の医師の態度の悪さ、市の職員の態度の
悪さには毎回うんざりです。

各医療機関の接遇、対応、待ち時間。

一部だけしか参加していないので不明。

健康に対する意識が低いと感じるし、他県に比べて消極的。

病院に不安を感じる。

健康対策について、各種のご案内を頂き助かっている。案内するだけでなく、半強制的に実施するような
方法も必要では？冬期の健康づくりにも必要。

命を大切に、命を愛でることを子供のころから健康教育が大事。

特定健診しか記憶にない、どの項目も重要と思いますがあえて０にした。

そのような内容の行事がいつどこで行われているのか？きっと平日の昼間なので仕事をしてると参加で
きると思えない。

運動するところが少ない。

診療前に市の健診で末期ガンと…間違いでしたが、それからは受けません。

健康づくりにつながって非常に良いと思う。

喫煙対策に力を入れていただきたいです。

職場の福利厚生・検診事業で足りるので、利用しようと思ったことがなくわからない。

診療所や医院の数が少ない、通院のための交通機関若しくは方法が不便。

診療所に先生がほしいです、むつ病院に行くにはつらいです。

健康管理について安心しております。

家に閉じこもりがちになる人への呼びかけ、環境づくり。

健診で異常が見つかっても満足する病院がない。

中核のむつ総合病院でも「多発生骨髄腫」の検査ができない。

夫婦とも後期高齢者ですが、一度も訪問指導などがない。

認知症予備軍の教室とか対策が急がれると思います。

健康に暮らせる環境づくりは良い、むつの医者は怖い。

重要だと思うが触れる機会がないので評価できません。

○その他

13



自由意見

介護予防の運動教室とかはよいです。

高齢者が増えているのでもっと機会を増やすべきである。

高齢者が役所に出向く苦労、手続きが難しい。

一部だけしか参加していないので不明。

高齢者の自立は大切、力を入れてほしい。

お金がなく介護をうけられなく、寝たきりの人が多い。

高齢社会が進むなかで冬の雪かきなどが心配です。

私は週１回安否確認のため、弁当を取っています。

要介護者入居施設が不足である。

１人暮らしの人が増えてきて、痴呆症になったときのお金の管理をしてくれるシステムがあるのでしょう
か？

通所のデイサービスは少し抑制しても良いと思う。

高齢者のリハビリや１人暮らしの世話、施設への利用はすばらしいものがあります。

一人暮らしの多くなりつつあるこのごろ、対策ができている。

介護施設にすぐ入れるようにしてほしい。

高齢者が外に出れる環境整備が全くできていない。道路・公園・トイレ・公共施設等。函館市を参考にした
らいいと思います。

重要だと思いますが、何をやっているのかあまりわかりません。

移送を頼む時はむつ病院の先生の都合により１０時半まで入る様にと言われ、車をその日に予約すると
「お宅はいつもその日に電話をくれるけど上司から前もって予約したのでなければ車を出さないようにと
言われているので急に言われても困る…」病気は明日具合が悪くなるよ、熱が出るよ、そんな事は誰にも
分からないこと。難病で人工呼吸器をつけているので正直困っています。

夫が介護４でいろいろと援助を受けてありがたい。

どこでやっているか分からない。

まだ実感がわかないが、親が高齢になってきているので知りたい。

６５歳であれば、在宅訪問して適切なアドバイスがほしい。

高齢者が多くなり将来の不安がある。高齢者に対して介護についての身近な所での説明会とかが必要。

安心キットはとてもよいが、各家庭へ説明に来た方は地区をまかされている方（民生委員）で、高齢で上
手く説明できていませんでした。

自分が参加できる事業がよくわからない（年代別に表示してほしい）。

自立をさらに助長するためにスポーツ（グラウンドゴルフなど）を行えればよいのではないか。趣味など。

設問２　「高齢者の生活環境づくり」について

○介護予防事業

○要介護者支援

○情報提供など

○その他
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自由意見

高齢者が安心して暮らせるよう、福祉面、経済面、生活環境面でのサポートがもっと必要。

認知症予備軍の教室とか対策が急がれると思います。

高齢者が住みよいまちづくりは大切。老人が孤立しない環境。

高齢者は書類が来ても見ない、読まない。

高齢者がいないので分からない。

市役所や公共施設をもっと活用するべきでは？

家族に高齢者がいるが、現実は支援は感じない。

高齢者より若い世代、壮年期を大事に。

利用したことがないのでわからない。

市内と離れているため何かと不便である。

行方不明の捜索呼びかけはよいことだと思う。

老人クラブの活動などの支援を強化する必要あり。敬老会のあり方など、もっと重要度を増やして欲し
い。

高齢者の生活に不満。

一人暮らしの老人宅がまわりでも増えてきていますが、介護を受けるほどでもなく孤独しているように感じ
ます。一件一件歩くのは大変でしょうが、声かけも必要では。

生活の維持、保護対策、単身生活者の対応。

高齢者及び要援護者への支援においては、家族及び親族が当然行うべきものであり行政においてサー
ビス提供を行うべきものではない。子供の支援を充実させて下さい。

取り組みは様々やっているとは思うが、足りない。

これから高齢者が多くなると思いますが、高齢者にあまりお金をかけなくてもいい。

地域によって差がありそうだ。

生きがいをもった高齢者は自ら行動している。重要なのは生きがいや周りとのコミュニケーションを作れな
いでいる高齢者に対して、少し強引なくらいの宣伝が必要だと思う。

高齢者の医療費の支出を何とか軽減できないか。

私自身まもなく喜寿になりますけど、主な取り組みについてあまり把握してないので４にしました。

比較的健康な夫婦世帯に対するサービスもあってもいいのでは？

高齢者パワーの活用（明るく前向きに）。

どの項目も重要と思うが、まだ我が身に降りかかっていないため満足度０とした。

自分が直接関わっているわけではないので分からない。

高齢者も大事ですが、もっと若い人の育成も大事です。

家族にいないため興味なかった。

高齢者の力を引き出すものがあればよいと思う。

身近に高齢者がいないので取り組み内容がわからない。

今後いろいろな面でお世話になる事と思います。

何をやっているか伝わらない。

遠くにある公園ではなく自宅から歩いて行ける公園づくり（花、魚、動物鑑賞しながら歩ける）。

15



自由意見

真の看護師、リハビリの専門化養成を希望。

施設入居可能数が不足。

町内または２つの町内毎に高齢者が自由に使える場所が欲しい。

現在まで支援等を受けたことがないので。

一人暮らし、低年金者に対する補助を充実させて欲しい。

私自身まだ経験していないためです。

満足度はまあまあ、高齢化の問題は重要。

重要だと思うが触れる機会がないので評価できません。
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自由意見

夜間保育の整備。

保育園の充実とうたっているが、早く行ったり遅くなったり土曜日に行くと嫌な顔をされる。また、保育料が
高すぎる！今時こんなに高いのはむつ市くらいだと思う。更に子どもの遊ぶ施設がなさすぎる！これでは
子どもを産んで育てる環境ではない！

延長保育の時間を夜７時までにしてほしい。

我が家も保育を受けて助かっています。先生も優しくて気配りもあり、とても良いです。

延長保育助かる、ここでは保育園で実施だけど、幼稚園でもあるので嬉しい。

１歳２歳児の枠を増やして欲しい。

少子化防止のため、小児を受け入れる施策（待機児童を減らす）。

子育て支援、保育園の増改築が今ひとつ。

病気中でも預けられる施設や２４Ｈの施設を充実させて欲しい。

年度の途中で転入してくると入れる幼稚園がない。まちの規模に対して幼稚園が少なく高い。

震災後、子どもを一人で留守番させるのが不安。高学年でも利用したい。

保育園同様１８時半頃まで開設していただきたい。

なかよし会について親の就労に関係なく利用できるようにしてほしい。

なかよし会の開設時間の見直し。

なかよし会の単発的利用が可能であればいい（特に４年生以降）。

桜木町は子どもの声が聞こえない地区だ。

普段乳幼児を連れて遊びに行ける場が少ない。

子どもがいないので実感がない。

スムーズに仕事復帰できたり、不安なく親がいなくても子育てしやすければいいなと思います。

重要度は同上である。該当年齢の子どもがいないので、ノーコメント。

利用経験無しなのでわからない。

子育てを支援。母親も仕事ができるようサポートしていく。

5歳児検診を実施し、子の実態把握、その後の支援に結びつけられるようにしてほしい！！

大事だと思うが子を持ったことがないのでよくわからない。

交通等不便などの理由もあり、なかなか子育て支援に参加できない。

子どもたちの安全で健やかな居場所づくりの促進とあるが、子どもと家族がふれあえる場所が充実してい
ないように感じます。子育て環境は充実しているようには思えません。

子どもの生活環境づくりは本当に大切だと思うが、その保育施設での給料が安すぎる。これでは働き続
けようとは思えない。

冬場でも遊べるような大きな施設が欲しい。

○保育事業

○放課後児童健全育成事業

○その他

設問３　「子どもの生活環境づくり」について
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自由意見

市民との対話をして保育の充実を図る。

職場までの道で児童の安全を見ており、安心できるまちだと思いました。

ひとり親家庭への支援については、その原因においての支援は必要であるが、単なる離婚等によるひと
り親家庭への支援は必要がないと思う。

小学生など小さい子供さんがいる家庭では帰宅時が心配だと思う。

全戸訪問事業は４ヶ月より長く続けた方がよい。

医療費助成を幼児全員に広げればと思う。

子どもはむつの宝、子育ての充実に大いに取り組んで下さい。

子どもの遊び場を増やして欲しい。

子どもを自由に遊ばせる施設が圧倒的に少ない。特に室内で観光のための施設ばかりが多い印象。

むつ市の宝、国の宝、みんなで（地域で）育てる意識をもっと！

特に重要と思う。

現状は不明（高齢者世帯のため）。

見えない、活動していることのアピール等がわからない。

自分が直接関わっているわけではないので分からない。

もっと安心して遊んだりするところが少ない、公園整備。

居住地区に子どもの遊び場が欲しい（遊具施設のある公園など）。

子どもは無限の力を持った未来の宝。

次世代の子ども支援に努力していただきたいです。

子どもがいないのでわからない。

小さいお子さんの様子は私たちはそばにいないので把握できませんが、全体的にむつ市は良好だと思い
ます。

旧むつ市だけ充実しているのではないか。

元民生委員だったのでよく知っています。

子供がいないので、満足度と言われてもわかりません。

生後４ヶ月までの訪問を６ヶ月までに（市の検診前くらい）にした方が良いのではと思います。自分もそう
でしたが、初めての子育てで定期的に訪問してくれた方が、色々と安心出来ると思いました。

年のせいか小さい子どものことはわかりません。

父子家庭にもう少し支援を（母子家庭より劣る）。

医療費の助成で更なる検討をお願いしたいと考えます。

子ども達の遊び場が少ないと思います。

重要だと思うが触れる機会がないので評価できません。
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自由意見

車椅子で移動出来る歩道が少ない。

健常者も住みづらい。

障がい者への医療施設・医師の充実を希望します。特に内科的な専門医。

障がい者が利用できる施設や就労先が少ないように感じる。

利用経験無しなのでわからない。

自分は障害がないので良くわからない。

身内に要支援・要介護の者がいるので市を頼りたい。

障がいのある方が明るくスポーツできる場があることをはじめて知りました。とても良いことだと思います。

親の意識改革

障がい者に対しては、国における援護も行われており、自治体での援護も行うこととなれば二重の支援に
なると思われる。その他の者においても援護されるべき者があるのではないか？

私自身は障がい者だから特別親切にとか考えないようにしている。

健全な人にはあまり意識がないと思います。障がいのある方たちとの交流も必要と思います。

障がい者が車いすでいろいろ移動できる車とか借りられるよう整備活用できればよい。

見かける場面がありますが、良くやっていると思う。

偏見をなくす努力を！（意識改革）

身近に障がい者がいなく接することがないのでよく分からない。

これから私も必要になると思うが、もっとお金のかからないシステムができるとよい。

障がい者が安心して生活できてないと思います、法律上の問題。

受け入れる施設が少なすぎる。

子どもにはあまり力いれてない？

障がい者と接する機会がありませんが、取り組み内容はとてもよいと思います。

何をやっているか伝わらない。

身近に障がい者がいないのでわかりません。

個々の事情に対応するのは困難があるでしょう、生活の自立を支える施策。

障がい者１級なのですが、もう少し障がい者の体制整備が必要。

車いすがいつでも借用できればよい（できれば無料で）。

在宅援護、重度心身障がい者への助成対策。

車イスなど助成され本当に助かります。

手続きを簡単にできないものか？

障がい者の生活環境づくりほどほどで良い。

重要だと思うが触れる機会がないので評価できません。

車椅子の数、スロープが少ないように感じる。

設問４　「障がい者の生活環境づくり」について
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自由意見

総合病院とはいえ、専門の医師不足。

むつ病院の先生に良い先生をお願いしたい。

むつ総合病院にて専門医がいないと言われ、適当にされたことがあるので、きちんとして頂きたい。医療
環境は充実していないと思います。

むつ病院の待ち時間の解消（待つのはいいが、どのくらい待てばいいのかわからない）、在宅医療に対し
て応援している医師は十分あるのかどうか。

むつ総合病院への予約について、常に混んでいるため、ネット上の予約をお願いしたい。

むつ病院は整形の手術が下手だと思います。

むつ病院の医師・看護師の質が悪い。

専門医の充実とむつ病院の待ち時間の短縮、診察にドクターが出てくる時間が遅いと思っている。

むつ病院は待たせすぎ。医師が診てくれるのは数分。待つのは何時間も・・・。

むつ病院、土曜日もやって欲しい。

むつ病の施設をもっと充実させ、他市へ行かなくてもどの科でも安心してスムーズに受診できるような体
制づくりを！

むつ病院は当てにできない。

むつ病院の受診待ち時間の短縮を希望します。

信頼できる医師がいない。県病に頼るしかない。むつ病は要領が悪く患者を待たせすぎ。これでは引っ越
ししたいと思う市民はたくさんいるのでは？

むつ病院が不安。

むつ病院で出来ない手術があることが不満だし不安。結局弘前大にまわされる現実がある。

むつ病院の午後診療がない。

むつ総合病院の医者は高圧的な態度の医者が多い。中には良い先生もいるけど…。

むつ病院の良い評判はあまり聞かない。信頼できて安心して受診できる病院にしてほしい。

むつ総合病院を信頼出来る病院にして欲しい。

むつ病院の専任医師化、高齢化に伴う在宅医療の推進。

むつ総合病院の休診科目が複数ある。

むつ病院については不安です。安心できる医師がいない、自分や家族が何かあったときすごい不安で
す！しかし私たちにはむつ病院しかないのです…。

設問と関係ないが、むつ病院医師と看護師の態度に不満あり。

今のむつ病院は中核と言えないのでは。あまりにも医者のレベルが低い。特に脳外科はひどい。今もい
るのでしょうか？

どの医療機関も混み合い時間がかかる。

むつ総合病院以外の大規模病院があれば理想。患者の病院選択肢が増える。

担当先生と手術の先生との間で話がくい違うので困る。

○その他

設問５　「医療環境の充実」について

○むつ総合病院
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自由意見

下北地区にもっと大きい総合病院がほしい。

生活習慣病の悪化により入院するときは青森市か弘前市になってしまうから。

むつ市は病院が少ないのに質もよくないと思う。

総合病院が１つしかなく、産院は１つしかないため、常に混んでいて選択肢がない。小児科の充実も望み
ます。

高齢者が増えていく中で、下北唯一の中核病院は大変重要である。そのためドクター・ナースの人材確
保にもっと力を入れて欲しい。施設の老朽化が目立ち始めている。

むつ市の一部の医師の態度が他市と比べると悪すぎる。

医師・看護師の質の向上を望む。

質量ともに不十分。医療従事者のスキルも信頼困難。

パートの人が多い。担当の医師がいない。

駐車場の問題、若い医師で結局青森・八戸等の病院を選択。

検査器具をもっと負担のかからないものにして欲しい。（胃カメラ最新のものにして）

優れた整形外科医や耳鼻科医が少ない。

むつ病院の通院に１日を要してしまう。もっとスムーズなシステムに出来ないものか？また、初めに取ら
れる2,100円、なんなのか？お金取り過ぎ！

医師及び看護師等医療技術職の確保が重要です。

病院が少なすぎていつも混雑していて大変である。

医師・看護師の対応は、患者の立場に立っているとは思わない。

救急の場合でも待たされた。担当の医師が出てくれなかったです。不安です。

ドクターヘリは実際利用できないことが多いらしく、あてにならなそう。高度医療機器を充実させても、医師
がいなければ意味がない。医者はしかたなくむつ市に来ているんだという態度で、むつ病院は費用も高い
ので病気になったらどうしようと不安だ。

医師が少ない、待ち時間が長い、十分な説明を得られない。

医療技術が遅れている。優秀な医師がいない。安心して医療を受けたいです。待ち時間が長すぎてます
ます具合が悪くなります。

医師不足が最大の悩み。

単純にいうと医療機関への診療の際に待ち時間が長すぎる。具合が悪くて受診しているのだから早く診
察できるようにしていただきたい。

駐車場がせまい、待ち時間が長い。

高度医療機器の導入と、それを使いこなせる医師の確保。

待ち時間が長すぎて疲れる、何年も行っていない。

診察時の待ち時間が長すぎるので、何とか工夫できないか？

いつ病院にいっても高齢者であふれている。根本的な生活習慣の運動を呼びかけてみては？

病院が少なく、また病院がないため、総合病院にいくしかない現状。

むつ病院以外にも休日夜間の当番医を充実させてほしい。

病院が少なく、集中し選択することができない。

診療費が高い（高齢者）。
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自由意見

下北道の早期完成を切望します。陸路が脆弱。

最も不安なこと、医療難民になりませんように。

病院の数が少ない、特に整形外科や小児科は選ぶことができない、むつ病院ではたびたび医師がかわ
り診察が雑である。

在宅医療がどのくらい取り組まれているのか見えてこない。

長生きしすぎてもしょうがない、死ぬべき時は死んだ方が良い、ほどほどが大事。

専門的医療の充実の面では不安がある。

医療が充実してないため、むつ市で老後を迎えるのに不安がある。

主な取り組みより医療費を安くすべき。

診療所の医師等確保の充実を図って欲しい。

県が短命と言われていますが、いい医者がいないからでは？心のある医者がほしい。

転入者ですが、かかりつけ医を探そうにも医療機関が少ないように思う。

信頼でき、技術の高い医療を地元に欲しい。

医療を充実してよく働く人間づくりに持って行けばいいと思う。

長い間幸いにも医療機関に接することがなかったので具体的に返答できない。

入院中は不満はありませんでしたが、待合時間が長かった。

むつ地区以外の病院が充実していない、だからといってむつ病院が優れているわけではない。

市内の病院だと治らない、死ぬ。

自宅療養の訪問診療が進んでほしい。

朝の受付時、もう少し改善されてほしい。

具合悪い患者が遠距離まで数少ない本数のバスで行き、診察を長い時間またされる。もっと身近に技術
の良い環境を作ってほしい。

ドクターヘリによる救命士の向上、医師の充実。

医療格差を感じています、現在通院はむつ市以外にしてます。

救急車のお世話にもなりました。

外来診療の待ち時間が長い。

医療が充実してるかと言われればまだまだだと思う。結局青森や八戸まで行きその後のフォローもしてく
れないのであれば、何をもって充実というべきか…？

ドクターヘリや心臓カテーテルなど使用した時、どのくらいのお金がかかるのか。

科によっては同一医師が長期で診療に不安がある。

経験豊富な医師の確保（評判が悪い）。

車やお金がない人は腕が悪い病院にしかかかれなく死んでゆく。どう思いますか？

高齢者の増加に伴い、腰痛膝痛等の整形リハビリ施設が不足していると思う。

医師不足が心配、安心して暮らせるよう対策を考えて欲しい。

ドクターヘリによる救命率の向上により、とても安心感あり。

一部の医師の診察時の態度や対応が悪いのが気になります。
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自由意見

個人病院（耳鼻科）もう少しあってほしい。

全く満足できない、医療環境は重要です。

肺の専門医を確保して欲しい。

取り組み内容は良いとして、医師の質の問題あり。

総合病院での受診科の充実を望みます（例：呼吸器科、甲状腺科）。

ドクターヘリは良いと思うがむつ病院を中心で考えると…。

信頼できる医療環境づくりをお願いします。

23



自由意見

奥内地区も小中合同体育祭をしてほしい。

小中一貫教育のおかげでスムーズに進むことができ良かったと思います。学校も1人1人ちゃんと見てくれ
ていると思います。

小中一貫教育の充実とありますが、必ずしもその地区ごとに必要でしょうか？中学校に小学校を併設し
建設予定ですが、これから入学する子の数はだいたい予測できます。地域に子どもを残すことも大切かも
しれませんが、子を持つ親としてはあまりにも少人数でとても不安です。部活動のことや友達づくりのこと
などなど。建設費用があるならば近隣校へ通学バスを出してもらいたかったです。今となっては何を言っ
ても無駄でしょうが、これから入学する子を持つ親としてそう思います。

学習指導員配置・交流等よくなされていると思う、小中一貫を見通した教科の年計を作成しているが、そ
れは形のみ。

小中一貫教育は児童生徒に必要かもしれないが、少子化が進んでいるのに新校舎を建てて数年で統合
し廃校とは疑問が残る。

いじめ問題は相談する所がわかりにくい。

いじめ防止基本方針の取り組みにたいしては、とっても良い事だと思いますが、仲々なくならないと思いま
す。

いじめの根絶、不登校問題に教師と教育委員会が力不足である。

小学校ではいじめがあり、転校したり親が仕事を辞めたりとたくさんの人たちの悩みを聞いてきました。最
後はみんないじめられた子たちが逃げる方法を選択しています。これでは全く解決にならないと思います
（大湊小・大平小・苫生小・川内小・大湊中・川内中・大湊高校）。

いじめについて学校側の対応がイマイチの様に聞きますので４にしました。

学校、地域、家庭との連携といじめの根絶を図って欲しい。

いじめや不登校などの問題があるような気がする。

幼稚園・小学校までは安心と思えますが、中学校からの教育環境（部活動含む）があまり満足出来ない。

どうしても下北地域は他の地域との交流が少ないので、子供たちが他の地域の子供・教育に触れる機会
があるといい。

NPO法人に頼らないで民間個人でもよいのではないか？

部活に対しての支援（指導員または地域のサークル）。臨時でない先生の増員（学習障がい者増加に対
する増員も）。

小中学校で水泳の授業を取り入れて欲しい。

該当年齢の子どもがいないが、市内での生徒の言動は低劣（挨拶等）。

やっている…といわれていることが実感できていない。もっと目に見える活動をしたらどうか。

大畑高校廃止は行政失格。

子どもがいないのでわからない。

学童保育等、夕方のあずかり施設を充実させたらいいと思う。

保育所の増設。学校と地域との連携等、課題が多い。

設問６　「教育の充実」について

○小中一貫教育

○いじめ・不登校など

○その他
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自由意見

保育園と家庭の連携ややりとりはとても大切だが、協力的な家庭は少ない。時間外保育は本当に必要な
家庭だけにするべき。子供がかわいそう。

健康教育の根本的な推進。

ひとり親が多いので、子供たちが具体的に将来の自分の仕事、姿をイメージできるように、奨学金制度を
もっと増やしてほしいです。セミナーや交流会の予算を削って１人でも進学できれば、または目標をもてれ
ばいいと思います。

学習塾へ行かなくても良いくらいの充実した教育態勢を望む。

未来のむつ市を作ってくれる子供達の教育は一番大事。携わっている人の責任は重大。

近所に小さい子供も学童もいないので、教育現場の状況がよくわかりません。

体験学習などで地域商店等の協力があり、続けて欲しい。

ボランティア活動などさまざまやってほしい。

これから先子供の数が少なくなると言われます、子供の教育は大切。

中学生高校生にボランティアスクールもいいと思います。

小中での地域にある会社への訪問など取り組んでほしい。

先生の仕事が忙しいのはわかるが、子どもに対しても「忙しい忙しい」と話して、子どもが先生に対して気
を使ってあまり話かけられない。先生に問題があるのか、教育現場に問題があるのかわからないが、あ
まり忙しいと言われると先生の能力を疑ってしまう。

小中学校等をまだ利用したことがないため、実状ははよくわからない。

生きる力を育む本物の教育ができる地域性だと思っています。

若い人を育ててください。

教育者の質の問題。

安心して任せられる。

学は生涯教育だということをしっかり教えたい。

英語教育にも努力していただきたいです。

学校教育現場でのことは私には耳には入ってきませんが、関係者は一生懸命取り組んでいると思いま
す。

何をやっているか伝わらない。

大学の学部とか技術系、医療系の高度教育機関を設けることを願いたい。

小中の他に幼稚園の完備もあり、喜ばしい。

きめ細かい指導のためにスクールサポーターの配置を増やして欲しい。

子どもに自然の大切さを教える取り組み。

少子化で高校がまた１つ減少する、小中一貫教育も良いが、過疎地域の教育にも目を向けてほしい。

いじめ対策、スクールサポーター配置、教育相談室の開設。

子ども３人無事に成長したのも教育のおかげかと思います。

教育者（一部の方）の教育指導。

一所懸命な先生もたくさんいますが、先生方の勉強というのも必要なのではと思うこともあります。

教諭の質が悪い、この現代においても子供をなぐる教師がいる。そしてそれをかばう同僚、頭の良い子、
スポーツのできる子だけの大会の取り組みはいらない。

教育の充実は不満。
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自由意見

市民が使える体育館、プール等の施設が少ない。

生涯スポーツとしてパークゴルフ場の推進及び施設の開設を要望する。

施設数が不足。設備も魅力を感じない、古い。

市民体育館の建設（しっかりしたもの、大きさ、設備を含む）。

体育館は絶対必要。体育館のない市なんて考えられない。

むつ市に早く市民体育館を作って欲しい。

市民体育館に代わる施設を！！

市の中心部だけでなく、遠隔地にも施設の建設を！

青少年の育成の為、総合体育館の早期建設の必要性。

大きな大会を開催できる施設が欲しい

施設の充実、交通体系も含む。

とりあえず、市民体育館の早期建設を希望します。

体育館、野球場を増やしてほしい。

市民のためのスポーツ施設がない、ドーム有料高いと思う。

体育館が使用できないので非常に不便。

近代的市民体育館の建設を望む。

むつ市内に体育館を新設。

誰もが利用できるスポーツ施設がほしい、短命の対策にもなる。若者の健全育成のためにも。

市民体育館やプールを充実させてほしい。

水源池公園内に子ども用遊具を設置して欲しい。

高齢者に対して克雪ドームの利用に無料または割引き制度はできないか？

あさひなプール内にトレーニングルームが欲しいです。

ウインタースポーツのスクールの充実を願います。

中学生を対象にスポーツレクリエーション（指導含む）を充実させるべき。将来につながるスポーツのあり
方をお願いします。

普段運動する機会が少ないので、多めに企画して欲しい。

ジョギング・ウォーキングができる場所がもっと欲しい。

克雪ドームやその周辺でできるスポーツが限られていると思う。バスケットなども室内でできるようにした
らどうか？サッカーばかり重要視されすぎ！

スポーツ指導者及びレク指導者になるための案内がない。

指導者の人間教育を充実してほしい。

平日のイベントが少ない、平日の休みの人も多いです。

○体育施設など

○スポーツ振興

設問７　「スポーツ・レクリエーション活動の充実」について
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自由意見

もっと充実して欲しい。

ウォーキングの他にも老人用の３～４㎞のウォーキングコースもいい。

むつ市から多くの日本を代表するスポーツ選手の育成、取り組み。

子どもの短期プール教室をしてほしい。例えば全１０回、春と秋など。

いつやっているのか、どうやって参加するのかわからない。

体制が弱く、どこにも頼ることができない。青森市まで通わなくてはならない。子どもの将来が心配です。

自営業は休めないので、何をやっても参加できない。

スポーツ、レクリエーション活動はほんの一部で、何にも役に立ってないと思います。

子どもたちは、学校でスポーツをしているし帰ってからは宿題におわれゆっくりスポーツを楽しむゆとりな
んてありません。ましてや働く主婦などもっと時間がありません。時間のある方だけ楽しんだらいいんじゃ
ないでしょうか。

充分に取組んでいると思う。

一度も参加したことがないのでわかりません。

連休に運動公園の子どもの広場にいったら、たくさんの子供達が遊んでいた。砂ぼこりだらけですべり台
も汚れ、靴もほこりだらけ、子ども達は喜んでいたが、服もくつも後始末が大変だった。昔はこうだったの
で、これでいいのか？

もっとやれると思う。

合併町村地域の交通等に配慮して欲しい、参加のため。

ゆとりの部分、豊かな人生のために！

毎日働くので精一杯、体育なんてしてるヒマはない。

スポーツのレクリエーションは必要ない、個人でやればいい。

今のところ興味ないので。

特定の人だけの活動にならないようにしていただきたいです（スポーツ、ハイキング）。

この活動を知らなかった。

各種スポーツなどを通して充実した計画の元に進められていていいが、もう少し予算を積んではどうか。

参加者がごく一部のように思えます。

スポーツセンターなどに自由に出入りできるようにしてほしい。

活動は自己責任ではないのか？

スポーツサークルの情報が欲しいです。

施設が劣る、指導者が劣る。

○その他
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自由意見

成人式などもむつまで遠いので行かない人が多い。

 
以前成人式を見に行きましたが、つまらなかったです。他県では両親への手紙を読んだり、とても感動的
でした。

むつ市と一緒の成人式は、学校とか友達とかが一緒でないから成人式に出る人が少ないと思います。

内容が違いますが、成人式の記念品はもう少し考えた方がいいと思います。

成人式の内容をテレビなどでじっくり流して欲しい。

子どもを図書館に連れて行きにくい。大きな声を少しでもだすと注意される。

移動図書館車を利用していますが、もう少し本の入れ替えを希望します。

一般市民が学べる場所がない。たくさんの本がある図書館または書店がむつにはない、せめて八戸図書
館以上の本が欲しい。

文化財の保護が目に見えない。

文化財は重要ではない。

地域での勉強のレベルの違い。

生涯学習は各個人の考え方・問題なので、むつ市で税金を使ってする意味はあるのか？疑問です。

いつやっているのか、どうやって参加するのかわからない。

本調査で初めて内容を目にするほど、目立った活動がない。

中央で活躍しているむつ市出身の人をもっと生かして欲しい。

さまざまな観点から経験者等の講演が少ない。

各地域ごとに組織化された社会教育の実践を！

高齢化に対応できる対策。

社会教育は必要だと思います、もし場所がむつ中央公民館であれば遠すぎる。

重点分野を更に絞りこむ必要があると考える、年齢等。

人間として学び続けることの大切さ、向上心の大切さを！

アピールが足りない。

教育委員会がもっと力を出してほしい。

いろんな取り組みがされていると市報を見てると思う。

かつて市民大学で学んだ経験がありますので、たいへん充実した思い出が残ってます。

何をやっているか伝わらない。

興味はありますが参加していないのでわかりません。

次代を担う若者を育てるために講習会などで希望を叶えてやりたい。

○文化財

○社会教育全般

設問８　「社会教育の充実」について

○成人式

○図書館
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自由意見

わかりません。

合併町村地域の交通等に配慮して欲しい、参加のため。

この事業に関する情報が少ないので、参加に推進ができない。

市役所のホールで映像で公開したらどうか。

最近感じることは選挙があっても投票率が低い。

○その他
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自由意見

一部の大人だけの自己満足ではなく、子ども達との対話・共通理解ができるような活動が必要では？

とても大事だと思うが、いつどうやって実施しているのか分からない。

本調査で初めて内容を目にするほど、目立った活動がない。

活動はすばらしいと思うが、あまり目に見えない気がする。誰でもわかるような活動にし、全PTAが理解出
来るような活動にできるようにして欲しい。

深夜に高校生が市内で遊んでいるが対応しているのか？

土日などの学校の長期休暇中の組織的育成活動の強化を！

少年指導員が街頭指導活動をしている姿を一度も見たことがありません。

開かれた話し合い等が必要。

指導者への研修も重要であるが、青少年そのものがどう考えているのかが重要では無いか？教育環境
においての指導等がもっと必要だと思う。

充分に取組んでいると思う。

子ども達の見守りをみんなで続けていきたい。朝のあいさつ「おはよう」「いってらっしゃい」などの声かけ
も心がけていきたい。

よきこと、悪きこと、覚えるのもよし、命にかかわることはさせないでほしい。

街頭指導にもう少し積極的に活動してもらいたい。

これについての活動内容が見えない。

取組みだけでなく、それに伴う効果（実施）がなければ評価できない。

大人社会の鏡として青少年問題をとらえましょう。

どんどんやって！

アピールが足りない。

善悪をしっかり教え込みたいものです。

青少年の全般に対応した活動・体験・学習のための施設とか取り組み。

青少年を健全に育成することは大事で、問題を持っている少年の相談窓口を開いてほしい。

研修会が本当に役立ってるか考えものです。

非行防止活動、命を大切にするこどもの教育。

少子高齢化の世の中にとても大事なことだと思います。

街頭指導を見かけたことがないため。

小中学生に会うと挨拶をして通り過ぎる子がいて、とても良い事と思います。防犯にも繋がると思います。

片親が多くなったことによる子どもの一人でいる時間の増加に対して、小さい子どもだけでなく、中学高校
生まで集まれる場所（勉強・話せる場所）の設置。

子どもやお年寄りが安心できる公園などの整備。

親のやるべき事。

設問９　「青少年の健全育成」について

○青少年健全育成

○その他
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自由意見

無資格の方がなかよし会で先生と呼ばれているようですが、指導安全面で心配。

やっているの？

市立の美術館の建設。
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自由意見

むつ市のねぶた館はよくできていておもしろかった。よかった。地元の人は来ているのかな？

郷土文化は伝承されるべき。一部の大人の自己満足にならないようにすべき。

続けていってほしい。

郷土芸能を大切にする気持ちは分かるが、低レベルに満足していて不愉快。

利用したことがないのでわからない。

もっと子供達にも関心が示せるよう、また参加出来るようならもっと良いと思う。

伝統文化だけでなく、新しい文化組織の育成を！

市民文化祭など住民が積極的に参加でき、とても良いと思います。

水源池の整備はどんどんすばらしくなっていると思う。これからも頑張ってほしいです。

担い手の育成が遅れている。

行政においての支援は必要であるのかどうか？各地区、団体で継承するべきものであり、各地区等で支
援すればよいのではないかと思う（できないならやめてしまえ）。

充分に取組んでいる。

毎年郷土芸能をやっていますが、夜は無理で残念。

普及活動を一般にも広め推進していってほしい。

何をやっているのかわからない。

郷土の伝統は大切、育成支援に取り組むことは大切。

水源池公園の舞台があまりにもみすぼらしい、貧弱すぎる。

日本人として大事にしないといけない文化はあると思う。

市民のためか、観光重点をおくのか、不明。

有形無形の大切なものをきちんと把握整理して伝えよう。

重要と思うが参加するヒマがない。

決まったサークル、メンバーの発表会にしか感じることができません。

北の防人…整備計画→お金をかけすぎでは？他にもっとお金をかける所があるはず。

もっと市で助成して各地域に支援してほしい。

つみあげてきたものを守り、つなぎ伝えるのはとても重要。

この活動は私も楽しみにしているものです。

伝統的な工芸・技術・民芸・芸能を掘り起こし。

地元文化の重要性を理解する発表会もよくされていていい。

学校教育に郷土の文化や歴史を教える機会を増やす。

土地や土地の文化団体の支援がされておりますが、子供への伝承が大切。

大湊水源池公園の整備完成が楽しみ。

設問１０　「文化活動の推進」について
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自由意見

昨日水源池へ行ったら建物建設中でした。市でやってる？整備計画のもの？全然知りませんでした。多く
の市民が使えるようなものでありますように。

公民館まつりは真夏を避けたほうがよい。

参加してみないと何とも言えません。

通年何をしているのかわからない、広報に力を入れた方が良いのでは？
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自由意見

トントゥウビレッジ及び六ヶ所PRセンターがあるのでいらない。

研究機関を１カ所に集約し、まとまって研究成果をあげるべき。研究テーマパークのような形を取った方
が良い。正直どの機関も何をやっているのか不明。

「みらい」の母港…知りませんでした。

原子力と関係があると思っているので、進めれば下北に若い人がいなくなる。

本調査で初めて内容を目にした。

原子力関係の独立行政法人など予算のムダ使い！なくすべき！！

市政に反映されているのか疑問。

活動内容がいまいちわからない。非現実的な気がする。

海洋科学研究に一生懸命取り組んでいるのに、その近くに中間貯蔵施設をなぜ作ったのか？

根本的な開かれた研究が不足。

見学した時は参考になった。

何をやっているのかわからない。

むつ市は三方海に囲まれている海洋研究は必要と思われる。

重要であると考えるが、効果は不明確であり、検証する必要がある。市で内容を。

せっかくここにある海洋研究センターもっともっと市民に近づけて。

重要と思うがどれほど役に立ってますか？

直接市民になじみがない。

海洋の科学の内容や重要性が市民には広がっていないようだ。

JAMSTECを一般開放し、研究の成果や展示品等鑑賞できるとよい。

中途半端はやめた方がいいと思います。

原子力関係の事は子ども達にも伝わっていると思います。

「みらい」は原子力船ではなくなったので、大平岸壁にも時々停泊してほしい。

この場所に行くにも車が運転できないといけませんね。

取り組みが市民に伝わってこない。

何を研究しているのかわからない、必要性も。

設問１１　「海洋科学研究の拠点づくり」について
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自由意見

防災放送が全く聞こえない。他の県にならって、各世帯に受信機設置を検討すべき。電力給付金の使い
方も不明。

防災無線の改善、災害時の対応の市民への徹底。

災害時のマイク放送がよくきこえない。

防災無線が聞こえづらい場所がかなりある。避難経路も少なく対応が必要。

大畑町湯坂下地区の中央の防災無線の難聴地域あり、善処を願います。

防災放送がよく聞こえるように改善してほしい。

防災無線が聞こえづらい、いざという時避難所がわからない。

下北の原子力に対する防災についてはどこへ行っても「逃げられない」と考えている人が多い。海を考え
るしか道はないのではないか？また動けない人に対しての手がない。

東通原発の対応だけでなく、中間貯蔵はどうなっているのか？

原子力防災対策に不満あり。

むつ市は津波、原子力発電に取り囲まれています、避難確保はかかせません。

原発被害対策として避難先である青森までの経路・渋滞に不安がある。

原子力に頼りすぎ、何も無い魅力もあると思う、しかしそうなると会えない…困った。

原子力の関係でもっと安全な環境が欲しい。

原子力関連の事故対応が考えられていないと思う、避難手段かつ方法が欠けています。

原発はやめた方がいいと思います。

原子力関連施設が多いのに特に何もという説明もない、どうなっているのか？

東通原発に対する災害対策不十分、避難道路の早期完成を！

停電時避難所に行く時車が渋滞し全く動かなかった。

避難所がどこかわからない。

中心部の道路整備は徐々に進んでいるようだが、川内・脇野沢地区の避難道路はない。下北～青森に
大橋を作ってほしい。バイパスも。

避難所が不足かつ遠い。道路等インフラも老朽化し危険。

災害時の避難道路の早期完成に力を注いでほしい。防災に関わる市民への啓蒙等。

安全な避難経路はどこにあるのかわからない。まず原発より道路を作るべき。

暖房の少ない体育館への避難、薄い毛布ではお年寄りは寒いと思う。

避難経路の確保が全く不十分。

早期の縦貫道路開通を望む。

避難道路も整備、避難所の整備が先決です。

設問１２　「防災対策の充実」について

○防災行政無線

○原子力防災

○避難場所・避難道
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自由意見

認識不足かもしれませんが、避難場所などの看板が以前は指定されていたのかもしれないが、草だらけ
で現在は使われていない場所にもそのまま設置されているのは随時撤去されたらいいと思う。

坂道のロードヒーティング（栗山トンネル）を望む。冬期は避難不可に近い。

全体的に整備されていない、田名部川にもっと橋を！

避難道路整備早くから期待しているのですが進んでいない。

東日本大震災後、避難場所の見直しはされたのか（関根地区）。

大瀬橋は通学路でもあり、車も非常に多く通ります。地震に耐えられそうに見えないのですが、大丈夫で
しょうか？

むつは陸の孤島なので、非常用食料の確保は重要。

食品営業している所に平等に注文すべきだ。

先日実家の母（川代）が関根小に避難して大変お世話になりました。

279号線の脆弱さが際立つ。

防災対策の充実についてはこれからも続けてほしいと思います。

避難誘導等に大いなる不安がある。

活動内容がわからない。防災対策してるんですか?ってかんじです。

避難バスの確保は？

非常用食料の配備は必要ですか？災害時にその食料は活用できますか？その時に購入することになる
のではないですか？

実際に何か起きたときに行動できるか。

大災害は忘れたころに発生するので、風化させないことが重要。原子力関連について補助金よりも事故
の重大性を考え廃止すべき。

もっと身近なものとしての学習・防災について詳しくしりたい。

形だけの訓練では意味が無い。

備蓄品の点検等はどの程度の期間で実施しているか、常時期限等も？

非常時の対策内容が見えない。

重点的に予算を配分するべきである、また取り組みについても積極的にアピールすべき（魅力化対策）。

一人暮らしの高齢者等、誰がどのようにして避難させるのか具体的な対策は行政ではできないのでは？
町内会など防災計画が必要であると思う。

いざという時に機能しない不安が大きい。

実際になったらパニックでしょう、練習しないと無理です。

市内で防災グッズのセット販売している店等、アピールしてほしい。むつ市で販売したらどうか？

各町内会の啓発が必要かと思われる。

消防・市役所の防災放送より、防災の重要性は必要。

自主避難できる環境整備（道路、食料、電源等）。

防災計画、災害時の備品、自主防衛いろいろ整っている。

何かあったらどっちに逃げれば良いか、どうすればよいか良く分かりません。

○その他
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自由意見

防災無線の整備と訓練実施の徹底。

防災の問題は何をおいてもやってもらいたい。

陸奥湾が震源地の時、津波が来たら逃げるところがない。

全く情報がとどかない。
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自由意見

冬の消火栓の雪かき。

消防団車両の更新には必要なコストを見直すことを期待。（買い取りなのか？更新があるならリースでも
良いのでは？）

火災が発生した時は近所の方に責任者が手伝いを頼む。

２月に車の事故で私が救急車で運ばれお世話になりました。

雪が積もった際、防火水槽の雪かきをたまにしてもらいたい。

消防団の訓練を思ったことがないくらいわからない。

火事になった時、通報してから現地到着まで遅すぎる。

救急体制に多少不満あり。

消防団員の確保と訓練の充実。

以前は救急車を呼ぶと青森につながっていたが、今はむつで電話をとってくれとても地域に密着している
なと感じました。

川内町に老朽化した防火水槽があります。

消防団だけでなく、別な組織はどうなっているのか？

消防団員の減少が心配。

防火水槽、消火栓どこにあるのかわかりません。使い方がわかりません。

充分、1人1人が気をつけるべき。

火災が発生したときに、消火栓から水がでないと聞いた。

日夜ごくろうさまです。

特に冬場の道路の確保が大切。

非常時の対策内容が見えない。

救急体制が頼りのこの地域。

これ以上の成果結果で求めるなら住民が動くべきだ。

大湊消防署の移動を早急に、海の近くは危険。

火災通報があっても消防車の到着が非常に遅い。

消防の人が制服を着たまま集団でたばこを吸いながら歩いていた。

消防の充実のため安心している。

団員の老齢化による若者の増員。

始動が早いので助かります。

火災の消防訓練、救急の様子もよく始動もよいと思う。

運転をしていて気づいたことは救急車のサイレンが聞こえない、視覚に入らないとどこから来るのかわか
らない。

設問１３　「消防・救急体制の充実」について
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自由意見

震災時、停電で信号機が作動してなかったが、警官が交通整理をしていない。踏切の遮断機が下がりっ
ぱなし。

交通安全運動週間が終わると交通安全の意識が薄れていると思う。

交通マナーが車も人も劣悪。取り締まり警らの強化が必要。

追い越し禁止車線での追い越しが目立つ（279号線）。

小学生の子供たちは左右確認しないで飛び出す（自転車）。

家の新築で見通せなかった場所に早速カーブミラーを作っていただき助かりました。

安全高揚に取り組んでいると思います。もっと皆に活動を知られてほしい。

中学生高校生の自転車の運転でスピードの出し過ぎで危険である。

大湊の道路が狭いので、危険です（通勤中）。３３８号のバイパスを延ばしてほしい。

車いすで歩行出来ない、自動車の規制を考えて欲しい。

夜道散歩する人が増えて来ているので、反射シートの支給。

最近はネズミとりに会わないし、市民皆様ルールを守っている。

危険箇所へのカーブミラーがまだまだ不十分。

車で住宅地から出る時、見通しが悪くて（植木・塀）遠回りをする。

防犯パトロールはとてもありがたい。

子供達の学校の迎えばかりではなく、各所に見守りを配置するなどの防犯対策を取ったら良いと思う。そ
ういうところに大人を使えないのか？

防犯意識の向揚と、防犯組織の活動の活性化。

交通安全協会が活動してください。自転車盗難された時に探してください。自転車購入時に有料で防犯登
録（半強制的に加入させられる）させられているのに。

市内だけで過疎地はあまりない。

過去の殺人事件、子供の通り魔事件など、解決していない事件多すぎ。

冬場の歩道の除雪が不十分。歩行者が危険。

電灯の増加はして欲しい（防犯につながるから）。

主な取り組み内容のほかに、道路の整備、安全対策の第一。

大人達が子供達を守っていきたい。

安心して生活できるよう、原発問題しっかり。

〇〇協議会等の内部だけの活動の様に思う。

交通安全といいつつ、通学路が狭かったり除雪が不十分なところが多いです。

意識を醸成することが大切と思う。

ほどほどで結構、自分の身は自分で守ることを教えてください。

設問１４　「安全・安心な生活環境づくり」について

○交通安全

○防犯対策

○その他
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自由意見

道路にもっと街灯を。

各団体の協力によりよく市民にも浸透している。

 通年でやらないと。
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自由意見

PRをもっと大々的にやるべきだ。

ここ数年はとても頑張っていると思う。ゆるキャラの活用をもっとマスコミ（TV等）を活用すべき。

友達にパンフレットを送ったら喜んでくれた。

各種イベント、キャラバン等の観光PR。

観光客を呼び込むため、B級グルメに力を入れたり、もっと田舎を生かしたPRが必要。

観光PR頑張っていると思います。

下北の名所・旧跡（斗南藩等）をもっと売り出してほしい。

大畑の桜などアピール方法やイベントなどやれるはず。

市外に対してのPRも重要だが、市内に対しても徹底的にPRし、むつ市民全員がむつ市のセールスマンで
あるべきだと思う。

関東だけでなく、九州やほかにも目を向けるべき。

PR不足です、各町内のイベント等も知らない人がいっぱいいます。

むつ市の資源等のすばらしさをもう少し広めて行けたらよい。

インパクトが弱い気がする。

田名部祭りは本当にすばらしいです。もっとアピールした方が良いです。

各地域の温泉はとても良いが、施設の数が少ないのが残念。施設が増えて営業時間が延長されたらうれ
しい。

道の駅（まちの駅？）に定休日があるのはおかしい。交代で出勤すれば良い。観光客にとっては不便だ。
お役所仕事の代表だ。

観光客のために、少し休憩できるようなカフェが駅前にあったほうがいいと思う。

他県から来た人への案内板等が少なく不親切。

展望台へのルートオン照明が必要では？

地域の要所要所に観光案内板等を設置したらどうか。

釜臥山展望台の職員の態度が悪い。むつ市のイメージダウンです。

尻屋崎に秋田の入道崎のようなおみやげ屋を作ったらいいと思う。

温泉をよく利用するが、熱かったり温かったりサービスが悪い。料金をとっているのだから利用者が不満
ない施設に管理運営してほしい。

道の駅新設の話があったがいつできるのか。

早掛公園のイベント広場でも見物席を整備してほしい。

ダム湖周辺だけではなく、マリンビーチをもっと利用できるように。

企画はいいけど結果が伴っていない（全てにおいて）。

新しいアイディアを生かした組織が生まれて結構です。

設問１５　「観光の振興」について

○PR関係

○施設・設備関係

○ソフト面
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自由意見

観光誘客を下北全体で取り組むべき。

イベントが増えもっと観光客が来て、むつ市にお金をたくさんおいてってもらいたいです。もっと明るいイ
メージ作りしてもらいたいです。

市民が美しく平和に暮らすことから観光が生まれる。

アゲハ蝶の夜景を有名にしてほしい。

何もない魅力もある、箱物に頼りすぎ。

観光より学ぶためのものとしての場所を整えたらいかがでしょうか。

市として観光を盛り上げていくことは大事なので、みんなで知恵を出し合って盛り上げて行って欲しいと思
う。

東京でのイベントに旧むつ市の芸能が特に披露されているようですが、合併した地区の伝統芸能も参加
されるべきと思います。

建物より、自然を生かすのが良い。

夏のイベントを増やすべき。

下北は観光地までかなりの距離がある。その出入りとなる下北周辺をもっと活性化していかなくては若者
は寄りつかない。

運行に不便さを感じる。

観光重視も大事だが、そこまで来るための交通の不便を解消されないと意味が無い。片道２時間かかる
となると、来たくないのは当たり前、野辺地での待ち時間が長すぎる。

北海道からのアクセス悪すぎ、接続が悪いせいで１日で来れる距離でも来れない、何考えてるの？

「艦これ」イベント等、今がチャンスかと…。

道の駅があってもよいと思う。

むつ市の窓口である下北駅周辺をもっと活性化させ、駅自体も大きくする、賑やかにしてほしい。

子連れでいける観光スポットがない。食の充実を。

観光についてのPR不足。外部だけでなくむつ市民にもPRして欲しい。新しい施設や観光地についてはよ
くわからない。むつ市の観光バスをもっとコース増加することも考えていいと思う。車のある人しか楽しめ
ない、施設に対する補修も必要。もっと１次産業を大切に、お金をかけてでも助けていく方向に。

市内だけで過疎地はあまりない。

魅力ある景観が少ない上に交通の便がほとんどない。

冬期間の対策が不足。

若者にとっての観光資源が少なく感じる。

充分。

県外からたくさんの人が来てくれるといいですね。

県外出身ですが、食べもの以外あまり良いと思ったことがないです。

イベント等が少ない。

市だけが頑張るだけではだめだと思う。

ひとつでも取り上げるものがあるとすれば、手がかり足がかりをつけてむつ市の発展になればよいと思
う。

○アクセス関係

○その他
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自由意見

何かが違うような気がします。

便利性施設等対策が中途半端、魅力が生かされていない。

よくわからない。

努力は、効果はイマイチ。

民間の観光客への対応も大事。
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自由意見

むつ市の水産物の全国展開をやるべき。

地域で生産されたものがもっと全国的な知名度になっても良いのではないかと思います。もっとマスコミを
活用すべき。

様々なイベントへの参加による農水産物販売促進。

身近であまり見たことがないのでわかりません。

第一次産業の充実はよく理解するが、私たちの知らない分野は多くある。

例：ほっかりん→なぜ広まらないのか？リンゴ映画提供。

欲しくてもどこに行ったら買えるのかわかりません。

ほっかりん、応援しています。

畑や田んぼも荒れ地ばっかり。

田舎なりのプライドをもって振興するべき。

夏は不便さを感じないが、降雪量が多くなると通学路がなくなり危険。

よくわからないが、地産地消は大切。

大畑漁港の整備不足と感じる。（台風に波が港を越えてくる）。

林業が全くだめ、国有林活用を強く進めるべき。

海に依存度の高いむつ市、漁業の振興を！

中心市街地、もう少し賑わって欲しい（TSUTAYA、マクドナルド周辺の方が賑わっているような）。

現政府の方針との関連を市民に説明する必要。

製品の研究や開発をめざし、活力を感じています。

産直を結構利用しています。川内ワインのようなブランドものの加工推進。

むつ市は三方海に囲まれている、海の事業観光が少ないようです。

カモシカによる農作物の被害対策は目にあまるものがある、間引できないか。

やる気が見えない。

一次産業の大切さ、現状に危機感を覚える。

鳥獣対策にはもう少し強力に進んで欲しい。

地元で売る価格を下げてほしい、食べたくても手が出ない。

ほっかりんは地域によって味が全然違うと思います。

若者の就労への援助をしてほしい、受け入れる側にも。

酒屋はいいものはたくさんあると思う。

TPPがあり、農家は大変になるかもしれません。

経済の基盤となっていますが、個人任せの状態となっているようです。

設問１６　「農林水産業の振興」について

○PR関係

○その他
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自由意見

昔の陸奥湾は色々な魚や貝が採れた、取り戻す施策を。

下北に住んでいる方は下北で採れたものを食べる。希望。

森林も海に大変関係があるそうで、植樹にも力を入れて欲しい。

消費者が求める安い価格。

すばらしい食材があるのだから、まだまだできると思う。

農林水産業の振興について、何かしてますか？

民間で耕作放棄地を使い、寄付を募って栽培をしていますが、市は動かないのですか？
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自由意見

むつ来さまい館・下北観光物産館など箱物ばかり…。

来さまい館の物産館は他県の方におみやげであげるととても喜ばれます。

むつ来さまい館は普段がらんとして、税金の無駄。

  
来さまい館に見所がない。商工会のみんなの広場も有料で、さらには長期で閉まっているため使用しづら
い。

来さまい館とまさかりプラザに人の出入りが少ないと思う。もっと出入りのあるような活動をして、人を呼び
込んだらどうか？田名部も閑散としている。

来さまい館のイベントが少ない。

まさかりプラザと来さまい館両方の必要性はないと思います。

むつ来さまい館はイベントがない時はひまそうですね、受付でスマホしてるのはどうかと。

マンネリ化している。多少は外資があっても良いと思う。商店街のあり方を見直すべき。むつ市でものが
揃えることができない。

商店街のすたれ具合いが目立つ。クーポンはいい考えだと思う。

大型店におされ、シャッター通りが多くなっている。対策を。

大型店の規制強化しなければ商店街に将来はない。

むつ市の中心街地は残念ながら活力はありません。いくらお金をつぎこんでもこれ以上活性するようには
思えません。

市内の店が力をつけて頑張ってほしい、また応援している。

商店街活性化にもっともっと力を入れてほしいものです。

シャッター街が多くなっている。

その土地の物を大切に売る方法を考えるべき、どこへ行っても売っているものが同じ、特色ある店を。

市内だけ。過疎地はさびれるだけ。

商品が少ない、質が悪い、価格が高い。衛生面も心配。

「まちの駅七福」の定休日が水曜日も加わってしまい、残念です。ひと休みしたい時に・・・それとせっかく
日替わり定食を食べたくても。

消費量と供給とのバランスについて検討を要する。

イベント内容に魅力がなく行く気にならない。もっと知恵を出し合った方がよい。

現在の中心市街地とはどこなのですか（何町なのか？）？商工会議所、商工会、商工事業者が行政へた
よりすぎてはいないですか？

充分。

むつ工の自動車開発がTV放映された時、未来への期待を感じました。

行事や祭りのときは結構利用されるが、常時の活用にひと工夫。

過疎化している。

○その他

設問１７　「商工業の振興」について

○施設関係

○商店街関係
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自由意見

やる気が見えない。

産業まつりは良いですが、まちの駅七福は微妙でした。

市と地銀等で協力し、積極的に提案する必要がある。

「マル経融資」なんだかわかりません。

パーキングエリアの整備が絶対に必要、中央町の時代である。

原発だのみの商工業は必ずすたれると思う。

「道の駅」の建築をぜひ要望します。

大変重要と思うが、受益者が補助金に頼りすぎていませんか。

商工会議所、商工会への補助金は本当に有効に使われていますか？

他の地区でもやるべき。

単純に楽しみの１つです。

特産品の開発、売るものへの取り組み。

商工会を中心に事業が開催されていると思うが、もう少し多くあって欲しい。

駅周辺の活性化も考えてください。

田名部と大湊で温度差がある（情報不足）。

ショッピングモールや映画館ができると嬉しい。

若者が働ける環境産業の充実を。

まちづくりは取り組んでいますが不満、商工業の振興は重要。

補助を受けたい人たちへの説明をもっとわかりやすくしてもらえれば。
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自由意見

自然エネルギーの普及、お願いします。

再生可能エネルギーを市内へ取り入れられるようにする。それにより企業誘致を！

自然エネルギーの活用で地域を守る。

エネルギー産業について初心に返って見直し必要。

市役所の太陽光パネルと蓄電池の成果を知りたい。

太陽光再生エネルギー・LEDとか活用普及に力を入れて欲しい。

再生可能エネルギーの費用対効果を検証する必要がある。

エネルギーは大事だが、むつ市で作って売れるエネルギーが必要。

地場資源の発掘とか研究とかについての講習会を開いて欲しい。

限りある資源、むつがモデルとなって節電都市、資源の重要性の認知。

原子力発電は是非必要と思われてるので、放射線取扱者は必要です。

太陽光等、危なくないエネルギーをぜひ進めて欲しい。原発は不要！

市の発展は再生可能エネルギーより原発再開が先にきていないか。

小規模太陽光パネルは各地でやっている、原子力・風力・水力を大きくやるべきでは？

若者の働く場所が少ない。

国の研究機関をもっと活用すべき。また、関連メーカーを誘致した方が産業が発展すると思う。

とても重要だと思います。

過疎地も少し考えて欲しい。

原発に対する取り組みが不鮮明かつアピール不足している。

原子力産業に片寄っている非常に危険だ。

もっと太陽光や風力を考えて欲しい。原発は本当に怖いし私達市民は福島の問題を重く受け止めてるの
で・・・。

専門講習は良いと思います。

若者が働く場所、定着して暮らせる仕組みが欲しい。

必要ない、個人の問題。

１人ひとりがやる気をおこさないとむつ市はなかなかよくならない、講習などをたくさんやって地道に人間
育成をしてほしい。

民間と大学の技術や芸術との連携が見られない、新産業を育てる。

大畑町は全然活気がない。

設問１８　「特色ある地域産業の育成」について

○エネルギー産業関係

○その他
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自由意見

同じ所ばかり整備している。

早くバイパス道路の整備。

特に通学路を充実して欲しい。また、私有地の砂利敷道路を舗装して欲しい。

歩道が少ない。子供を通学させるとき不安。

大室平の山の方に入っていく道が悪い。

桜木町までの道路も早く整備してほしい。

野辺地～むつ間の早期道路の完成（下北自動車道）をお願いしたい。とにかく早く、県や国への働きかけ
も重要。

いつも同じところばかり道路整備をしている気がする。直らない道路は何年経っても直らない。毎年（定期
的に）点検していないのか？

縦貫道路の整備を強力に進めるべき。

道路の舗装が悪く、所々凸凹している。

舗装がつぎはぎで車の走行に適さない。もっときれいにやってください。

道路の整備による利便性の向上は観光にもつながる？

早く道路整備を促進すること、地区全体。

全てテンプラ舗装で凹凸が多く粗末だ。

道路整備は特に必要、災害時に活用できる、事故を少なく。

大湊地区海岸通りの道路整備を望む。

大湊の道路が凸凹です。

生活道路のつぎはぎ箇所が多い。新設より現有道路の整備を優先してほしい。

下北道早期完成させてほしい、あと道路が狭いむつ市。

小学校上の道路にセンターラインを引いてほしい。

田舎町には過ぎた道路です、ただし原発避難道路ならまだまだ足りない。

市内の交通が非常に渋滞しております、特に市役所周辺。

住宅地などの道路整備をきめこまやかにやってほしい。

大湊バイパスを早く計画通り完成してほしい。

通学路になっている細い道路に歩道を作ってほしい。

道路が多すぎるのでは？都会志向よりこじんまりしても美しい町でありたい。

縦貫道路の早期開通を強く希望します。

大平小学校通学路が無いため危険、施策を。

通学路の整備を（歩道・側溝・街灯）危険箇所が多い。

県内で下北が一番道路予算が少ない、今の県政はどうなっているのか？

設問１９　「道路整備の充実」について

○道路整備関係
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自由意見

除雪車が来ないし遅い、ガタガタの所がある、車が壊れそう。

通学路の除雪、とても感謝しています。大雪の時の対応はすごく遅いと思います。

冬場の道路状況の改善をして欲しい。

通学路の除雪を徹底して欲しい。

除排雪の他、歩道未整備、路面損傷等最低レベル。

今年の大曲～下北駅通り、除雪方法があまりに下手。

除雪の頻度を増やしてほしい。

除雪にやや不満。

冬の除雪で必ず近所の家や駐車場前に山程、置いて行ったり、一人暮らしの(女の人)方の家の庭や窓
際まで雪を押して行くし、道路の破壊に本当に困ります。

冬期間の大湊地区の通学路が安全確保されているとは思えない。

除排雪の充実を！！

ガタガタ道が多すぎる。女性一人世帯で幅広の歩道の除雪は体への負担が大きく、車道のみのやりっぱ
なしはかえって迷惑。

除雪はとてもよいと思います。取り組みがよく感じられました。

除雪車の技術不足を感じる。

雪解け後のアスファルト補修、冬の通学路の確保などは早めに丁寧に。

除雪作業がなかなか入らない。

除雪が下手過ぎて車が壊れた、一番最初に市役所の駐車場を除雪しているのが納得できない。

冬の市道の除雪が入らない。市道の整備が悪い。

冬道の除雪が少し雑だと思う。

大雪時の除雪対応を考えてほしい、今冬の大雪時に除雪が入ったのは１７時頃だった。

除雪はとても良くなったと思う。

下大畑川橋の歩道の除雪整備、二枚橋バイパスの整備促進。

除雪したあと、段差ができるのでなくしてほしい。

障害者・高齢者の玄関先へ除雪の雪のかたまりを置いていかれて本当に困る。ブルの運転手による！

予算等の関係から効率的な除排雪が必要。

冬季の除雪は偏った地域のみやっている、市内の道路は良いがむつ南バイパス早くやって欲しい。

家の周りの雪の捨て場がない。

除雪にいつも不満を持っています。

県道国道の除雪は今年（去年）は良かったが、路地は除雪も遅く凸凹で車の運転に支障を来す、危険を
感じている。

冬場、通学路がきちんと確保されずにいるところがたくさんあり、登下校時危険だと思うところがあります。
見ていてひやひやします。

特に除雪の時期は頭が下がります、個人のわがままでいろいろありますが、宜しくお願いします。

下水道整備と融雪溝の整備を早急に。

○除排雪関係
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自由意見

冬季の道路の除雪はすばらしいものがある、早く下北道の完成がほしい。

除雪について、市道ではないからとばっさり切り捨てるのはどうか、捨て場のない時だけ無理な除雪はど
ういうことか、その雪はどうするのか。

除雪が早く助かります。

道路の除雪に不満を感じています。東通村は凸凹道がなくキレイで走りやすく除雪されているが、むつ市
は毎年走りづらく事故を誘発すると常に思っています。

冬期の歩道の確保は最重要事業として考えて欲しい。

除雪のやり方には毎年不満です。大きい道路ですらワダチがひどいし、毎年のことなのになぜこんなにも
下手なのかと思います。

冬期間除雪車の除けた黒くて固い雪が家の前に置かれ、雪かきに苦労中。雪の多い日にかぎり、雪の持
ち帰りに期待。

除雪はむつ市になる前の川内町の時が行き届いていた。

凍結のガタガタ道を早く融雪できる方法を考えて欲しい。

除雪については各家のマナーの悪さが目につく。

地熱整備は効果がありましたか？

走りにくい。

業者の危機管理意識の低さが目立つ。

主要道路だけでなく、狭い道路への配慮を！

そんなに不満はありません。

すぐに渋滞が起きているように感じる。

通学路の完全整備（歩道の整備）を優先して行ってください。幹線道以外への除雪（排雪）が遅いです。

よくわかりません。

青森や十和田七戸からむつまで、短時間で来れるようになったらいいと思う。

自分の町内からあまり出ないのでわからない。

歩道と車道の段差があり危険。

毎年毎年反省点があるのに改善がみられない。そのためこちらとしてもあきらめるしかない。

バイパスの一部は水がたまりやすい、全ての地域に融雪溝がほしい。

孤立しないむつ市を考える、避難の時も。

雪が消えると石ころの片付けが大変です。

道路整備はほぼ良いと思っています。

○その他
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自由意見

むつ市（上北・下北）は車が無いと生活できないほど路線バスの状況は厳しいと思う。通学バスがあって
もよいのでは？

バスはなくなりむつに買い物・病院通院が大変不便。

鉄道・バスの本数が少なすぎる。ポータルサイトは更新が遅い。

年寄りにおいては、バスが唯一の交通手段の人も多いと思う。もっと細かな経路や時間の設定があれば
助かると思う。

生活バス路線の維持を国、県に協力に支援を求める。

下北交通バスとJRバスの接続を良くしてほしいと思います。

生活バスの維持は必要。大変だとは思いますが。

本当に必要な時間のバスがない。例えば夕方に市役所を利用した時に帰りの便がなかったりする。

市内まわりの路線バスが不足しているのではないかと思います。自家用車での移動が中心になっていま
す。（燃料費、税金等があがっているのにどうにかならないのか）

バスはなくせないので、もっと小型のバスにするとか、存続できるように頑張ってください。

バス運行便数が不足で不便、自家用車のない老人が多くなっている。

バスの本数が少ないから増やして欲しい。

設問１５に関連しているが、バス会社同士の連携がなってない。電車が使えないならバスを出すというの
が当たり前になってもらいたい。

高齢者のための「地域の足」としてバスの便数を増やしてほしい。

バスの運行に問題あると考えます、料金は高い、運行時間は少ない、経営者が投げやりでは？小中高生
のバス路線なし。

バス利用者の減少→バス本数の減少の悪循環、本数があれば通勤にも使いたいと思う。

バスはまだ利用したことがないが、時刻表の見方がわからない…地名がわからないからと思う。

バスの運賃が高すぎ。

路線バスの件は大変と理解していますが不便を感じることもあります。

夜になるとバスの運行がなくなる（電車に合わせて運行して欲しい）。

足を守るのでしたら利用する人の時間帯にバスが必要です。

大湊線や下北バスはなくしたくない。

夫や子どものためにはバスは必要、一律２００円ぐらいで乗車できれば。

下北半島縦貫道の整備等をお願いしたい。道路は大事である。

縦貫道路の整備を早期完成させて欲しい。

避難道路としても早期に下北半島縦貫道路整備が必要である。

朝晩の交通を充実させてほしい。JRがよく運休になる。

サイトの存在を知らなかった。

設問２０　「広域ネットワークの充実」について

○路線バス関係

○下北縦貫道路関係

○その他
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自由意見

交通網がないということは、地域の貧困を起こすので、交通網は必要。

地域での格差あり。

冬の期間だけでも構いませんので「グランドホテル」の温泉付近、バスが停まったらと思います。(坂道な
ので！！)

９人乗りくらいの小型バスを運行、便を増やす！

項目にあることを着実に実行すること。

よくわかりません。

青森や十和田七戸からむつまで、短時間で来れるようになったらいいと思う。

買い物に行くとき、たまに利用するだけです。

三沢の空港までの大型タクシー（デマンド）は良かった。

これから老人が多くなります、交通の確保は必要。

使用したことがない。

不便不自由が日常的、特に冬場は不安が募る。

車社会が広域ネットワークを妨げている、年寄りにはより必要だが、現役には車が必要。

交通の便が不便と感じる。

便数が少ない、文化や物品が人を介して交流しています。

道路整備は災害の時に重要なので、走りやすい道路に整備してほしい。

過疎化に伴う高齢世帯の増加、乗りやすいバスと老人向けの委託料の軽減。

老人に優しい交通の便利さが欲しい、バスとタクシーのタイアップ。

自家用車がないと生活できない、バス本数ないし、高いし使えない…環境にも悪いのに、運転できなく
なったら不安です。

生活弱者、足の弱い方のための公共交通の維持を期待（車両の低床化も）。

バス、フェリー、汽車の接続が悪すぎ、陸の孤島と呼ぶにふさわしい、これでは他の地域から観光に来る
気もおきない、オカシイと思う。

全ての面で遅れている。

下北～七戸十和田駅までの交通機関、何とかならないの？

イマイチわかりません。

廃線にならないように大湊線を利用しているのですが、冬は当てにならないのが残念です。

同じようなサイトがあり、しかも見てる人が周りでいません。

53



自由意見

下水設備がまだまだで、側溝に生活排水が流れボウフラや蚊が多い。

特に下水道整備の推進を希望する。

下水道整備は他地域に比べ、非常に遅れている。

下水道の整備に早く取り組み、早く完成させてほしい。

下水ゼロと聞いていましたが、それはそれでよいところだと思う。

下水道整備するより補助金を出した方が早い、効果も高い。

県営、市営住宅の入居応募の仕方がわからない。

市営住宅を多くできないか。

大湊地区の市営住宅の老朽化が目立ち、古いところは撤去した方が良い。

団地建て替え等、税金を上手に使って欲しい。

古い市営住宅が撤去されずに放置されている、先に片付けて欲しい。

桜木町の市営住宅の廃墟を何とかして環境を整えてほしい。

川内は立派です、一部の地域だけが潤っていると思う。

毎回応募者が多数につき、棟数が足りないのでは？

国の研究機関の技術・ノウハウを活用すれば、都市公園の整備に役立つのでは？

本調査で初めて内容を目にした。

ローソンの駐車場やマエダ、さとちょう等にもEVの充電器の設置された方がいいと思います。

生活環境づくり、むつには公園が少ないと思います。金谷公園は遊具のないさみしい公園です。事故→
ニュース→危険→とりはらう→遊具がない→新しい安全な遊具必要だと思います。

住みやすいむつ市になるのはとても良いこと。大湊港エコ・コースト事業は楽しみです。

主な取り組み内容を充実されること。

生活環境づくりにはもっと積極的に取り組んでほしい。

側溝の勾配が悪く排水の流れない箇所が多く見られます。改修を行って下さい。

よくわかりません。

重要としか答えようがない。

市内での公園が少なすぎる。小さくても増やして欲しい。

これがなければむつ市の良さがない、最も大切に守っていくべきこと。

市道公道私道にかかわらず整備してほしい、税金を払っている方としては不公平感を持たせないように
すべきだと思います。

住宅地が広がり過ぎていませんか？都市づくりを考え直してみませんか？

まだまだ手のかかる所はあるが、まぁすばらしいのではないか？

設問２１　「豊かな自然・生活環境づくり」について

○下水道関係

○市営住宅関係

○その他
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自由意見

環境整備は人間だけでなく鳥動物昆虫を含めた整備を。

電気自動車用急速充電器の役所設置分が役所の車にしか対応していない（出来ない）のは問題、何のた
めの設置なのか疑問です。

自然環境づくりのことで、山の動物と仲良く暮らせるように木の実や草の整備。

私はウォーキング愛好者なのでその環境の更なる向上を期待。

大湊水源池はここ１･２年でキレイに整備されてきて嬉しく思う、特に草が取られている。
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自由意見

ゴミ業者が雑。

町内のどこで資源ごみの回収をしているのか知らない人が多い。

粗大ゴミも軽トラで運べる物ばかり。ベッド・タンスなど、大型も考えて欲しい。

有料家電（テレビ等）も取り扱えるようにしてほしい。

資源ごみで捨てられないごみを捨てている人がいる。

地元にもごみの分別収集車が有るのに、なぜわざわざむつとかから来るのかわかりません。

ゴミ出しなど個人が気をつけるべき。

指定された場所が遠いので、近くのゴミ小屋に置いてていいと（資源ごみ）いわれたが、２・３日残ってい
る。

ごみ収集ごくろうさまです。資源ごみも出しております。

ゴミ分別、資源ごみ、一人一人の協力が大事だと思うので、小さなことからコツコツと。

昨年行っていた土日の市役所での資源ごみの回収は良かった、今年もやってほしい。

資源ごみの場所がもっと近くにあるといいです。

ゴミ収集場所への搬入が町内会加入の条件はおかしい

ごみ収集車の時間帯を２パターンくらいにして欲しい。

ゴミ処理の運営が不明。

正しいゴミ処理の指導。

ごみ処理体制の充実は本当に実感できる。

今や電化製品に使われている電子基盤を１００％回収できる仕組みと電気店と市でできないものか、レア
メタルを回収流通出来れば良いと思う。

ごみの分別収集で助かっています。

有料で処分しなければならないごみがあります。無料での処分はできないのでしょうか？

集団回収奨励金制度を自治体ではなく各世帯に配布すればゴミの捨て方の認識が変わると思う。

集団回収奨励金制度とは？という声が多いと思います。制度の一覧を配布してはどうか？

ゴミ袋の有料化は良いが、もっと丈夫でもう少し大きめにできないものか？

ゴミ袋が高いので大変です。

ゴミ袋の持ち手は不要、ただの袋の形にしてほしい、使いづらい。

むつ市のごみ袋（もえるごみ）もう少し大きくして欲しい。

不法投棄が多すぎ。犬の糞尿の始末もほとんどなし。

山間部での不法投棄有り。

不法投棄は取り締まるべき。

○ゴミ袋関係

○不法投棄関係

設問２２　「住みよい生活環境づくり」について

○ゴミ収集関係
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自由意見

まだ不法投棄が多くある。

やはり箱物に頼りすぎた、脇野沢のゴミも知ってたはずだ、しっかりやれ！

最近はゴミ小屋がだいぶ建てられていいと思う。

町内会でゴミ拾いをしているので、私の地区は歩いていてもゴミは目だちませんが、通勤で歩いていると
ゴミだらけでびっくりします。町内にまかせていないで市役所で歩いて見てみたらいいと思います。

当項目に原子力対策が入っていないのですか？

大きい深い排水路の清掃が必要（各箇所点検してみてください）。

住みよい生活環境づくりにはもっと積極的に取り組んでほしい。

私も含め、一人一人の意識が大事だと思います。

緑と公園は重要です。

不衛生な道路側溝が多々ある。生活排水はすべて側溝に流れる。地域の人が手軽に清掃できるように
整備してほしい。

市民の意識改革、教育も同時に進めるべき。

今のままでいいと思います。

プラゴミは燃えるごみなんだなー。

道徳心のない人が袋に入れたゴミを道ばたに捨ててるのを見るとせつないです。

ビニール袋・空き缶・ペットボトルが路肩に転がっています。

透き通った河川づくり。

大変住みやすい良い地域だと思っております。

田名部河川が汚染されているので、ヨシを多く植樹。

ゴミは多くなる一方です、ゴミを減らす工夫が欲しい。

河川等の水質検査で安心感あり。

○その他
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自由意見

国の研究機関と災害時の協力体制がどうなっているのかも公表してほしい。

水はとても大切。ありがたいと思う。

早く来て欲しい。

とりあえず、水道で困っていることはない。

むつと一緒の水道料金になったらすごく高いです。収入が少なくなって物価が高くて大変です。

たぶんきちんとやってくれているんだろうなと。

むつ市の水道はおいしいと思う。

当項目を充実させること。

市内全域水道料金は同じですか、地域差はありませんか？

よくわかりません。

水は命の源です。安心安全な水を。

おいしい安全な水はありがたい。

人口がどんどん減るのにこんなにお金をかけてどうするの？

今のままでいいと思います。

賃貸ですがお湯を出すとしばらく水が茶色い（さび？）もったいないと思う。

安心していい水を飲めてうれしい。

大きな災害に対応できるのでしょうか？集中した機能が滞ったらと心配されます。

安心して食生活ができるし、健康な生活（風呂・洗濯）はすばらしいです。

むつ市は恵まれていると思います、滅多に制限を受けたことがない。

大きな事故もなくありがたく思っています、老朽化の所を早く修復。

水道の安全、安定供給で満足しています。

水道料金は高いと感じる。

設問２３　「水道環境の充実」について
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自由意見

一部の人たちだけで取り組んでいる（自己満足）。古い人たちの中に新しい人たちは入りにくい環境があ
りすぎ！

町内会が弱体している。人数も減。これからはもっと組織的行政の方で考えていく必要がある。

興味をもてない。一部の人の私用化が顕著である。

若者や公務員はもっと参加すべき。

行政組織が大きくなるほど、地域コミュニティの充実が必要。

実際土手内町内会も支援を受け助かっていると思います。

まだまだ不足です。

集会施設など充分だと思う。

よく取り組んでいる方です。

集会所の建設にはかなりの補助をされていると思います、その後の使用が必要。

重要としか答えようがない。

活動が担当者のみで周囲の人の巻き込みがない。

当町内会も年１回の大掃除を実施しているが、我が班（１７世帯）に土のう袋は５枚しか配布されない。側
溝の汚泥だけでも２０袋以上も必要。

限界集落が消滅の危機まで進んで怖い！

若者流出、ジジババばっかりでどうするの？

一部の集会所は立派ですが、バランスが悪い、全体・むつ市として取り組むべき。

町内清掃等にもっと市役所職員を出してほしい。

活動に参加できないです。

どの程度使われているのでしょうか？なぜ活用されないのでしょうか？

地域のコミュニティには少し難がありますが、市役所で行う事業はよい。

まちづくりが途上にあり住民意識が他の地域からの参入に欠けている、古くからの住民が率先して環境
づくりすべし。

各町内施設は充実されており、清掃活動なども充実と思います。

「地域コミュニティ活動」はかけ声だけで終わっているような気がする。

趣味を生かせる健康麻雀、碁、将棋等、気軽に集まってできる場所であってほしい。

アパートのゴミも町内会のゴミ置き場に置かせてほしい、アパート住民も町内行事に誘ってほしい。

設問２４　「地域コミュニティ活動」について
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自由意見

異文化コミュニケーションは大事なことなので、継続してほしい。子ども達だけでなく大人も参加できるよう
な取り組みに期待します。

すごくお金がかかるのでは？（家庭から）助成はあるのでしょうか？

中学生派遣人数、もっと増やしてもいいのでは？

なぜ会津若松、ポートエンジェルス、台湾と交流する必要があるのか不明。

外との交流はとてもよいことだと思う。それらが更に役立つよう、もっとチャンスの幅を広げてあげられたら
もっと良いと思う。

市政に反映されているのか疑問。

身近に感じたことがないのでわかりません。

１人だと参加する勇気がでません。いつも行きたいとは思っていますが…。留学等はどんどん行けるよう
に補助してください。

着実に行ってください。

交流を行うことのメリットは何ですか？交流を行ったことによる効果はありますか？

国内外とは大いに充分だと思う。

市政だよりでみるだけですが、良いと思う。

良いことだと思います。

国際社会によって左右されるので、臨機応変に対応していけば良いのでは。緊迫している中で中国と無
理矢理交流しなくても良いと思う。

国外はいいとして、国内の交流がいまいち活かしきれてない気がする。

活動が担当者のみで周囲の人を巻き込みがない。

効果がでるにはかなりの投資が必要である、他を充実させたのち取り組むべき。

会津若松市とむつのイベントをやってくれないでしょうか（H６年に時代行列がありましたよ）。

親善を深めてどうなった？目に見える成果が見たい。

中国とは本当に友好交流？

市のために何か役に立っているのか。

こういうことをしてると初めて知った。

分からない。

ますます広がりがよいと思っています。

活動内容、結果が見えてこない。

会津若松市とむつ市の交流、いいことと嬉しく思います。

子供達の視野を広げることはいいんじゃないですか？

会津若松との交流とか他の地域の交流は予算があったらもっとやって欲しい。

思考が離島の感覚が多くの人に見られる、なぜだろう。

国内外の交流を深めてそれぞれ友好を深めてほしい。

設問２５　「国内外における交流の促進」について
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自由意見

交流といっても行ける人数も限られるし、それに関係しない人にとっては何のために行っているかもわか
らないと思う。

交流することは大切だと思います。

「八重の桜」で会津（斗南）にますます感心がわきました。もう少し斗南藩のアピールがあった方が良いと
思います。

参加する人員が少なく、限られた人のみでは？

国内外の交流も大切だが、県内市内の交流をもっと重視してほしい。
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自由意見

市民協力は必要ですが、これも一部の人たちだけの取り組みになってませんか？広報紙が多すぎ！削
減を！

シャトルメールを知りませんでした。使ってみたいです。

わかりにくい。シャトルメールとは？

地域住民の話を聞いて作成した方がよい。

補助金による事業があるが、その金がなくなれば終了という事業が多い。もっと継続的なものが必要で、
もっと行政で考えてほしい。

「市政だより」ばかりでなく、主な施設、学校等にBOXを設置されて皆が参加出来る形にして頂きたいで
す。

活動内容がいまいちわからない。

重要ですので広く会議をもって実行すること。

充分。

メールとかパソコンに弱い年寄りには、マンパワーが一番。

市政の積極性は多とするが、市民の積極的な参加出来る方法を考える必要がないか。

私にはよく分からない。

まちづくり補助金の活動報告会で各団体の活動内容を聞いたが、活動に対して努力が足りない団体がい
くつか…。おでかけ市長室はいい案だと思う。

もっと活用できる可能性がある、取り入れている自治体を参考に。

広く市民を巻き込むことの難しさを感じる。

市からの情報はネットなどもあり月１回の発行でもよいと思います。

市民協働方針が市役所（県・国）の意見に対するガス抜きになる。

市所有の緑地帯を職員個人で利用してる人がいる。

ひとりひとりに働きかけているということはすばらしい、市民もびしっと気が引きしまると思います。

重要性があるのかは理解できますが、満足感になると少し私たちも勉強不足と思います。

生活している人が環境を生み形を作っている、行政がいつの間にか優先しているのでは？

各団体の協力協働が組織にあればよいのでは？

年寄りもスマホに慣れ参加してほしい。

町内を明るくするのが大切と思われます、気持ち的に。

シャトルメールは今回初めて知りました。気軽に情報提供をしやすくなる良い取り組みだと思います。

設問２６　「市民協働の取組」について
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自由意見

将来にむけて継続して下さい。

仕事をする所がない方が重要。自分の生活でいっぱい。

女性が働ける体勢が整っていない。保育所不足。

残業もできるように保育園の延長（または２４時間保育）ができればいいと思う。

男女共同参画は若い人には浸透しているが、年をめしている人の方がまだまだの方が多いと思う。６０代
以上が特にそう思う。

活動内容があまり伝わってないような気がする

少子化対策の為にももっと職場の環境を整える努力をして欲しいです。

まだまだ不十分です、均等法を他機関で実行中。

今の時代に合わないと思います。特別唱えなくても意識が変わってきているので、男女ともに参画できて
いると思います。

あってもいいがとても必要があるとは思えない。

家庭では女子力が優れており、社会でも平等という意識です。

私にはよく分からない。

引き続き取り組みをお願いする。

日本社会の中で真の男女共同…は難しい時間がかかる。

目に見える成果がほしい。

背筋を伸ばして社会づくりをする、私たちは元気をもらいます。

職場や家庭、その他の活動でも男女は特性や持ち味を補助しあっています。

特に若者を育てる事は大事である。

災害に強いのは女性、力を尊重しよう。

若い人、老人、男女を問わず、みつめあうことも重要。

この活動はあることを知りませんでした。

必要ですか？

設問２７　「男女共同参画社会づくり」について
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自由意見

前より良くなってきましたが、対応が悪い。

むつ市役所での各種窓口対応にはかなり不満があります。税金で仕事をしているのか、やってやってい
る感が強いのか認識を改めて欲しい。

待遇、本当にできてますか？

もっと職員を減らせると思う。

窓口で対応が悪いと１日嫌な気持ちです。

分庁の対応に誠実さが無い者が居る。

接遇はまだまだ向上心が足りない方がいるようです。

はっきり言って中年くらいの方の態度が悪すぎる。改善できないなら窓口に立たない方がよい。こちらが
気分が悪くなる。

市職員の話し方がやや上から目線の人がいます。市民の立場になった接し方でお願いします。

役所の窓口の応対が良くなりました。

職員の対応にとても好感が持てます。ある村出身ですが、そこは全く対応が悪くむつ市に来て職員の対
応の良さに驚きました。

臨時職員の採用条件は最長何年か？いつも同じ顔ぶれ尚かつ１０年以上も任用されてる人もいるが、そ
ちらも問題では？

質問に答えられない窓口職員に対する業務再教育。

約４０年公務員をし、固定給とボーナスをもらっている。安定していたのに６０才になり退職かと思ったら再
雇用とはどういうことか？臨時職員として雇用なら理解できるが、ボーナスも出るとのこと。むつ市は若い
子の仕事がないのだから、公務員退職者再雇用ではなく臨時職員を増やし優遇するべき。老若男女に雇
用の場をください。市の職員の毎月の給料１００円減らしたら何人雇用できるか？

職員の資質向上、一部ですがすごくやる気が見えていいと思います。

市の職員と家族の医療費が無料もしくは助成という話を聞いたが、それは「効率的な行政運営」と言える
のか？

職員もしっかり働き、市民もひとりひとりが確かな生活をする、むつ市はもっともっと住みやすくなる。

むつ市では、赤字で大変だと思いますが町民は収入が少なく、税金も中々納入が出来ません。本当に申
しわけないと思います。

接遇の良悪よりも、健全な行政運営を優先してください。

少ない財政でよく頑張っている方だと思います。

財政の健全運営にはしっかりと取り組んでほしい。

市の予算や職員の状況等市政だよりに細かく知らせてくれますのでありがたく目を通しています。

原発の交付金に頼らずとも財政を運営望みます。

市の財政がわかりやすいことが喜ばしいことです。

分かりにくさを解消してほしい。

赤字解消はすばらしいと思います。ただ人件費削減により職員に負担がががらないよう願っています。

設問２８　「効率的な行財政

○市職員関係

○行財政運営関係
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自由意見

むつ市財政運営Ｈ２２年より黒字にて大変良かったです。

このまちで黒字なのはビックリ。

多少赤字財政になっても経済政策の充実を望む。

むつ市が将来何をしたいのか全く見えない。

敬老会の見直しはだめ。老人を大切に。感謝の気持ちを。８０才では動ける人はいない。むつに出てこい
はひどい。各地区でやっていることを大事にして欲しい。

いままでよりはよくなってると思いますが。

よくわかりません。

頑張っているかもしれないが、まだまだ！

大変重要、窓口アンケートをガス抜きにするな。

会社だと赤字になればボーナスは出ない。

効率化を目指した結果、市民サービスの低下があっては困る、当然職員へのしわ寄せもないようにして
ほしい。

市役所の運営については案内や予算等はよく分からないが安心がある。

ムチュラン！とってもかわいいです。

非常に大事な問題。

何を行うにしても予算が絡むことなので、大変と思います。

○その他
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自由意見

少しづつ頑張っているのが感じられる。

よりよいむつ市になることを期待しています。

わからないことが多かった。

市街地から転入して数年経ったが広く外のまちを見るべき。現状に満足しきっていては発展しない。

いろいろとやっているのはこのアンケートで分かったが、一般市民には実感できていないことが多い。もっ
と全市民に分かるような活動にしてほしい。お金の使い方ももっと大切に、意義のある使い方をしてほし
い。

大畑・川内・脇野沢を粗末にしていないか。

取り組む活動の多さに驚いた。満足する部分もあるが、不満なことも多い。

地域が保守的すぎるように感じる。どんどん新しいことをして発展させていくべきだと思う。

本当は満足しているのかもしれない。でも不満な点しか気にならない物である。満足して当然、不満は特
に気になる！

わからない事もありましたが、むつ市民として満足しています。

いろいろな施策がされており、一定の効果もあると思われている。ただし、評価後の分析も必要で検証を
続けていくべきである。

むつ市全般にみた場合、大湊から川内地区に視点が集まるようですが、もう少し北通り地区にも視点を
集めてほしい。

むつ市に住むメリットは何でしょうか？東通に住むとたくさん良いことがありますよね？不満だらけです。

まちに魅力がない。

むつ市に住んでいて良かったと思うまちにしてほしい。

住みにくいまち、田舎の割に家賃が高い、閉鎖的な街でよそ者を受け入れない体質がある。

安心して住める市です。

なにごとにつけても重要なことと思います。

取り組み自体知らないことが多いです。

高齢化が進み、土地や建物共々さびれて行く不安。

人を呼び込むためにはお金をかけてもいいと思う。（スポーツイベントの開催、自然を生かした観光な
ど）。あとは健康関係にもお金をかけてもよい。逆にそれ以外はいらない。

施策が残念ながら目に見え分かりません。

むつ市に移住してきてまだ半年なので、知らなかった取り組みも多く、満足度はまだ評価できませんが、
今後の生活を考えると、医療や生活環境づくりに関する取り組みが満足度に影響してくるのではないかと
思います。

高齢者には生活に密着した施策にしかあまり関心もたないが、市が実施または取り組んでいる施策は必
要だと思う。

お年寄りが増えてく近年、一人暮らしの方への支援をもう少しなんとかして欲しい、家族が近くにいない
時、地域での支援、市としての支援の工夫は？

市をあげての少子化対策、晩婚対策を！

「総合満足度」の欄に寄せられたご意見

○総合的な意見

○福祉関係
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自由意見

市政だよりなどで保健所の仕事（特に犬猫などの保護、殺処分などについて）の記事を載せてもらえれば
と思います。引き取ることなどができるのかどうかなど、知らないことが多いと思います。

下北半島の中核としてむつ総合病院の充実が望まれる。

雪国なのに冬期間子どもの遊び場がない。

もっとむつ市内に入った時や下北駅に下りた時のインパクトがほしい（むつに来たな～と感じられるよう
な）。

個々はしっかりしているが、全くといっていいほど連携がなっていない。観光事業がその例である。

海も山もあり自然豊かで住みやすいところではあるが、若者の働き場所がもっとあれば良いと思う。

大型デパートの建設に取り組んでほしい。

「原発」に付いて考えるところにきています。「ゼロ」に向けて、もっともっと取り組んで欲しい。事故でまち
を離れることのない様「ゼロ」にするべきです。「原子力船むつ」の事を忘れないで！！

原子力関連のことで不安がある。

地元の市役所の職員の態度は良くないと思います。

このまえ墓地公園の話を聞きに行った時、奥の方でおつぼねさんみたいな人がずーっとパソコンいじって
チョコレート食べてパソコンをいじってチョコレートたべてました。休けい中だったのでしょうか、昼休みだっ
たのでしょうか。ふつうの会社員ならクビですね。パソコンは自分のなんですか？電気代は?職員は公務
員、良い身分だ。まったく。

施策が残念ながら目に見え分かりません。残念ながら目に見えずわかりません。

職員が１件ずつ回って意見を聞いたらどうか。

これからも職員に期待します。

むつ市に愛着はありますが、住みよい市だとは思ってません。

むつ病が以前実施していたむつ病へ将来勤めるのであれば奨学金をもらいながら学べるシステムなど、
子供たちと学びと仕事がむつの将来へつながると強く考える！！

生まれ育った場所だからこそ、愛着はありますが、これからの将来・若者が根付く街になるよう、市民全体
で考えて行かなければならないと思います。村や集落がなくなっていくのは何とも寂しいばかりです。

まちはとてもよく運営してると思うが、アンケートで知らないことが多くあった。

わからないことが多かったが、一生懸命答えました。

意味が少し分からなかったです、申し訳ありません。

満足度が１個もなかったので０。

下水道の普及もまだまだですが、自然の美しさに元気づけられ、それほど不便なこともなく、過ごしていま
す。

頑張っているかもしれないが、まだまだ！

「行政の取り組み」と文言を置き換えて答えました。

どちらともいえない。

○市役所関係

○その他

○雪対策関係

○各種産業関係

○原子力関係
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自由意見

本のないまちは廃れてる、田舎でもいいから本のあるまちにしてほしい、むつ市民は本を読まないのか？
と思ってしまう。

むつの人の運転マナーが悪い。

おおむね満足。

宮下前市長がこれまで行ってきた取り組みは、市民が感心するものばかりでした。これからもっと良くなっ
て行くのではという期待が強かったため非常に残念で仕方ありません。次の市長には宮下市長のように
全てに耳を傾けて片寄らずに取り組んで頂ける方に期待したいと思います。

市長逝去に伴い市政の舵取りは変わると思います、ぜひ市政を停滞することなく更なる邁進をして頂けま
す様、新市長並びに市議会議員、職員の皆様の活躍を期待しております。
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自由意見

それはあります。むつが一番だと思っています。

生まれ育った場所なので愛着はある。

むつ市の様々な取組に愛着を感じる。

景気がよいとは言えませんが、それでも住みやすい良い所だと思っています。

一生涯を過ごす場所であると考えています。今後、より一層の発展を期待します。

むつ市には愛着は100％あります。自分のふるさとで大事です。

自分の住んでいる地区にはみんな愛着があるはず。

むつ市に長年住んでおり、自分の生活そのものだから。

これからももっと住みよいむつ市にして欲しい。

むつ市の祭りが大好きです。

ここに住み続けたいから未来に希望をもって！

今後も私たち市民のために宜しくお願い致します。

市というより自分の住んでる区に感じています。

すばらしい市です。ここに生まれて育ち、教育を受けて子孫を育てて安心して生活している現状です。

むつ市に住んで５０年になりますが、良いまちです。

東通村の生まれの私ですが、今は幸福です。

天災が少なく四季の変化に富む自然豊かなまちが好き。

機会があれば市街地へ転出したい。

地方を大切にしない国の方向には大変不満だ。

将来的に希望がもてない市なので、移住を計画するしかない。

引っ越してきたばかりであまりよくわかりません。

地域としては愛着があるが、全く機能していない行政（特に冬）には失望感がある。

他県出身なのでここで老後を過ごしたいとは思えません。過ごしたくなるような素敵な街を目指して頑張っ
てください！

移動困難下北半島ですので、道路整備をよくしないと人口は減っていくと思う。

祭り等も昔に比べて見る人が少なく、愛着度はだんだんなくなる。

むつ市に愛着はありますが、福島のようなことを思うと他県へ行きたいと思うこともある。

仕事でなければここには住みたくない、原子力関連施設が多すぎで子どものことが心配だ。何かあったら
どうするのか青森県とむつ市はどう考えているのか？そんなところに愛着なんてわくはずがない。

体が動くうちはいいとは思うが、これからがいろいろと不便だし考えるところです。

生まれて育った住み慣れたところです、環境に危険が多くなりました。

自然豊かで良い所ですが、生活する上は不便さもあります。

「愛着度」の欄に寄せられたご意見

○肯定的意見

○否定的意見
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自由意見

満足度があまりわかりません。

良いところ（場所）はたくさんあるので、もっと外へアピールできたらと思う。

台風等の雨でも、他の地域に比べれば最小限に止めてる面、ちょっとしたことでも、すぐ調査して、まちに
対しての取り組みにしてもやっぱり「住んでて良かった」と思える様、もっともっと考えていかなくてはなりま
せん。

地元の祭りはずっとつづけてほしいと思います。

子どもたちにもむつで暮らしてほしいが働く場所があるのか不安。

このすばらしいむつ市を市民だけでなく、全国的にもっと知ってもらいたい。十和田市のように観光に力を
入れて頂きたい。

こんなに観光資源があるのにいかせてないことがもどかしい。

むつ市民としては２ですが、大畑町民としては４です。

どんどん若い人間を捕まえていかないと、少しずつ廃れていく一方だと思う。来てもらうのを待つのではな
く、県外からでも来たくなるようなコンテンツを発信していくべきだと思う。

自然に囲まれ、魚もおいしく住みよい市だが、子どもは他県にて働く。家族が一緒に生活できてゆとりある
生活ができて街に対して愛着もでてくるのでは。若い人たちが働くところがない限り、街は発展しない。

縁あってむつ市に永住することを決心した。安全安心でくらしたいものです。

強く感じたいのですが、日々生活に工夫が必要と気づきました。

むつ市として一丸となる行事がない、大湊ねぶた・田名部まつり、などそれぞれ別のものですよね？一部
の人が楽しいのでは？

住みやすいまちであってほしい。

年を取るほどにここ下北に対する愛着は増していますが、もっと若い人がそんな気持ちになるような市に
なればいいなぁと思います。

決して原発依存の市にしてほしくないです。

大湊ねぶたに力を入れてPRして欲しい（出店等）。

単身赴任で来ましたが、カモシカにはびっくりしました(笑)。

大間出身なので地元の方への愛着が多いかな？

満足度重要度はその設問によって評価が多用に分類されると思われますが、５段階による単純さに腹が
立つ思いです。

民生委員にアンケートに協力してもらうといいのでは？調査票は終わったら捨てるので、経費がもったい
ない。

満足度調査のとりまとめお疲れ様です。この調査への意見をとりまとめるのは大変かと思いますが、現状
に満足せずによりよいむつ市を目指して頑張ってください。また、市役所の窓口ですが、事前に電話にて
確認してから訪れたのですが、よく担当部署が違うとたらい回しにされますので、市役所内職員にて相互
理解のほど宜しくお願いします。

満足重要課題の意味が分からない部分もあるので、設問を１５くらいに縮めて内容をわかりやすく。

調査票は白黒印刷で紙質ももっと悪いものでよいと思う。

ついこの間調査に協力したが、５年に１回くらいのペースでよい。

○その他

調査に関しての自由意見欄に寄せられたご意見

○満足度調査関係

○要望・希望関係
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自由意見

調査結果が「ことなかれ主義」や「現状満足・安心感」に流されることなく真摯に至らぬ点を改善して欲し
い。特に住民のモラル等民度は根本的に（学校教育から）改善しないとこのまま退廃するだけである。

私は昭和４３年６月からむつ市民になりましたが、今回の調査は重要なことだが満足度は目に見えてこな
いと思う。

予算の無駄使いにならない事を望みます。（アンケート等）

このような質問の為に、パンフレット等に費用をかけてムダだと思った。

設問課題に対して回答するのか、取組み事業等を評価して満足度、重要度について回答するものか記
入にためらう調査でした。

項目に新鮮みが乏しい、今何が大切なのですか？

私のような年寄りではなく、もっと若くて健康な方へお願いします。

参考として「主な取り組み内容」を明記しているが、それに対する実績の記載がないので、満足度の評価
に窮する。

年間９ヶ月は県外船に乗り込んでいるため、地元の事とはいえあまりよくわかることもなく、回答に戸惑っ
た。

年を取っているのでわからない。

質問が多くて大変でしたが、頑張りました。説明の欄が小さいので、説明不足な点もあります。すみませ
ん…。

とてもよいことと思います、これからもよろしく。

独身にはあまり役に立たないアンケートだと思います。

調査票はカラーである必要はないと思います。アンケートは重要ですが、アンケートに費用をかけすぎで
はないでしょうか。

難しいです。

発言する機会がない人間にとっては大変有意義な発信をさせていただきました、関係者の努力に感謝致
します、古里を自慢出来るむつ市に！

この調査で何か変わりますか？変わるのを楽しみにしています。

各設問で主な取り組みの内容の中で理解していない項目もありましたけど、評価しました。

このようなアンケートは随時やってもいいと思います、お疲れ様でした。

突然封筒が来ても意味わからないです。

住民の意見を知る上に賛成です。

このアンケート自体が余計な写真・文章が多く記入する意欲をなくす、もっと簡単にしないと誰も書いてく
れないと思う、自分に関係ないことが多く、どうでもよく感じる、このアンケートでそう生かせるのかよくわか
らない、関係ありませんがむつは人口のわりに太っている人が多すぎ、その対策を早くした方が良い。

設問が多すぎると思います、職員の人たちが１件ずつ回ってきちんと意見を聞いたらどうか。

取り組み内容の成果が把握できていないので、満足度の評価が難しい部分がある。

今回の調査ではむつ市といっても範囲が広く、出る機会が少ない私にはわからないことが多く、的を射た
答えになっているか考えさせられました。

調査内容がわかりにくかったので、もう少し簡単にしてほしかった。

私は目が悪く、字を読むことが大変です、できることなら選ばれたくないです。

各設問の取り組み内容の中身がごく一般的で力を入れて取り組んでいると伝わってこない、特に印刷経
費の割りに内容が軽く感じられます。
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自由意見

この調査をまとめ今後の為に考案されてると思いますが、すばらしいむつ市の発展のために努力してくだ
さい、ご苦労様です。

なかなか何事につけても回答するとなると難しいです、お役に立つか分かりませんが、一生懸命やりまし
た。

調査票２０００部作成、１部あたり４９．９円＝９９，８００円、 はたして用紙の質およびフルカラーは必要
だったのか？２色刷り若しくは白黒で紙厚を落としてもよかったのではと思います。どうせ回答後はごみで
すので、たかがアンケートですよね！しかも郵送料金もかかるでしょう。

設問の内容がよく分からないままの記入でした。申し訳ありません。

どれを見てもすごいと思いました。今まで通りお進めくださいませ。

むつ市の良い所も悪い所も含めてもっと改善をする必要があると思う。

早くバイパス道路を開通してほしい。桜木町に若い人が住まない。冬に交通が不便、道路が狭い。

色々してるみたいだが、目に見えないからわらからない。

初めてこういう取組をしていることがわかりました。もっとみんなが活動のことを知り、理解すれば参加した
り目を通したりする人も増えると思います。一部の人しか知らないのでは頑張ってる人に申し訳ないです。

今以上に住みやすい「むつ市」にしてください。ご苦労様です。

近所に子どもさんがいるので、子どもの遊び場を作って欲しい。後は下水とか不便なのでそういうところを
直してほしいです。

むつ市内のことばかりで過疎地のことは全然考えてない。さびれるだけ。空き家に野原は荒れ放題。

原子力関連施設を有するむつ市がその設問がないのはおかしい。住民がそのことをどう考えているのか
問うべきだ。市長に話して欲しい。

安心して生活していけるような環境作りをよろしくお願いします。

「恐山」行きのバスが10月ではなく11月まで有った方がいい。結構、雪の無い時は観光で来てます。「ム
チュラン一家」のポストカードや切手を・・・と思います。むつ市のPRとして・・・どこでも手に入ったらいいな
～と！！その売り上げの一部をむつ市へ「ムチュラン基金」で役立てたらどうでしょうか？

むつ市と合併してから、良い所が有りません。税金も高いし水道料金も高いので、生活が苦しいです。

他県から来た私にとっては、満足していることが少なく、良い印象がない。ただ、水はおいしいし、魚や野
菜がおいしいです。

どんなに魅力あるむつ市になろうと、高校を卒業し進学した子どもがむつ市に帰って来たくても就職先が
なくては帰ってこれません。老人だらけの市になるのが目に見えてます。

転入してきたばかりなので、むつ市の取り組みを理解できていません。若年者の市外への流出を防ぐ活
動が最も大事ではないかと思います。（インフラ整備→企業誘致→雇用の創出→賃金アップ→人口・財政
の向上→様々な施策の充実）

むつ病院について、医師獲得と各科の医師が病院にいないことが不安。看護師の態度、優しさ、気配り
が欠けていると思う。むつ病院をもっと真剣に考えて欲しいです。病気になったら不安です。

むつ市の決算について何も書かれていない。H23生活保護費22億9159万円、H24生活保護費23億1435
万円それに比べH23子ども手当9億215万円、H24は4億100万円。これでは生活保護者が増え子どもが
減って年寄りが増えるだけだ！私たちの税金がこの人たちのために使われている。世の中どうなっている
んだ、悲しい。生活保護を受ける人が増えすぎ！毎日ぶらぶら、パチンコ、ケイタイスマホ、タバコ。腹立
たしい。

下北駅前をもっと魅力的にした方がいい。おみやげ屋とラーメン屋のみというのはチョット…。まずカフェで
一息つけるような気軽に入れる場所を作り、来さまい館のようにむつ市を知れる場所を作るべき。観光客
が増えれば、街も人ももっともっといい街にしようと努力するようになる。せっかく恐山や夜景や海鮮の食
べ物があるのにもったいないと思う。どこに旅行に行ってもまず駅前の景色を見渡し、空気を吸う。下北
駅前から降りてきた観光客はまずどう思うだろう。「何もない…」そう思われたら、もう来てもらえない。すば
らしい物がたくさんあるのに…。

○市政関係
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自由意見

自分の身近なことでないと無関心になっているのに気づかされました。

人の集まる施設が少なすぎる。

観光、レジャーについて広報（通りいっぺんは十分）や整備が不十分な気がする。

満足でありながらも、気になる点等を回答させていただきました。満足であっても満足と回答してしまえば
発展（進歩）はありません。

むつ市民として恩恵を受けていることが何もない、税金の無駄使い、異常にパチンコ店が多い、むつ市内
ですることがない、何もない。

ドッグラン等、ペットの遊び場を設置してほしい。

重要度に全部５を付けたのは、どれをとっても皆必要と考えるからです（できることからどんどん実行して
下さい）。

調査とは関係ないのですが、大橋がひび割れしているので、１日も早く直してほしい。横迎町の川の歩道
の向こう側に置いてある花壇、植えっぱなしで水やりもせずに烏にいたずらされている。橋は祭りの山車
の通る所などに使ってもらいたい。

厳しい意見を書きましたが、むつ市の発展を思って書いたものです。私一人の考えではなく、周囲でも同
様の意見があります。よりよい街になるよう願っています。

宮下市長になってからむつ市は税金の徴収ばかりでとても雰囲気が悪く、市役所の職員たちにも腹立つ
ことばかり、コネで入っている人が多く、仕事は全く不親切だし、もう少しまともな人を使って欲しい。市役
所ってだけで偉いのか、態度悪すぎる。相談とかにもきちんと聞いてくれる人はいない・・・昔の職員は良
かったと思う。

市役所の職員は人によって対応が違いすぎるので、ちゃんと教育してほしい。

関係各位日頃の活動作業、ご苦労様です。

近年の異常気象による豪雨、竜巻、強風等過去にも災害がなかったら大丈夫だではなく、いつ災害が発
生してもおかしくない。市の防災対策を基準に各地域でどのような災害の発生が予想されるのかを把握し
た、地域との綿密な対策が必要と考える。

自然の景色や伝統ある祭りは好きですが、交通の不便さなど不満があります。

安全安心で暮らせるまちを望みます、この下北半島は経済的に貧しいので経済を優先させるなら原発は
必要でしょう、交通インフラを１２０％整備して、一般の人には安全安心を与えるべきと思います。避難道
路を最低２本完成させてから原発を稼働して欲しいと思います。

高齢のため市政全般について詳しく内容を把握していない点がありました。

この調査票をみて「こんなことしてるんだ！」と感じました。やってることも知らない。もっと市民に知っても
らったらもう少し良い回答になるのでは…と思いました。もっともっとむつ市でやっていることをみんなに
知ってもらわないとやってる意味がないのでは…。

困ったら頼りになる行政であってほしい、悪いことで全国ニュースに流れないむつ市でいてほしい。

むつ市として全地域の住民、特に子どもや老人の交通機関の確保がなされていない。小中高生がむつ市
内の学校へ行くのにバスがない、これは問題です。義務教育は小中ですが、今はだいたいが高校までい
きます。学校へ行くのにバスが有料（スクールバス）、むつ市として支援は無いのでしょうか？考えてくださ
い。

市の広報が届かないので届けてほしい。

訪問内容について直に関連する事項に該当する部分がそれぞれの家庭環境によって違うので、なかな
か判断できない事もあると思う（介護者・障害者を抱えている家庭など）。

引っ越してきたばかりでよくわかりませんが、バスが不便なので何とかして欲しい。

全体的にむつ市の方だけ道路など整備されていると思います。

むつ市に住んでいながら知らない取り組みばかりでした、何もできませんが今後も頑張って住みよいむつ
市になるようお願いします。
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自由意見

市側の市民の意見に対する対応に良いと思っております、処理に対することは予算等の関係ですぐにで
きないかもしれませんが状況等に対することはすぐできると思うので、市長が言っていた「市民の意見を
聞いた場合の対応はすぐに」を実行してほしい。

いろいろ取り組みされてて驚きました。むつ市に引っ越してきてまだ１年経ちませんが、転出するころ淋し
いと思うのか、嬉しいと思うのか、今は後者に近い…子どもが楽しそうにしてるので救われる。

年寄りに優しい市にして暮らしやすくして欲しい、車のない人にも優しいまちになって欲しい。

いろいろ私たちの知らない取り組みがたくさんある事に感謝です。

いろいろな企画を行っていますが、参加したがらない市民が参加できるような工夫をしてください。私は結
構サクラで行っている。

下北自動車道の早期完成を望む、２年前の悪夢が消えつつある。

公民館の事業には乗り物がなく不便を感じています。

大型デパート（例イオン下田）、総合デパート等が市内に少ない（ほぼない）ため、学生の必要品購入に不
便、休日は２時間かけて出かけます。市内に大型デパート、スポーツ店等あればむつ市に住む人も増え
るのでは…。

子供達のスポーツにもっと力を入れて欲しいと思います。

できるだけムダをなくしてほしいです。

町並みの美化のため、朽ちた廃墟の撤去等、難題ではありますが、生活環境づくり、住みよいまちづくり
をお願いしたい。

市の取り組みに興味のある人、ない人がはっきり別れていると思います、ない人にも興味が持てる市で
あってほしいです。

税金が高い！むつ病院の医師の質の向上を！

余談ですが生活保護費を受給している方に聞いた話ですが、冬の灯油代を支給されていると使いきれな
かった灯油はポリ缶１コ1,000円で近所の方に売って現金にしていると本人から聞きました。これはいかが
なものでしょうか？決して裕福ではない中、市民税を納めている私たちにとってそういう悪意ともとれる行
動を取っている人に自分のお金が使われていると思うと怒りを感じます。生活保護や母子家庭の受給対
象者のみなさんのことをもう少し詳しく調査してほしいと節に思います。

若い人たちに頑張ってください、むつ市のために。

高齢者医療に力を入れるのも大切ですけど、これからの子どものためにもっともっと教育子育てへの強化
にも力を入れてもらいたいです。あと生活保護も不正にもらっている人が多数いる現実があります。もっと
厳しく調査して、本当に生活困難な人に支給してください。

「今後もむつ市に住み続けたいですか」の設問の回答に「住み続けるしかない」を加える必要がある。単
身の高齢者の多くはこの項目に該当すると思う。

若い世代がむつ市で働きたい・住みたいと思う市になって欲しい。故郷で働きたいと思っていても働ける
環境にないと思う（企業が少ない）。

自分に関係がないことには関心がありませんでしたが、この調査用紙をみてこんなにたくさんの事業に取
り組んでいるのかと改めて思いました。ますます大変になってくると思いますが、むつ市のために頑張っ
て下さい。

自分達が住む市でも良くわかりません。

転入してきたばかりで難しかった。むつ市のやってることを知ることができて良かった。来たばかりだが不
満しか出なくて悲しかった。

むつ市発展のためにいかに人口を増やすかの努力が不足しています。このままでは１０年後２０年後の
人口は半分になるのでは？

普段考えてもみなかった項目が多く考えさせられ、また、いろいろな取り組み、環境づくり、どれだけ協力
できているかなぁ…少し市政運営に興味を持とうと思いました。

むつ市は夜になると街灯がものすごく少ないと思う。国道も暗いし１本ずれると更に暗いため、犯罪や非
行防止のためにも考えてほしいです。
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自由意見

公営（市）の水族館・遊園地があればいいです。

むつ下北のうまいもの、たくさんありますが、特に海の幸の物がもっと買いやすい値で提供されることを切
に願います（地元にいながら値が高すぎて口にしたことがないものがあります）。

知らない取り組みがあり、調査で知ることができました。市民1人1人がもっと住んでいる所に愛着を持っ
て、自分で出来ることをすれば（例：周辺の草を取る）きれいな環境になることにより、防犯にも繋がるもの
と思います。

無駄なことが多い。

人口の減少による地域の衰退を考えると、年長者の生かし方を考えてほしい、活性化、活性化の言葉だ
けではダメ！

人を集めるイベントを増やせば、人口は減らない。

１６年ぶりに他県からむつ市へ帰って来ました。海と山がキレイでとてもよい所ですが、病院が少ないの
が残念、それだけです。

台風が来ても余り心配ない。大雨が降っても心配したことない。

病院を増やして欲しい。前日某病院の受付で５時間待ったあげく、「その薬はうちでは取り扱っていないの
で、むつ病院へ行ってください」と言われ、診察もしてくれませんでした。

小学生が危険なところで遊んでいるので、注意しても話を聞かないです（こんなことを時々耳にします）。

生まれてずーっとむつ市民なので、深く考えた事がなかったです。改めて自分はむつ市にとても愛着を感
じているんだなあと思いました。

調査に関係がないのですが、ポストがないのでとても不便です。

むつ市はフジテレビが見ることができない。共同アンテナにすれがいいと思う。むつテレビなどつくり情報
の共有化をしたほうが良い。

むつにきて年数がたっていないので、人とのつきあいもないので、よく分かりません。

十和田から移住してまだ３年くらいで、むつはまだ住みなれた土地ではありません。簡単な回答ですみま
せん。

４月に引っ越してきたばかりなので、あまりよくわかりません。

市政運営に対する熱意に敬意を表します。自分の日常の生活習慣のせいで回答は十分な結果ではあり
ませんでした。むつ下北大好き人間として益々の発展を祈らせて頂きます（失礼とは思いましたが、志な
かばでご逝去なされました宮下市長のご冥福をお祈りいたします）

宮下市長さんの急死は本当に残念に思います。これから安心してこの地で過ごすことができる市政だと
思います。若い世代の働く場所が多くできること願っています。

市政だよりでむつ市の様子が知れて助かっています、宮下市長のご冥福を心からお祈り申し上げます。

大変いつもお世話になりましてどうも有難うございます。重度障がい者として所々の行事等に出席不可に
なりましたので残念でなりません。故宮下市長さんの分も職員皆様一同頑張って下さいませ。

宮下順一郎市長、急逝につきましてご冥福をお祈りします。市長に設問２８については感想をいただきた
かったものです。

宮下市長へのご冥福をお祈り申し上げます。大変お疲れ様でした、ありがとうございました。

故宮下順一郎氏のご冥福をお祈り申し上げます。

○その他
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