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１．市民アンケート調査概要 

（1）調査目的 

 ・第 6 次八戸市総合計画の策定にあたり、まちづくりに対する市民の意識を調査することによって、

今後、市が進むべきまちづくりの方向性を把握することを目的に実施した。 

 

 

（2）調査対象 

 ・八戸市在住の満 18 歳以上の市民 6,000 人を対象とした。 

 ・市民 6,000 人は、住民基本台帳を基に地域別人口の割合を考慮して、無作為抽出（男女別、年齢階

層別）した。 

 

 

（3）調査時期 

 ・調査票等の発送    ：平成 26 年 7 月 28 日（月） 

・お礼状兼催促状の発送 ：平成 26 年 8 月 8日（金） 

・調査票の回収     ：平成 26 年 7 月 30 日（火）～平成 26 年 8 月 31 日（日） 

 

 

（4）調査実施方法 

 ・無作為抽出した市民 6,000 人に対して、郵送配布及び郵送回収により実施した。 

 

 

（5）調査票回収結果 

 ・3,247 票回収して、回収率は 54.1％となった。 

  ※H17 第 5 次総合計画基本構想・前期推進計画策定時の市民アンケート調査：回収率 47.4％ 

  ※H22 第 5 次総合計画後期推進計画策定時の市民アンケート調査     ：回収率 60.7％ 

 

 

 

配布数 回収数 回収率 

6,000 3,247 54.1％ 
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単身

世帯

11.3

夫婦世帯

27.6

二世代世帯

（親と子）

41.4

三世代世帯

（親と子と孫）

11.5

その他

2.4

無回答

5.8

N=3247N=3247N=3247

18～19歳

1.7

20～29歳

7.0

30～

39歳

12.0

40～49歳

15.2

50～59歳

17.3

60～69歳

21.7

70～79歳

14.8

80歳以上

7.1

無回答

3.2

N=3247N=3247

男性

37.2

女性

49.4

無回答

13.3

N=3247

２．単純集計結果 

（1）回答者の属性 

 ①性別 

・女性が約 49％と男性より多い。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▲性別 

 

 

 ②年齢 

・60～69 歳が約 22％と最も高く、次いで、50～59 歳 

が約 17％、40～49 歳が約 15％となっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▲年齢 

 

 

 ③家族構成 

・二世代世帯が約 41％と最も高く、夫婦世帯が約 28％、 

三世代世帯が約 12％、単身世帯が約 11％となっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▲家族構成 
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農林畜産業

1.4
漁業

0.4

会社員・

会社役員

24.6

自営業

5.1

公務員

5.6

団体職員

1.4

パート・

アルバイト

12.9

家事

専業

11.3学生

2.2

無職

28.4

その他

2.9

無回答

3.8

N=3247N=3247N=3247N=3247

１年未満

1.3
１～４年

3.8 ５～９年

4.3

10～19年

9.1

20～29年

13.6

30年以上

64.8

無回答

3.1

N=3247N=3247N=3247N=3247

三八城地区

5.9

柏崎地区

4.0 吹上地区

5.6

長者地区

5.1

小中野地区

5.2

湊地区

5.9

白銀地区

9.8
鮫地区

3.5

根城

地区

9.7

是川地区

2.6

上長地区

4.2

市川地区

5.2

館地区

1.7

豊崎地区

0.6

大館地区

8.6

下長地区

10.7

南浜地区

1.0

南郷地区

2.4

地区名がわから

ない

5.0
無回答

3.3

N=3247N=3247N=3247

 

 ④居住地 

・下長地区が約 11％、白銀地区と根城地区が約 10％、 

 大館地区が約 9％となっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▲居住地 

 

 

 ⑤居住年数 

・30 年以上が約 65％、20～29 年が約 14％となっており、 

居住年数 20 年以上が 8割を占めている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▲居住年数 

 

 

 ⑥職業 

・無職が約 28％、会社員・会社役員が約 25％、 

パート・アルバイトが約 13％となっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▲職業 
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（2）八戸市のまちづくり 

 ①八戸市が将来的に目指すまち【複数回答：3つまで選択可】 

 ・八戸市が将来的にどのようなまちを目指したらよいのかについて質問したところ、「医療サービス

が充実し、健康づくり活動が盛んな“健康のまち”」と「安心して子どもを産み、育てることがで

きる“子育て支援のまち”」が約 40％と最も高く、次いで、「地震や風水害等の災害に強く、治安が

良い“安全・安心なまち”」が約 37％、「さまざまな産業が盛んで活気にあふれる“産業のまち”」

が約 32％となっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▲八戸市が将来的に目指すまち 

 

 

 

16.2

10.8

10.9

11.6

32.4

22.2

17.7

40.3

26.1

40.2

16.6

36.7

1.9

1.1

3.0

0.8

0.0 25.0 50.0 75.0 100.0

町内会、ボランティア、市民活動団体の

活動が盛んな「支え合い・助け合いのまち」

子どもから高齢者まで、幅広い学習・

教育機会が充実した「生涯学習のまち」

歴史や伝統、芸術・文化を

活かした「歴史・文化のまち」

スポーツが盛んで、楽しむ機会に

恵まれている「スポーツのまち」

さまざまな産業が盛んで

活気にあふれる「産業のまち」

中心街などに人々がつどい、都会的な

雰囲気のある「にぎわいのまち」

観光資源が充実し、全国各地から

多くの人が訪れる「観光のまち」

医療サービスが充実し、健康

づくり活動が盛んな「健康のまち」

高齢者や障がい者などに

やさしい「福祉のまち」

安心して子どもを産み、育てることができる

「子育て支援のまち」

自然を大切にし、再生可能エネルギーの

普及などに積極的に取り組む「環境のまち」

地震や風水害等の災害に強く、

治安が良い「安全・安心なまち」

その他

わからない

無回答

無効回答

（％）

N=3247
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 ②八戸市の魅力を感じるところ【複数回答：3つまで選択可】 

・八戸市のどのようなところに魅力を感じるのかについて質問したところ、「新鮮な地元食材」が約

40％と最も高く、次いで、「豊かな自然環境」が約 39％、「全国に誇れる特産品」が約 37％、「豊富

な観光資源」が約 35％となっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▲八戸市の魅力を感じるところ 

 

 

 

 

3.7

39.1

17.0

1.9

13.9

5.2

3.2

23.2

37.1

40.3

25.6

10.8

34.6

7.6

1.9

5.0

2.4

0.6

0.0 25.0 50.0 75.0 100.0

活発な市民活動

（町内会、ボランティア、市民活動団体など）

豊かな自然環境

（里山、森、川、海など）

歴史や伝統文化

（史跡、文化財・国宝、郷土芸能など）

芸術・アート

（音楽、演劇、現代アートなど）

スポーツ

（スケート、レスリング、サッカーなど）

都市サービス

（ショッピング、飲食、各種サービスなど）

高等教育機関

（大学、工業高等専門学校など）

陸・海・空の交通拠点

（高速道路、新幹線、八戸港、三沢空港など）

全国に誇れる特産品

（八戸前沖さば、せんべい汁、いちご煮など）

新鮮な地元食材

（農畜産物、魚介類など）

全国有数の水産都市

北東北随一の工業集積

豊富な観光資源

（三社大祭、種差海岸、朝市など）

北東北を牽引する拠点都市

その他

わからない

無回答

無効回答

（％）

N=3247
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 ③八戸市が取り組んでいるまちづくりに対する現状評価と今後の重要度 

○自治体運営に関する分野 

・現状評価について、「十分満たされている」と「まあまあ満たされている」を合わせた満足割合が

高い回答をみると、「広報はちのへなどを通して、市政情報が適切に市民に提供されている」が約

77％と高く、次いで、「市役所の窓口での説明や各種手続きがわかりやすくなっている」が約 67％、

「町内会での防犯・防災活動や環境美化など、地域の自主的な活動が活発に行われている」が約 50％

となっている。 

・一方、「あまり満たされていない」と「ほとんど満たされていない」を合わせた不満割合が高い回

答をみると、「広聴制度により、市民の声が行政に反映されている」が約 53％と高く、次いで、「市

民と行政が適切な役割分担のもと協力し合い、まちづくりを進めている」が約 46％、「ボランティ

アや市民活動団体がまちづくりの担い手として活躍している」が約 42％となっている。 

・また、選択肢の中で「判断できない」の割合が最も高くなっている回答をみると、「ボランティア

や市民活動団体（NPO）がまちづくりの担い手として活躍している」と「圏域の中心都市として、

近隣市町村との連携や交流が活発に行われている」が約 31％となっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▲自治体運営に関する分野の現状評価 

 

 

 

1.6

5.1

1.6

18.0

1.4

15.0

2.0

27.8

45.2

22.4

58.5

13.5

52.2

24.4

34.1

27.3

28.8

13.1

31.6

16.3

29.0

11.9

10.9

13.4

3.8

21.6

7.0

10.5

21.5

8.7

30.5

4.2

28.3

6.9

30.6

3.0

2.7

3.3

2.5

3.6

2.6

3.6

0% 20% 40% 60% 80% 100%

市民と行政が適切な役割分担の

もと協力し合い、まちづくりを進め

ている

町内会での防犯・防災活動や環

境美化など、地域の自主的な活

動が活発に行われている

ボランティアや市民活動団体

（NPO）がまちづくりの担い手とし

て活躍している

広報はちのへなどを通して、市政

情報が適切に市民に提供されて

いる

広聴制度により、市民の声が行

政に反映されている

市役所の窓口での説明や各種手

続きがわかりやすくなっている

圏域の中心都市として、近隣市

町村との連携や交流が活発に行

われている

十分満たされている まあまあ満たされている あまり満たされていない

ほとんど満たされていない 判断できない 無回答

N=3247
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※今後の重要度について、全回答における「特に重要である」と「やや重要である」を合わせた重要

度割合の平均値は約 8 割を占めている。そのため、重要度については、「特に重要である」との回

答に着目して整理する。自治体運営に関する分野以外も同じ考え方で整理する。 

 

 

・今後の重要度について、「特に重要である」をみると、「市役所の窓口での説明や各種手続きがわか

りやすくなっている」は約 43％と高く、次いで、「広聴制度により、市民の声が行政に反映されて

いる」が約 35％、「広報はちのへなどを通して、市政情報が適切に市民に提供されている」が約 34％

となっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▲自治体運営に関する分野の今後の重要度 

 

 

 

 

 

 

 

32.0

29.2

11.7

33.5

35.3

42.5

24.0

50.5

56.4

53.6

52.2

41.6

44.4

48.8

4.1

5.0

13.8

6.1

5.5

5.1

9.0

0.5

1.1

2.3

0.8

0.9

0.5

1.1

8.3

4.1

13.5

2.5

11.0

3.3

12.3

4.7

4.2

5.1

4.8

5.8

4.2

4.7

0% 20% 40% 60% 80% 100%

市民と行政が適切な役割分担の

もと協力し合い、まちづくりを進め

ている

町内会での防犯・防災活動や環

境美化など、地域の自主的な活

動が活発に行われている

ボランティアや市民活動団体

（NPO）がまちづくりの担い手とし

て活躍している

広報はちのへなどを通して、市政

情報が適切に市民に提供されて

いる

広聴制度により、市民の声が行

政に反映されている

市役所の窓口での説明や各種手

続きがわかりやすくなっている

圏域の中心都市として、近隣市

町村との連携や交流が活発に行

われている

特に重要である やや重要である あまり重要ではない

重要ではない 判断できない 無回答

N=3247
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○教育・文化・スポーツ・国際化・男女共同参画に関する分野 

・現状評価について、「十分満たされている」と「まあまあ満たされている」を合わせた満足割合が

高い回答をみると、「公民館活動や各種講座により、生涯を通じて学び続ける機会が充実している」

が約 53％と高く、次いで、「芸術・文化に親しむ鑑賞機会や活動機会が充実している」が約 51％、

「子どもたちが確かな学力と、知・徳・体の調和のとれた力を身につけている」が約 38％となって

いる。 

・一方、「あまり満たされていない」と「ほとんど満たされていない」を合わせた不満割合が高い回

答をみると、「男女が性別にかかわりなく、能力を発揮できる社会ができている」が約 59％と高く、

次いで、「外国の文化・歴史・言語等の学習を通じて、国際理解が深まっている」が約 58％、「市民

がスポーツに親しみ、楽しめる環境が整っている」が約 50％となっている。 

・また、選択肢の中で「判断できない」の割合が最も高くなっている回答をみると、「大学等と行政

が連携したまちづくりが行われている」が約 34％となっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▲教育・文化・スポーツ・国際化・男女共同参画に関する分野の現状評価 

 

 

 

 

 

2.3

1.4

6.0

4.2

3.4

0.6

1.4

35.6

18.9

46.7

47.2

33.1

8.6

15.7

31.7

30.6

22.8

25.9

36.6

33.3

34.3

6.0

12.1

7.0

6.5

13.2

24.9

24.3

21.5

33.5

14.4

12.8

10.3

29.4

21.5

3.0

3.4

3.1

3.4

3.3

3.3

2.8

0% 20% 40% 60% 80% 100%

子どもたちが確かな学力と、知･徳･体

の調和のとれた力を身につけている

大学等と行政が連携したまちづくりが行

われている

公民館活動や各種講座により、生涯を

通じて学び続ける機会が充実している

芸術・文化に親しむ鑑賞機会や活動機

会が充実している

市民がスポーツに親しみ、楽しめる環

境が整っている

外国の文化・歴史・言語等の学習を通

じて、国際理解が深まっている

男女が性別にかかわりなく、能力を発

揮できる社会ができている

十分満たされている まあまあ満たされている あまり満たされていない

ほとんど満たされていない 判断できない 無回答

N=3247
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・今後の重要度について、「特に重要である」をみると、「子どもたちが確かな学力と、知・徳・体の

調和のとれた力を身につけている」が約 57％と高く、次いで、「男女が性別にかかわりなく、能力

を発揮できる社会ができている」が約 35％、「市民がスポーツに親しみ、楽しめる環境が整ってい

る」が約 20％となっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▲教育・文化・スポーツ・国際化・男女共同参画に関する分野の今後の重要度 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

57.1

15.7

14.5

13.7

20.4

18.1

35.3

31.3

49.8

58.4

54.5

57.7

46.4

43.4

1.4

13.1

13.8

16.4

9.7

14.6

6.3

0.1

1.5

1.6

1.9

1.3

1.9

0.9

6.1

15.0

7.1

8.3

6.2

14.3

9.7

3.9

5.0

4.6

5.2

4.7

4.7

4.4

0% 20% 40% 60% 80% 100%

子どもたちが確かな学力と、知･徳･体

の調和のとれた力を身につけている

大学等と行政が連携したまちづくりが行

われている

公民館活動や各種講座により、生涯を

通じて学び続ける機会が充実している

芸術・文化に親しむ鑑賞機会や活動機

会が充実している

市民がスポーツに親しみ、楽しめる環

境が整っている

外国の文化・歴史・言語等の学習を通

じて、国際理解が深まっている

男女が性別にかかわりなく、能力を発

揮できる社会ができている

特に重要である やや重要である あまり重要ではない

重要ではない 判断できない 無回答

N=3247
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○産業・雇用に関する分野 

・現状評価について、「十分満たされている」と「まあまあ満たされている」を合わせた満足割合が

高い回答をみると、「特色のある農産品や水産品、土産などのブランド化が図られている」が約 51％

と高く、次いで、「岸壁や防波堤などの港湾施設が充実し、貿易が活発に行われている」が約 44％、

「観光 PR 等により、知名度が高まり、首都圏などから訪れる人が増えている」が約 33％となって

いる。 

・一方、「あまり満たされていない」と「ほとんど満たされていない」を合わせた不満割合が高い回

答をみると、「求職者が希望する多様な雇用の場が確保されている」が約 75％と高く、次いで、「品

揃えが充実した店舗が立地し、魅力的な商店街が形成されている」は約 66％、「農林業の後継者の

育成が行われ、農林業経営の生産性や効率性が高まっている」が約 53％となっている。 

・また、選択肢の中で「判断できない」の割合が最も高くなっている回答をみると、「飼料基地など

の立地特性を生かした畜産業の振興が図られている」が約 45％、「漁業の後継者の育成が行われ、

漁業経営の改善が進んでいる」が約 40％、「農林業の後継者の育成が行われ、農林業経営の生産性

や効率性が高まっている」が約 37％となっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▲産業・雇用に関する分野の現状評価 

0.6

1.5

1.0

4.2

0.8

1.3

1.0

2.5

6.1

2.5

0.7

6.2

17.2

9.9

47.2

10.1

16.3

11.9

19.7

37.9

30.5

5.3

31.4

23.8

30.5

25.9

32.1

33.1

29.9

33.2

18.5

33.6

35.7

21.1

9.0

15.4

6.5

18.3

17.8

16.4

32.4

5.5

12.9

39.5

37.3

44.5

39.5

12.8

34.9

27.5

36.6

8.7

28.0

16.8

15.3

3.3

4.0

3.7

3.4

3.8

3.9

4.2

3.5

3.9

3.7

3.4

0% 20% 40% 60% 80% 100%

農林業の後継者の育成が行われ、農林業

経営の生産性や効率性が高まっている

飼料基地などの立地特性を生かした畜産

業の振興が図られている

漁業の後継者の育成が行われ、漁業経営

の改善が進んでいる

特色のある農産品や水産品、土産などのブ

ランド化が図られている

新事業や新分野に挑戦するなど、意欲的な

中小企業が増えている

企業誘致により、多くの企業が立地し、地

域産業の振興が図られている

新たな事業（ビジネス）を生み出すため、企

業・大学・行政の連携が進んでいる

品揃えが充実した店舗が立地し、魅力的な

商店街が形成されている

岸壁や防波堤などの港湾施設が充実し、

貿易が活発に行われている

観光ＰＲ等により、知名度が高まり、首都圏

などから訪れる人が増えている

求職者が希望する多様な雇用の場が確保

されている

十分満たされている まあまあ満たされている あまり満たされていない

ほとんど満たされていない 判断できない 無回答

N=3247
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・今後の重要度について、「特に重要である」をみると、「求職者希望する多様な雇用の場が確保され

ている」が約 68％と高く、次いで、「観光 PR 等により、知名度が高まり、首都圏などから訪れる人

が増えている」が約 41％、「岸壁や防波堤などの港湾施設が充実し、貿易が活発に行われている」

が約 39％となっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▲産業・雇用に関する分野の今後の重要度 

 

 

 

 

 

 

 

 

32.7

16.8

36.2

35.8

33.9

37.9

30.5

36.0

38.9

40.6

67.9

43.4

47.3

40.0

46.3

39.8

37.1

42.0

46.0

39.3

40.8

19.4

3.1

7.0

2.2

5.0

4.4

4.6

5.6

5.7

3.4

5.0

1.4

0.6

0.6

0.6

0.6

0.5

0.9

0.8

0.8

0.5

0.7

0.4

14.9

22.2

15.5

7.2

15.3

14.0

15.2

6.2

12.2

7.7

6.0

5.4

6.1

5.6

5.2

6.1

5.6

5.9

5.3

5.6

5.2

4.9

0% 20% 40% 60% 80% 100%

農林業の後継者の育成が行われ、農林業

経営の生産性や効率性が高まっている

飼料基地などの立地特性を生かした畜産

業の振興が図られている

漁業の後継者の育成が行われ、漁業経営

の改善が進んでいる

特色のある農産品や水産品、土産などのブ

ランド化が図られている

新事業や新分野に挑戦するなど、意欲的な

中小企業が増えている

企業誘致により、多くの企業が立地し、地域

産業の振興が図られている

新たな事業（ビジネス）を生み出すため、企

業・大学・行政の連携が進んでいる

品揃えが充実した店舗が立地し、魅力的な

商店街が形成されている

岸壁や防波堤などの港湾施設が充実し、貿

易が活発に行われている

観光ＰＲ等により、知名度が高まり、首都圏

などから訪れる人が増えている

求職者が希望する多様な雇用の場が確保

されている

特に重要である やや重要である あまり重要ではない

重要ではない 判断できない 無回答

N=3247
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○健康・福祉・子育てに関する分野 

・現状評価について、「十分満たされている」と「まあまあ満たされている」を合わせた満足割合が

高い回答をみると、「健康診断の普及や健康教室の開催などによって、市民の健康づくりに対する

意識が高まっている」が約 58％と高く、次いで、「高齢化が進む中、必要なときに必要な医療を受

けられる環境が整っている」が約 40％、「ニーズに対応した保育サービスや学童保育、育児相談な

ど、子育てを支援する環境が充実している」が約 27％となっている。 

・一方、「あまり満たされていない」と「ほとんど満たされていない」を合わせた不満割合が高い回

答をみると、「障がい者を受け入れる環境が整い、障がい者が自立し、社会参加することができて

いる」が約 50％と高く、次いで、「低所得者に対する適切な生活支援が行われ、自立する世帯が増

えている」が約 48％、「高齢化が進む中、必要なときに必要な医療を受けられる環境が整っている」

が約 47％となっている。 

・また、選択肢の中で「判断できない」の割合が最も高くなっている回答をみると、「低所得者に対

する適切な生活支援が行われ、自立する世帯が増えている」が約 36％となっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▲健康・福祉・子育てに関する分野の現状評価 

 

 

 

 

 

 

7.2

4.7

2.5

1.7

1.7

2.0

50.5

35.0

23.2

15.6

11.1

24.8

24.9

36.2

32.1

33.2

27.6

32.6

4.9

10.5

9.9

17.2

20.6

13.6

10.2

11.5

29.7

29.6

36.4

24.1

2.3

2.0

2.6

2.7

2.6

2.8

0% 20% 40% 60% 80% 100%

健康診断の普及や健康教室の開催な

どによって、市民の健康づくりに対する

意識が高まっている

高齢化が進む中、必要なときに必要な

医療を受けられる環境が整っている

介護予防に対する意識が高まり、介護

予防教室や生きがいづくりに参加する

高齢者が増えている

障がい者を受け入れる環境が整い、障

がい者が自立し、社会参加することが

できている

低所得者に対する適切な生活支援が

行われ、自立する世帯が増えている

ニーズに対応した保育サービスや学童

保育、育児相談など、子育てを支援す

る環境が充実している

十分満たされている まあまあ満たされている あまり満たされていない

ほとんど満たされていない 判断できない 無回答

N=3247
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・今後の重要度について、「特に重要である」をみると、「高齢化が進む中、必要なときに必要な医療

を受けられる環境が整っている」が約 60％と高く、次いで、「ニーズに対応した保育サービスや学

童保育、育児相談など、子育てを支援する環境が充実している」が 54％、「健康診断の普及や健康

教室の開催などによって、市民の健康づくりに対する意識が高まっている」が約 45％となっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▲健康・福祉・子育てに関する分野の今後の重要度 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

44.8

59.9

36.8

37.9

36.4

54.0

44.6

31.6

47.0

44.2

39.8

32.4

2.6

1.4

3.8

3.6

5.7

1.9

0.5

0.3

0.5

0.5

1.2

0.2

3.4

3.0

7.9

9.5

12.5

7.2

4.1

3.8

4.1

4.4

4.3

4.3

0% 20% 40% 60% 80% 100%

健康診断の普及や健康教室の開催な

どによって、市民の健康づくりに対する

意識が高まっている

高齢化が進む中、必要なときに必要な

医療を受けられる環境が整っている

介護予防に対する意識が高まり、介護

予防教室や生きがいづくりに参加する

高齢者が増えている

障がい者を受け入れる環境が整い、障

がい者が自立し、社会参加することが

できている

低所得者に対する適切な生活支援が

行われ、自立する世帯が増えている

ニーズに対応した保育サービスや学童

保育、育児相談など、子育てを支援す

る環境が充実している

特に重要である やや重要である あまり重要ではない

重要ではない 判断できない 無回答

N=3247
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○環境・防災・防犯・居住環境・交通に関する分野 

・現状評価について、「十分満たされている」と「まあまあ満たされている」を合わせた満足割合が

高い回答をみると、「豊かな自然環境と空気や水などの生活環境が良好に保たれている」が約 77％

と高く、次いで、「迅速かつ的確に対応できる消防・救急体制が整備されている」が約 71％、「路線

バスの運行ダイヤ、運賃、運行情報など、利用しやすい公共交通が整備されている」が約 52％とな

っている。 

・一方、「あまり満たされていない」と「ほとんど満たされていない」を合わせた不満割合が高い回

答をみると、「地域において、太陽光発電などの再生可能エネルギーの導入が進んでいる」が約 51％

と高く、次いで、「災害時の危険箇所や建築物等の防災対策が進み、災害に強いまちづくりが進ん

でいる」が約 45％、「道路や公園、下水道などの居住環境が整備され、快適な生活を送ることがで

きている」が約 41％となっている。 

・また、本分野については、選択肢の中で「判断できない」の割合が最も高くなっている回答はみら

れない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▲環境・防災・防犯・居住環境・交通に関する分野の現状評価 

 

 

 

 

15.0

4.7

2.7

3.2

16.0

5.0

7.6

10.0

61.9

41.6

21.1

29.4

54.5

45.7

43.5

42.1

13.0

34.1

35.6

34.3

10.7

27.2

30.5

23.5

2.7

6.8

15.4

10.6

2.4

5.9

10.2

9.9

5.0

10.2

22.1

19.6

13.9

12.7

5.8

12.3

2.5

2.6

3.1

2.9

2.5

3.5

2.4

2.1

0% 20% 40% 60% 80% 100%

豊かな自然環境と空気や水などの生活

環境が良好に保たれている

家庭や企業において、ごみの減量化や

節電などの省エネルギーが進んでいる

地域において、太陽光発電などの再生

可能エネルギーの導入が進んでいる

災害時の危険箇所や建築物等の防災

対策が進み、災害に強いまちづくりが

進んでいる

迅速かつ的確に対応できる消防・救急

体制が整備されている

防犯対策や交通安全対策が充実し、暮

らしの安全が確保されている

道路や公園、下水道などの居住環境が

整備され、快適な生活を送ることができ

ている

路線バスの運行ダイヤ、運賃、運行情

報など、利用しやすい公共交通が整備

されている

十分満たされている まあまあ満たされている あまり満たされていない

ほとんど満たされていない 判断できない 無回答

N=3247
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・今後の重要度について、「特に重要である」をみると、「迅速かつ的確に対応できる消防・救急体制

が整備されている」が約 64％と高く、次いで、「災害時の危険箇所や建築物等の防災対策が進み、

災害に強いまちづくりが進んでいる」が約 57％、「豊かな自然環境と空気や水などの生活環境が良

好に保たれている」が約 52％となっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▲環境・防災・防犯・居住環境・交通に関する分野の今後の重要度 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

52.4

41.8

31.8

56.5

63.8

52.1

44.5

34.9

39.2

48.4

46.5

32.5

27.4

37.7

45.3

49.8

1.8

2.3

8.2

1.8

1.2

1.8

3.1

5.8

0.2

0.2

0.8

0.2

0.2

0.1

0.2

0.4

2.5

3.1

8.1

5.0

3.1

3.8

2.9

5.4

3.9

4.1

4.6

4.0

4.3

4.6

4.0

3.8

0% 20% 40% 60% 80% 100%

豊かな自然環境と空気や水などの生活

環境が良好に保たれている

家庭や企業において、ごみの減量化や

節電などの省エネルギーが進んでいる

地域において、太陽光発電などの再生

可能エネルギーの導入が進んでいる

災害時の危険箇所や建築物等の防災

対策が進み、災害に強いまちづくりが

進んでいる

迅速かつ的確に対応できる消防・救急

体制が整備されている

防犯対策や交通安全対策が充実し、暮

らしの安全が確保されている

道路や公園、下水道などの居住環境が

整備され、快適な生活を送ることができ

ている

路線バスの運行ダイヤ、運賃、運行情

報など、利用しやすい公共交通が整備

されている

特に重要である やや重要である あまり重要ではない

重要ではない 判断できない 無回答

N=3247
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○東日本大震災からの復興に関する分野 

・現状評価について、「十分満たされている」と「まあまあ満たされている」を合わせた満足割合が

高い回答をみると、「沿岸部や河川に防波堤や堤防などの津波被害を少なくする施設が整備されて

いる」が約 45％と高く、次いで、「防災訓練や防災教育により、市民の防災意識が高まっている」

が約 42％、「津波から安全に避難できる避難路や津波避難施設などが整備されている」が約 33％と

なっている。 

・一方、「あまり満たされていない」と「ほとんど満たされていない」を合わせた不満割合が高い回

答をみると、「災害時の広報・情報伝達体制が充実しており、速やかな避難ができるなど、必要な

情報を得ることができている」が約 47％、次いで、「施設の耐震化や備蓄の充実など、被災者の生

活を支える避難所が整備されている」が約 42％、「津波から安全に避難できる避難路や津波避難施

設などが整備されている」が約 41％となっている。 

・また、選択肢の中で「判断できない」の割合が最も高くなっている回答をみると、「市内各地域に

自主防災組織が結成されるとともに、災害ボランティアの受入体制が整っている」が約 37％となっ

ている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▲東日本大震災からの復興に関する分野の現状評価 

 

 

4.7

3.1

2.5

5.2

4.2

2.0

40.2

29.6

25.3

36.4

27.6

16.7

24.2

32.6

32.8

29.9

34.0

27.5

4.9

8.4

9.6

9.1

13.2

13.7

23.2

23.5

26.9

16.4

18.3

37.1

2.8

2.8

2.9

3.0

2.7

3.0

0% 20% 40% 60% 80% 100%

沿岸部や河川に防波堤や堤防な

どの津波被害を少なくする施設

が整備されている

津波から安全に避難できる避難

路や津波避難施設などが整備さ

れている

施設の耐震化や備蓄の充実な

ど、被災者の生活を支える避難

所が整備されている

防災訓練や防災教育により、市

民の防災意識が高まっている

災害時の広報・情報伝達体制が

充実しており、速やかな避難がで

きるなど、必要な情報を得ること

ができている

市内各地域に自主防災組織が結

成されるとともに、災害ボランティ

アの受入体制が整っている

十分満たされている まあまあ満たされている あまり満たされていない

ほとんど満たされていない 判断できない 無回答

N=3247
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・今後の重要度について、「特に重要である」をみると、「津波から安全に避難できる避難路や津波避

難施設などが整備されている」が約 63％と高く、次いで、「災害時の広報・情報伝達体制が充実し

ており、速やかな避難ができるなど、必要な情報を得ることができている」が約 61％、「沿岸部や

河川に防波堤や堤防などの津波被害を少なくする施設が整備されている」が約 59％となっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▲東日本大震災からの復興に関する分野の今後の重要度 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

59.4

62.7

56.8

49.4

61.3

45.0

28.0

26.0

30.6

37.8

28.4

37.5

2.2

1.6

1.9

2.5

1.4

3.2

0.5

0.1

0.2

0.2

0.2

0.4

5.4

4.6

5.7

5.0

4.0

8.8

4.5

4.9

4.8

5.1

4.7

5.0

0% 20% 40% 60% 80% 100%

沿岸部や河川に防波堤や堤防な

どの津波被害を少なくする施設

が整備されている

津波から安全に避難できる避難

路や津波避難施設などが整備さ

れている

施設の耐震化や備蓄の充実な

ど、被災者の生活を支える避難

所が整備されている

防災訓練や防災教育により、市

民の防災意識が高まっている

災害時の広報・情報伝達体制が

充実しており、速やかな避難がで

きるなど、必要な情報を得ること

ができている

市内各地域に自主防災組織が結

成されるとともに、災害ボランティ

アの受入体制が整っている

特に重要である やや重要である あまり重要ではない

重要ではない 判断できない 無回答

N=3247
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３．クロス集計の考え方 

 ・アンケート調査では、八戸市が将来的に目指すまち、八戸市の魅力を感じるところ、八戸市が取り

組んでいるまちづくりに対する現状評価と今後の重要度などを質問している。 

 ・これらの質問に対する回答は、性別や年齢別に見た場合、現在の生活環境の違いなどから回答の傾

向が異なってくると想定される。今後、施策や事業の検討を行い、第 6次八戸市総合計画に位置づ

けていく際、こういった属性別のニーズの違いを考慮することが必要となる。 

 ・そのため、以下の区分でクロス集計を行った。10～30 代は若年層、40～50 代は中年層、60 代以上

は高齢層として区分した。 

 

 ○クロス集計の視点 

  10～30 代の男性 

  40～50 代の男性 

  60 代以上の男性             八戸市の目指す将来像 

  10～30 代の女性            八戸市の魅力を感じるところ 

  40～50 代の女性 

  60 代以上の女性 

 

 

 ・また、八戸市が取り組んでいるまちづくりに対する現状評価と重要度については、各分野の設問項

目（施策・事業）に対して 4段階評価を行っている。 

・その評価結果をもとに、「現状に満足しており今後も重要（＝事業推進タイプ）である施策・事業」

と「現状に満足しておらず今後は重要（＝事業改革タイプ）である施策・事業」を明らかにして、

今後の方向性や優先順位などを検討することが必要になる。 

・そのため、4 段階評価結果を点数化して、現状評価と重要度の軸で散布図にプロットして、施策・

事業に対する位置づけが視覚的に把握できるように整理した。 

・点数化は以下の考え方で行った。「判断できない」については、評価の対象から外すため無回答と

同じ区分とした。また、点数化による散布図へのプロットは、男女別、年齢層別にも行った。 

 

 ○現状評価 

  十分満たされている   ・・・ ４ 

  まあまあ満たされている ・・・ ３ 

  あまり満たされていない ・・・ ２ 

  ほとんど満たされていない・・・ １ 

  判断できない      ・・・ 評価なし（無回答と同じ） 

 

 

 ○今後の重要度 

  特に重要である     ・・・ ４ 

  やや重要である     ・・・ ３ 

  あまり重要ではない   ・・・ ２ 

  重要ではない      ・・・ １ 

  判断できない      ・・・ 評価なし（無回答と同じ） 
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４．クロス集計結果 

（1）八戸市が将来的に目指すまち【複数回答：3つまで選択可】 

 ①男性の年齢層別による違い 

・10～30 代の男性をみると、「中心街などに人々がつどい、都会的な雰囲気のある“にぎわいのまち”」

と「スポーツが盛んで、楽しむ機会に恵まれている“スポーツのまち”」の回答割合が全体に比べ

て高い。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▲八戸市が将来的に目指すまち【男性の年齢層別】 

 

 

 

8.2 

7.1 

9.7 

25.7 

32.7 

36.1 

21.9 

32.0 

14.1 

46.1 

13.4 

31.6 

12.4 

11.0 

9.6 

16.7 

40.4 

23.5 

21.6 

34.3 

23.5 

40.4 

16.7 

33.8 

18.4 

10.0 

13.3 

7.5 

37.6 

14.5 

14.3 

44.7 

29.4 

33.3 

18.8 

37.1 

16.2 

10.8 

10.9 

11.6 

32.4 

22.2 

17.7 

40.3 

26.1 

40.2 

16.6 

36.7 

0.0 25.0 50.0 75.0 100.0

町内会、ボランティア、市民活動団体の

活動が盛んな「支え合い・助け合いのまち」

子どもから高齢者まで、幅広い学習・

教育機会が充実した「生涯学習のまち」

歴史や伝統、芸術・文化を

活かした「歴史・文化のまち」

スポーツが盛んで、楽しむ機会に

恵まれている「スポーツのまち」

さまざまな産業が盛んで

活気にあふれる「産業のまち」

中心街などに人々がつどい、都会的な

雰囲気のある「にぎわいのまち」

観光資源が充実し、全国各地から

多くの人が訪れる「観光のまち」

医療サービスが充実し、健康

づくり活動が盛んな「健康のまち」

高齢者や障がい者などに

やさしい「福祉のまち」

安心して子どもを産み、育てることができる

「子育て支援のまち」

自然を大切にし、再生可能エネルギーの

普及などに積極的に取り組む「環境のまち」

地震や風水害等の災害に強く、

治安が良い「安全・安心なまち」

10～30代・男性（N=269）

40～50代・男性（N=426）

60代以上・男性（N=510）

全体（N=3,247）

（％）

10～30 代が高い 

10～30 代が高い 
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 ②女性の年齢層別による違い 

・10～30 代の女性をみると、「安心して子どもを産み、育てることができる“子育て支援のまち”」の

回答割合が全体に比べて高い。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▲八戸市が将来的に目指すまち【女性の年齢層別】 

 

 

 

 

 

9.5 

16.2 

10.6 

15.6 

16.8 

31.3 

22.1 

37.2 

18.2 

65.1 

10.9 

35.8 

12.7 

11.6 

11.8 

10.0 

32.2 

21.1 

20.5 

42.9 

28.7 

40.5 

18.2 

40.2 

22.7 

11.0 

9.7 

4.0 

32.7 

17.6 

13.2 

45.8 

31.9 

33.5 

17.1 

38.6 

16.2 

10.8 

10.9 

11.6 

32.4 

22.2 

17.7 

40.3 

26.1 

40.2 

16.6 

36.7 

0.0 25.0 50.0 75.0 100.0

町内会、ボランティア、市民活動団体の

活動が盛んな「支え合い・助け合いのまち」

子どもから高齢者まで、幅広い学習・

教育機会が充実した「生涯学習のまち」

歴史や伝統、芸術・文化を

活かした「歴史・文化のまち」

スポーツが盛んで、楽しむ機会に

恵まれている「スポーツのまち」

さまざまな産業が盛んで

活気にあふれる「産業のまち」

中心街などに人々がつどい、都会的な

雰囲気のある「にぎわいのまち」

観光資源が充実し、全国各地から

多くの人が訪れる「観光のまち」

医療サービスが充実し、健康

づくり活動が盛んな「健康のまち」

高齢者や障がい者などに

やさしい「福祉のまち」

安心して子どもを産み、育てることができる

「子育て支援のまち」

自然を大切にし、再生可能エネルギーの

普及などに積極的に取り組む「環境のまち」

地震や風水害等の災害に強く、

治安が良い「安全・安心なまち」

10～30代・女性（N=358）

40～50代・女性（N=550）

60代以上・女性（N=692）

全体（N=3,247）

（％）

10～30 代が高い 
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（2）八戸市の魅力を感じるところ【複数回答：3つまで選択可】 

 ①男性の年齢層別による違い 

・60 代以上の男性をみると、「北東北随一の工業集積」の回答割合が全体に比べて高い。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▲八戸市の魅力を感じるところ【男性の年齢層別】 

 

 

 

1.1 

34.6 

14.5 

3.0 

15.2 

4.5 

3.3 

22.7 

43.9 

39.8 

22.3 

8.2 

30.1 

4.1 

2.3 

38.5 

12.2 

2.1 

14.8 

5.6 

2.1 

27.2 

31.9 

40.6 

29.3 

18.1 

27.5 

9.4 

6.3 

34.5 

18.0 

1.8 

15.1 

6.1 

5.7 

28.6 

25.7 

33.9 

33.9 

21.6 

27.5 

14.9 

3.7 

39.1 

17.0 

1.9 

13.9 

5.2 

3.2 

23.2 

37.1 

40.3 

25.6 

10.8 

34.6 

7.6 

0.0 25.0 50.0 75.0 100.0

活発な市民活動

（町内会、ボランティア、市民活動団体など）

豊かな自然環境

（里山、森、川、海など）

歴史や伝統文化

（史跡、文化財・国宝、郷土芸能など）

芸術・アート

（音楽、演劇、現代アートなど）

スポーツ

（スケート、レスリング、サッカーなど）

都市サービス

（ショッピング、飲食、各種サービスなど）

高等教育機関

（大学、工業高等専門学校など）

陸・海・空の交通拠点

（高速道路、新幹線、八戸港、三沢空港など）

全国に誇れる特産品

（八戸前沖さば、せんべい汁、いちご煮など）

新鮮な地元食材

（農畜産物、魚介類など）

全国有数の水産都市

北東北随一の工業集積

豊富な観光資源

（三社大祭、種差海岸、朝市など）

北東北を牽引する拠点都市

10～30代・男性（N=269）

40～50代・男性（N=426）

60代以上・男性（N=510）

全体（N=3,247）

（％）

60 代以上が高い 
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 ②女性の年齢層別による違い 

・10～30 代の女性をみると、「全国に誇れる特産品」の回答割合が全体に比べて高い。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▲八戸市の魅力を感じるところ【女性の年齢層別】 

 

 

 

1.4 

40.2 

12.0 

2.5 

14.2 

3.1 

1.7 

14.0 

55.3 

44.7 

22.1 

4.2 

39.4 

2.2 

1.6 

41.6 

19.1 

1.6 

14.4 

5.1 

1.6 

22.4 

42.4 

48.4 

18.7 

5.6 

39.5 

3.6 

5.6 

42.8 

19.4 

1.9 

10.5 

6.2 

4.2 

21.8 

35.3 

39.2 

26.7 

5.8 

40.0 

7.7 

3.7 

39.1 

17.0 

1.9 

13.9 

5.2 

3.2 

23.2 

37.1 

40.3 

25.6 

10.8 

34.6 

7.6 

0.0 25.0 50.0 75.0 100.0

活発な市民活動

（町内会、ボランティア、市民活動団体など）

豊かな自然環境

（里山、森、川、海など）

歴史や伝統文化

（史跡、文化財・国宝、郷土芸能など）

芸術・アート

（音楽、演劇、現代アートなど）

スポーツ

（スケート、レスリング、サッカーなど）

都市サービス

（ショッピング、飲食、各種サービスなど）

高等教育機関

（大学、工業高等専門学校など）

陸・海・空の交通拠点

（高速道路、新幹線、八戸港、三沢空港など）

全国に誇れる特産品

（八戸前沖さば、せんべい汁、いちご煮など）

新鮮な地元食材

（農畜産物、魚介類など）

全国有数の水産都市

北東北随一の工業集積

豊富な観光資源

（三社大祭、種差海岸、朝市など）

北東北を牽引する拠点都市

10～30代・女性（N=358）

40～50代・女性（N=550）

60代以上・女性（N=692）

全体（N=3,247）

（％）

10～30 代が高い 
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（3）八戸市が取り組んでいるまちづくりに対する現状評価と今後の重要度 

・現状評価、今後の重要度ともに 4段階で評価しているが、平均値をみると、現状評価は 1.8 となっ

ており、「あまり満たされていない」との評価が最も多い状況となっている。一方、重要度は 3.1

となっており、「やや重要である」との評価が最も多い状況となっている。 

・現状評価と重要度の平均値を基準として、現状評価、重要度ともに平均値を上回っている項目を「現

状に満足しており今後も重要（＝事業推進タイプ）である施策・事業」として、現状評価は平均値

を下回っており重要度は平均値を上回っている項目を「現状に満足しておらず今後は重要（＝事業

改革タイプ）である施策・事業」とした。 

・P24 をみると、事業推進タイプは、環境・防災・防犯・居住環境・交通に関する分野の項目が多く、

特に「迅速かつ的確に対応できる消防・救急体制が整備されている」、「豊かな自然環境と空気や水

などの生活環境が良好に保たれている」は現状評価と重要度が高くなっている。 

・また、事業改革タイプは、産業・雇用に関する分野の「求職者が希望する多様な雇用の場が確保さ

れている」や東日本大震災からの復興に関する分野の「施設の耐震化や備蓄などの充実など、被災

者の生活を支える避難所が整備されている」が高くなっている。 

・性別、年齢層別にみた現状評価と重要度の違いを以下に示す。 

 

性別、年齢層 
現状評価と重要度 

の平均値 
全体の傾向との違い 

10～30 代の男性 
現状評価：1.8 

重要度 ：3.1 

・東日本大震災大震災からの復興に関する分野の重要度

が高い。 

・産業・雇用に関する分野の「品揃えが充実した店舗が

立地し、魅力的な商店街が形成されている」や「求職

者が希望する多様な雇用の場が確保されている」の現

状評価が低く、重要度が高い。 

40～50 代の男性 
現状評価：1.8 

重要度 ：3.1 

・自治体運営に関する分野の現状評価と重要度が高い。

・健康・福祉・子育てに関する分野の「高齢化が進む中、

必要なときに必要な医療が受けられる環境が整って

いる」の現状評価と重要度が高い。 

60 代以上の男性 
現状評価：1.9 

重要度 ：3.1 

・自治体運営に関する分野や環境・防災・防犯・居住環

境・交通に関する分野の重要度が高い。 

・健康・福祉・子育てに関する分野の「高齢化が進む中、

必要なときに必要な医療が受けられる環境が整って

いる」の現状評価が高い。 

10～30 代の女性 
現状評価：1.7 

重要度 ：3.1 

・健康・福祉・子育てに関する分野の重要度が高い。 

・特に「ニーズに対応した保育サービスや学童保育、育

児相談など、子育てを支援する環境が充実している」

の重要度が高い。 

40～50 代の女性 
現状評価：1.8 

重要度 ：3.2 

・健康・福祉・子育てに関する分野の重要度が高い。 

・東日本大震災大震災からの復興に関する分野の「施設

の耐震化や備蓄などの充実など、被災者の生活を支え

る避難所が整備されている」の重要度が高い。 

60 代以上の女性 
現状評価：1.8 

重要度 ：3.0 

・自治体運営に関する分野や環境・防災・防犯・居住環

境・交通に関する分野の重要度が高い。 

 



 

 ①全体のまちづくりに対する現状評価と今後の重要度 
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現
状
評
価

今後の重要度

1．市民と行政が適切な役割分担のもと協力し合い,まちづくりを進めている。 2．町内会での防犯・防災活動や環境美化など、地域の自主的な活動が活発に行われている。

3．ボランティアや市民活動団体（NPO）がまちづくりの担い手として活躍している。 4．広報はちのへなどを通して、市政情報が適切に市民に提供されている。

5．広聴制度により、市民の声が行政に反映されている。 6．市役所の窓口での説明や各種手続きがわかりやすくなっている。

7．圏域の中心都市として、近隣市町村との連携や交流が活発に行われている。 8．子どもたちが確かな学力と、知･徳･体の調和のとれた力を身につけている。

9．大学等と行政が連携したまちづくりが行われている。 10．公民館活動や各種講座により、生涯を通じて学び続ける機会が充実している。

11．芸術・文化に親しむ鑑賞機会や活動機会が充実している。 12．市民がスポーツに親しみ、楽しめる環境が整っている。

13．外国の文化・歴史・言語等の学習を通じて、国際理解が深まっている。 14．男女が性別にかかわりなく、能力を発揮できる社会ができている。

15．農林業の後継者の育成が行われ、農林業経営の生産性や効率性が高まっている。 16．飼料基地などの立地特性を生かした畜産業の振興が図られている。

17．漁業の後継者の育成が行われ、漁業経営の改善が進んでいる。 18．特色のある農産品や水産品、土産などのブランド化が図られている。

19．新事業や新分野に挑戦するなど、意欲的な中小企業が増えている。 20．企業誘致により、多くの企業が立地し、地域産業の振興が図られている。

21．新たな事業（ビジネス）を生み出すため、企業・大学・行政の連携が進んでいる。 22．品揃えが充実した店舗が立地し、魅力的な商店街が形成されている。

23．岸壁や防波堤などの港湾施設が充実し、貿易が活発に行われている。 24．観光ＰＲ等により、知名度が高まり、首都圏などから訪れる人が増えている。

25．求職者が希望する多様な雇用の場が確保されている。 26．健康診断の普及や健康教室の開催などによって、市民の健康づくりに対する意識が高まっている。

27．高齢化が進む中、必要なときに必要な医療を受けられる環境が整っている。 28．介護予防に対する意識が高まり、介護予防教室や生きがいづくりに参加する高齢者が増えている。

29．障がい者を受け入れる環境が整い、障がい者が自立し、社会参加することができている。 30．低所得者に対する適切な生活支援が行われ、自立する世帯が増えている。

31．ニーズに対応した保育サービスや学童保育、育児相談など、子育てを支援する環境が充実している。 32．豊かな自然環境と空気や水などの生活環境が良好に保たれている。

33．家庭や企業において、ごみの減量化や節電などの省エネルギーが進んでいる。 34．地域において、太陽光発電などの再生可能エネルギーの導入が進んでいる。

35．災害時の危険箇所や建築物等の防災対策が進み、災害に強いまちづくりが進んでいる。 36．迅速かつ的確に対応できる消防・救急体制が整備されている。

37．防犯対策や交通安全対策が充実し、暮らしの安全が確保されている。 38．道路や公園、下水道などの居住環境が整備され、快適な生活を送ることができている。

39．路線バスの運行ダイヤ、運賃、運行情報など、利用しやすい公共交通が整備されている。 40．沿岸部や河川に防波堤や堤防などの津波被害を少なくする施設が整備されている。

41．津波から安全に避難できる避難路や津波避難施設などが整備されている。 42．施設の耐震化や備蓄の充実など、被災者の生活を支える避難所が整備されている。

43．防災訓練や防災教育により、市民の防災意識が高まっている。 44．災害時の広報・情報伝達体制が充実しており、速やかな避難ができるなど、必要な情報を得ることができている。

45．市内各地域に自主防災組織が結成されるとともに、災害ボランティアの受入体制が整っている。

◆：自治体運営に関する分野 

◇：教育・文化・スポーツ・国際化・男女共同参画に関する分野 

●：産業・雇用に関する分野 

○：健康・福祉・子育てに関する分野 

■：環境・防災・防犯・居住環境・交通に関する分野 

□：東日本大震災からの復興に関する分野 

事業推進タイプ 

事業改革タイプ 

平均値

平均値

-24 

-
24
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 ②10～30 代の男性のまちづくりに対する現状評価と今後の重要度 
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現
状
評
価

今後の重要度

1．市民と行政が適切な役割分担のもと協力し合い,まちづくりを進めている。 2．町内会での防犯・防災活動や環境美化など、地域の自主的な活動が活発に行われている。

3．ボランティアや市民活動団体（NPO）がまちづくりの担い手として活躍している。 4．広報はちのへなどを通して、市政情報が適切に市民に提供されている。

5．広聴制度により、市民の声が行政に反映されている。 6．市役所の窓口での説明や各種手続きがわかりやすくなっている。

7．圏域の中心都市として、近隣市町村との連携や交流が活発に行われている。 8．子どもたちが確かな学力と、知･徳･体の調和のとれた力を身につけている。

9．大学等と行政が連携したまちづくりが行われている。 10．公民館活動や各種講座により、生涯を通じて学び続ける機会が充実している。

11．芸術・文化に親しむ鑑賞機会や活動機会が充実している。 12．市民がスポーツに親しみ、楽しめる環境が整っている。

13．外国の文化・歴史・言語等の学習を通じて、国際理解が深まっている。 14．男女が性別にかかわりなく、能力を発揮できる社会ができている。

15．農林業の後継者の育成が行われ、農林業経営の生産性や効率性が高まっている。 16．飼料基地などの立地特性を生かした畜産業の振興が図られている。

17．漁業の後継者の育成が行われ、漁業経営の改善が進んでいる。 18．特色のある農産品や水産品、土産などのブランド化が図られている。

19．新事業や新分野に挑戦するなど、意欲的な中小企業が増えている。 20．企業誘致により、多くの企業が立地し、地域産業の振興が図られている。

21．新たな事業（ビジネス）を生み出すため、企業・大学・行政の連携が進んでいる。 22．品揃えが充実した店舗が立地し、魅力的な商店街が形成されている。

23．岸壁や防波堤などの港湾施設が充実し、貿易が活発に行われている。 24．観光ＰＲ等により、知名度が高まり、首都圏などから訪れる人が増えている。

25．求職者が希望する多様な雇用の場が確保されている。 26．健康診断の普及や健康教室の開催などによって、市民の健康づくりに対する意識が高まっている。

27．高齢化が進む中、必要なときに必要な医療を受けられる環境が整っている。 28．介護予防に対する意識が高まり、介護予防教室や生きがいづくりに参加する高齢者が増えている。

29．障がい者を受け入れる環境が整い、障がい者が自立し、社会参加することができている。 30．低所得者に対する適切な生活支援が行われ、自立する世帯が増えている。

31．ニーズに対応した保育サービスや学童保育、育児相談など、子育てを支援する環境が充実している。 32．豊かな自然環境と空気や水などの生活環境が良好に保たれている。

33．家庭や企業において、ごみの減量化や節電などの省エネルギーが進んでいる。 34．地域において、太陽光発電などの再生可能エネルギーの導入が進んでいる。

35．災害時の危険箇所や建築物等の防災対策が進み、災害に強いまちづくりが進んでいる。 36．迅速かつ的確に対応できる消防・救急体制が整備されている。

37．防犯対策や交通安全対策が充実し、暮らしの安全が確保されている。 38．道路や公園、下水道などの居住環境が整備され、快適な生活を送ることができている。

39．路線バスの運行ダイヤ、運賃、運行情報など、利用しやすい公共交通が整備されている。 40．沿岸部や河川に防波堤や堤防などの津波被害を少なくする施設が整備されている。

41．津波から安全に避難できる避難路や津波避難施設などが整備されている。 42．施設の耐震化や備蓄の充実など、被災者の生活を支える避難所が整備されている。

43．防災訓練や防災教育により、市民の防災意識が高まっている。 44．災害時の広報・情報伝達体制が充実しており、速やかな避難ができるなど、必要な情報を得ることができている。

45．市内各地域に自主防災組織が結成されるとともに、災害ボランティアの受入体制が整っている。

◆：自治体運営に関する分野 

◇：教育・文化・スポーツ・国際化・男女共同参画に関する分野 

●：産業・雇用に関する分野 

○：健康・福祉・子育てに関する分野 

■：環境・防災・防犯・居住環境・交通に関する分野 

□：東日本大震災からの復興に関する分野 

事業推進タイプ 

事業改革タイプ 

平均値

平均値

-
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 ③40～50 代の男性のまちづくりに対する現状評価と今後の重要度 
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現
状
評
価

今後の重要度

1．市民と行政が適切な役割分担のもと協力し合い,まちづくりを進めている。 2．町内会での防犯・防災活動や環境美化など、地域の自主的な活動が活発に行われている。

3．ボランティアや市民活動団体（NPO）がまちづくりの担い手として活躍している。 4．広報はちのへなどを通して、市政情報が適切に市民に提供されている。

5．広聴制度により、市民の声が行政に反映されている。 6．市役所の窓口での説明や各種手続きがわかりやすくなっている。

7．圏域の中心都市として、近隣市町村との連携や交流が活発に行われている。 8．子どもたちが確かな学力と、知･徳･体の調和のとれた力を身につけている。

9．大学等と行政が連携したまちづくりが行われている。 10．公民館活動や各種講座により、生涯を通じて学び続ける機会が充実している。

11．芸術・文化に親しむ鑑賞機会や活動機会が充実している。 12．市民がスポーツに親しみ、楽しめる環境が整っている。

13．外国の文化・歴史・言語等の学習を通じて、国際理解が深まっている。 14．男女が性別にかかわりなく、能力を発揮できる社会ができている。

15．農林業の後継者の育成が行われ、農林業経営の生産性や効率性が高まっている。 16．飼料基地などの立地特性を生かした畜産業の振興が図られている。

17．漁業の後継者の育成が行われ、漁業経営の改善が進んでいる。 18．特色のある農産品や水産品、土産などのブランド化が図られている。

19．新事業や新分野に挑戦するなど、意欲的な中小企業が増えている。 20．企業誘致により、多くの企業が立地し、地域産業の振興が図られている。

21．新たな事業（ビジネス）を生み出すため、企業・大学・行政の連携が進んでいる。 22．品揃えが充実した店舗が立地し、魅力的な商店街が形成されている。

23．岸壁や防波堤などの港湾施設が充実し、貿易が活発に行われている。 24．観光ＰＲ等により、知名度が高まり、首都圏などから訪れる人が増えている。

25．求職者が希望する多様な雇用の場が確保されている。 26．健康診断の普及や健康教室の開催などによって、市民の健康づくりに対する意識が高まっている。

27．高齢化が進む中、必要なときに必要な医療を受けられる環境が整っている。 28．介護予防に対する意識が高まり、介護予防教室や生きがいづくりに参加する高齢者が増えている。

29．障がい者を受け入れる環境が整い、障がい者が自立し、社会参加することができている。 30．低所得者に対する適切な生活支援が行われ、自立する世帯が増えている。

31．ニーズに対応した保育サービスや学童保育、育児相談など、子育てを支援する環境が充実している。 32．豊かな自然環境と空気や水などの生活環境が良好に保たれている。

33．家庭や企業において、ごみの減量化や節電などの省エネルギーが進んでいる。 34．地域において、太陽光発電などの再生可能エネルギーの導入が進んでいる。

35．災害時の危険箇所や建築物等の防災対策が進み、災害に強いまちづくりが進んでいる。 36．迅速かつ的確に対応できる消防・救急体制が整備されている。

37．防犯対策や交通安全対策が充実し、暮らしの安全が確保されている。 38．道路や公園、下水道などの居住環境が整備され、快適な生活を送ることができている。

39．路線バスの運行ダイヤ、運賃、運行情報など、利用しやすい公共交通が整備されている。 40．沿岸部や河川に防波堤や堤防などの津波被害を少なくする施設が整備されている。

41．津波から安全に避難できる避難路や津波避難施設などが整備されている。 42．施設の耐震化や備蓄の充実など、被災者の生活を支える避難所が整備されている。

43．防災訓練や防災教育により、市民の防災意識が高まっている。 44．災害時の広報・情報伝達体制が充実しており、速やかな避難ができるなど、必要な情報を得ることができている。

45．市内各地域に自主防災組織が結成されるとともに、災害ボランティアの受入体制が整っている。

◆：自治体運営に関する分野 

◇：教育・文化・スポーツ・国際化・男女共同参画に関する分野 

●：産業・雇用に関する分野 

○：健康・福祉・子育てに関する分野 

■：環境・防災・防犯・居住環境・交通に関する分野 

□：東日本大震災からの復興に関する分野 

事業推進タイプ 

事業改革タイプ 

平均値

平均値

-
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 ④60 代以上の男性のまちづくりに対する現状評価と今後の重要度 
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現
状
評
価

今後の重要度

1．市民と行政が適切な役割分担のもと協力し合い,まちづくりを進めている。 2．町内会での防犯・防災活動や環境美化など、地域の自主的な活動が活発に行われている。

3．ボランティアや市民活動団体（NPO）がまちづくりの担い手として活躍している。 4．広報はちのへなどを通して、市政情報が適切に市民に提供されている。

5．広聴制度により、市民の声が行政に反映されている。 6．市役所の窓口での説明や各種手続きがわかりやすくなっている。

7．圏域の中心都市として、近隣市町村との連携や交流が活発に行われている。 8．子どもたちが確かな学力と、知･徳･体の調和のとれた力を身につけている。

9．大学等と行政が連携したまちづくりが行われている。 10．公民館活動や各種講座により、生涯を通じて学び続ける機会が充実している。

11．芸術・文化に親しむ鑑賞機会や活動機会が充実している。 12．市民がスポーツに親しみ、楽しめる環境が整っている。

13．外国の文化・歴史・言語等の学習を通じて、国際理解が深まっている。 14．男女が性別にかかわりなく、能力を発揮できる社会ができている。

15．農林業の後継者の育成が行われ、農林業経営の生産性や効率性が高まっている。 16．飼料基地などの立地特性を生かした畜産業の振興が図られている。

17．漁業の後継者の育成が行われ、漁業経営の改善が進んでいる。 18．特色のある農産品や水産品、土産などのブランド化が図られている。

19．新事業や新分野に挑戦するなど、意欲的な中小企業が増えている。 20．企業誘致により、多くの企業が立地し、地域産業の振興が図られている。

21．新たな事業（ビジネス）を生み出すため、企業・大学・行政の連携が進んでいる。 22．品揃えが充実した店舗が立地し、魅力的な商店街が形成されている。

23．岸壁や防波堤などの港湾施設が充実し、貿易が活発に行われている。 24．観光ＰＲ等により、知名度が高まり、首都圏などから訪れる人が増えている。

25．求職者が希望する多様な雇用の場が確保されている。 26．健康診断の普及や健康教室の開催などによって、市民の健康づくりに対する意識が高まっている。

27．高齢化が進む中、必要なときに必要な医療を受けられる環境が整っている。 28．介護予防に対する意識が高まり、介護予防教室や生きがいづくりに参加する高齢者が増えている。

29．障がい者を受け入れる環境が整い、障がい者が自立し、社会参加することができている。 30．低所得者に対する適切な生活支援が行われ、自立する世帯が増えている。

31．ニーズに対応した保育サービスや学童保育、育児相談など、子育てを支援する環境が充実している。 32．豊かな自然環境と空気や水などの生活環境が良好に保たれている。

33．家庭や企業において、ごみの減量化や節電などの省エネルギーが進んでいる。 34．地域において、太陽光発電などの再生可能エネルギーの導入が進んでいる。

35．災害時の危険箇所や建築物等の防災対策が進み、災害に強いまちづくりが進んでいる。 36．迅速かつ的確に対応できる消防・救急体制が整備されている。

37．防犯対策や交通安全対策が充実し、暮らしの安全が確保されている。 38．道路や公園、下水道などの居住環境が整備され、快適な生活を送ることができている。

39．路線バスの運行ダイヤ、運賃、運行情報など、利用しやすい公共交通が整備されている。 40．沿岸部や河川に防波堤や堤防などの津波被害を少なくする施設が整備されている。

41．津波から安全に避難できる避難路や津波避難施設などが整備されている。 42．施設の耐震化や備蓄の充実など、被災者の生活を支える避難所が整備されている。

43．防災訓練や防災教育により、市民の防災意識が高まっている。 44．災害時の広報・情報伝達体制が充実しており、速やかな避難ができるなど、必要な情報を得ることができている。

45．市内各地域に自主防災組織が結成されるとともに、災害ボランティアの受入体制が整っている。

◆：自治体運営に関する分野 

◇：教育・文化・スポーツ・国際化・男女共同参画に関する分野 

●：産業・雇用に関する分野 

○：健康・福祉・子育てに関する分野 

■：環境・防災・防犯・居住環境・交通に関する分野 

□：東日本大震災からの復興に関する分野 

事業改革タイプ 

事業推進タイプ 

平均値

平均値
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 ⑤10～30 代の女性のまちづくりに対する現状評価と今後の重要度 
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現
状
評
価

今後の重要度

1．市民と行政が適切な役割分担のもと協力し合い,まちづくりを進めている。 2．町内会での防犯・防災活動や環境美化など、地域の自主的な活動が活発に行われている。

3．ボランティアや市民活動団体（NPO）がまちづくりの担い手として活躍している。 4．広報はちのへなどを通して、市政情報が適切に市民に提供されている。

5．広聴制度により、市民の声が行政に反映されている。 6．市役所の窓口での説明や各種手続きがわかりやすくなっている。

7．圏域の中心都市として、近隣市町村との連携や交流が活発に行われている。 8．子どもたちが確かな学力と、知･徳･体の調和のとれた力を身につけている。

9．大学等と行政が連携したまちづくりが行われている。 10．公民館活動や各種講座により、生涯を通じて学び続ける機会が充実している。

11．芸術・文化に親しむ鑑賞機会や活動機会が充実している。 12．市民がスポーツに親しみ、楽しめる環境が整っている。

13．外国の文化・歴史・言語等の学習を通じて、国際理解が深まっている。 14．男女が性別にかかわりなく、能力を発揮できる社会ができている。

15．農林業の後継者の育成が行われ、農林業経営の生産性や効率性が高まっている。 16．飼料基地などの立地特性を生かした畜産業の振興が図られている。

17．漁業の後継者の育成が行われ、漁業経営の改善が進んでいる。 18．特色のある農産品や水産品、土産などのブランド化が図られている。

19．新事業や新分野に挑戦するなど、意欲的な中小企業が増えている。 20．企業誘致により、多くの企業が立地し、地域産業の振興が図られている。

21．新たな事業（ビジネス）を生み出すため、企業・大学・行政の連携が進んでいる。 22．品揃えが充実した店舗が立地し、魅力的な商店街が形成されている。

23．岸壁や防波堤などの港湾施設が充実し、貿易が活発に行われている。 24．観光ＰＲ等により、知名度が高まり、首都圏などから訪れる人が増えている。

25．求職者が希望する多様な雇用の場が確保されている。 26．健康診断の普及や健康教室の開催などによって、市民の健康づくりに対する意識が高まっている。

27．高齢化が進む中、必要なときに必要な医療を受けられる環境が整っている。 28．介護予防に対する意識が高まり、介護予防教室や生きがいづくりに参加する高齢者が増えている。

29．障がい者を受け入れる環境が整い、障がい者が自立し、社会参加することができている。 30．低所得者に対する適切な生活支援が行われ、自立する世帯が増えている。

31．ニーズに対応した保育サービスや学童保育、育児相談など、子育てを支援する環境が充実している。 32．豊かな自然環境と空気や水などの生活環境が良好に保たれている。

33．家庭や企業において、ごみの減量化や節電などの省エネルギーが進んでいる。 34．地域において、太陽光発電などの再生可能エネルギーの導入が進んでいる。

35．災害時の危険箇所や建築物等の防災対策が進み、災害に強いまちづくりが進んでいる。 36．迅速かつ的確に対応できる消防・救急体制が整備されている。

37．防犯対策や交通安全対策が充実し、暮らしの安全が確保されている。 38．道路や公園、下水道などの居住環境が整備され、快適な生活を送ることができている。

39．路線バスの運行ダイヤ、運賃、運行情報など、利用しやすい公共交通が整備されている。 40．沿岸部や河川に防波堤や堤防などの津波被害を少なくする施設が整備されている。

41．津波から安全に避難できる避難路や津波避難施設などが整備されている。 42．施設の耐震化や備蓄の充実など、被災者の生活を支える避難所が整備されている。

43．防災訓練や防災教育により、市民の防災意識が高まっている。 44．災害時の広報・情報伝達体制が充実しており、速やかな避難ができるなど、必要な情報を得ることができている。

45．市内各地域に自主防災組織が結成されるとともに、災害ボランティアの受入体制が整っている。

◆：自治体運営に関する分野 

◇：教育・文化・スポーツ・国際化・男女共同参画に関する分野 

●：産業・雇用に関する分野 

○：健康・福祉・子育てに関する分野 

■：環境・防災・防犯・居住環境・交通に関する分野 

□：東日本大震災からの復興に関する分野 

事業推進タイプ 

事業改革タイプ 

平均値

平均値
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 ⑥40～50 代の女性のまちづくりに対する現状評価と今後の重要度 
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現
状
評
価

今後の重要度

1．市民と行政が適切な役割分担のもと協力し合い,まちづくりを進めている。 2．町内会での防犯・防災活動や環境美化など、地域の自主的な活動が活発に行われている。

3．ボランティアや市民活動団体（NPO）がまちづくりの担い手として活躍している。 4．広報はちのへなどを通して、市政情報が適切に市民に提供されている。

5．広聴制度により、市民の声が行政に反映されている。 6．市役所の窓口での説明や各種手続きがわかりやすくなっている。

7．圏域の中心都市として、近隣市町村との連携や交流が活発に行われている。 8．子どもたちが確かな学力と、知･徳･体の調和のとれた力を身につけている。

9．大学等と行政が連携したまちづくりが行われている。 10．公民館活動や各種講座により、生涯を通じて学び続ける機会が充実している。

11．芸術・文化に親しむ鑑賞機会や活動機会が充実している。 12．市民がスポーツに親しみ、楽しめる環境が整っている。

13．外国の文化・歴史・言語等の学習を通じて、国際理解が深まっている。 14．男女が性別にかかわりなく、能力を発揮できる社会ができている。

15．農林業の後継者の育成が行われ、農林業経営の生産性や効率性が高まっている。 16．飼料基地などの立地特性を生かした畜産業の振興が図られている。

17．漁業の後継者の育成が行われ、漁業経営の改善が進んでいる。 18．特色のある農産品や水産品、土産などのブランド化が図られている。

19．新事業や新分野に挑戦するなど、意欲的な中小企業が増えている。 20．企業誘致により、多くの企業が立地し、地域産業の振興が図られている。

21．新たな事業（ビジネス）を生み出すため、企業・大学・行政の連携が進んでいる。 22．品揃えが充実した店舗が立地し、魅力的な商店街が形成されている。

23．岸壁や防波堤などの港湾施設が充実し、貿易が活発に行われている。 24．観光ＰＲ等により、知名度が高まり、首都圏などから訪れる人が増えている。

25．求職者が希望する多様な雇用の場が確保されている。 26．健康診断の普及や健康教室の開催などによって、市民の健康づくりに対する意識が高まっている。

27．高齢化が進む中、必要なときに必要な医療を受けられる環境が整っている。 28．介護予防に対する意識が高まり、介護予防教室や生きがいづくりに参加する高齢者が増えている。

29．障がい者を受け入れる環境が整い、障がい者が自立し、社会参加することができている。 30．低所得者に対する適切な生活支援が行われ、自立する世帯が増えている。

31．ニーズに対応した保育サービスや学童保育、育児相談など、子育てを支援する環境が充実している。 32．豊かな自然環境と空気や水などの生活環境が良好に保たれている。

33．家庭や企業において、ごみの減量化や節電などの省エネルギーが進んでいる。 34．地域において、太陽光発電などの再生可能エネルギーの導入が進んでいる。

35．災害時の危険箇所や建築物等の防災対策が進み、災害に強いまちづくりが進んでいる。 36．迅速かつ的確に対応できる消防・救急体制が整備されている。

37．防犯対策や交通安全対策が充実し、暮らしの安全が確保されている。 38．道路や公園、下水道などの居住環境が整備され、快適な生活を送ることができている。

39．路線バスの運行ダイヤ、運賃、運行情報など、利用しやすい公共交通が整備されている。 40．沿岸部や河川に防波堤や堤防などの津波被害を少なくする施設が整備されている。

41．津波から安全に避難できる避難路や津波避難施設などが整備されている。 42．施設の耐震化や備蓄の充実など、被災者の生活を支える避難所が整備されている。

43．防災訓練や防災教育により、市民の防災意識が高まっている。 44．災害時の広報・情報伝達体制が充実しており、速やかな避難ができるなど、必要な情報を得ることができている。

45．市内各地域に自主防災組織が結成されるとともに、災害ボランティアの受入体制が整っている。

◆：自治体運営に関する分野 

◇：教育・文化・スポーツ・国際化・男女共同参画に関する分野 

●：産業・雇用に関する分野 

○：健康・福祉・子育てに関する分野 

■：環境・防災・防犯・居住環境・交通に関する分野 

□：東日本大震災からの復興に関する分野 

事業推進タイプ 

事業改革タイプ 

平均値

平均値
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 ⑦60 代以上の女性のまちづくりに対する現状評価と満足度 
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現
状
評
価

今後の重要度

1．市民と行政が適切な役割分担のもと協力し合い,まちづくりを進めている。 2．町内会での防犯・防災活動や環境美化など、地域の自主的な活動が活発に行われている。

3．ボランティアや市民活動団体（NPO）がまちづくりの担い手として活躍している。 4．広報はちのへなどを通して、市政情報が適切に市民に提供されている。

5．広聴制度により、市民の声が行政に反映されている。 6．市役所の窓口での説明や各種手続きがわかりやすくなっている。

7．圏域の中心都市として、近隣市町村との連携や交流が活発に行われている。 8．子どもたちが確かな学力と、知･徳･体の調和のとれた力を身につけている。

9．大学等と行政が連携したまちづくりが行われている。 10．公民館活動や各種講座により、生涯を通じて学び続ける機会が充実している。

11．芸術・文化に親しむ鑑賞機会や活動機会が充実している。 12．市民がスポーツに親しみ、楽しめる環境が整っている。

13．外国の文化・歴史・言語等の学習を通じて、国際理解が深まっている。 14．男女が性別にかかわりなく、能力を発揮できる社会ができている。

15．農林業の後継者の育成が行われ、農林業経営の生産性や効率性が高まっている。 16．飼料基地などの立地特性を生かした畜産業の振興が図られている。

17．漁業の後継者の育成が行われ、漁業経営の改善が進んでいる。 18．特色のある農産品や水産品、土産などのブランド化が図られている。

19．新事業や新分野に挑戦するなど、意欲的な中小企業が増えている。 20．企業誘致により、多くの企業が立地し、地域産業の振興が図られている。

21．新たな事業（ビジネス）を生み出すため、企業・大学・行政の連携が進んでいる。 22．品揃えが充実した店舗が立地し、魅力的な商店街が形成されている。

23．岸壁や防波堤などの港湾施設が充実し、貿易が活発に行われている。 24．観光ＰＲ等により、知名度が高まり、首都圏などから訪れる人が増えている。

25．求職者が希望する多様な雇用の場が確保されている。 26．健康診断の普及や健康教室の開催などによって、市民の健康づくりに対する意識が高まっている。

27．高齢化が進む中、必要なときに必要な医療を受けられる環境が整っている。 28．介護予防に対する意識が高まり、介護予防教室や生きがいづくりに参加する高齢者が増えている。

29．障がい者を受け入れる環境が整い、障がい者が自立し、社会参加することができている。 30．低所得者に対する適切な生活支援が行われ、自立する世帯が増えている。

31．ニーズに対応した保育サービスや学童保育、育児相談など、子育てを支援する環境が充実している。 32．豊かな自然環境と空気や水などの生活環境が良好に保たれている。

33．家庭や企業において、ごみの減量化や節電などの省エネルギーが進んでいる。 34．地域において、太陽光発電などの再生可能エネルギーの導入が進んでいる。

35．災害時の危険箇所や建築物等の防災対策が進み、災害に強いまちづくりが進んでいる。 36．迅速かつ的確に対応できる消防・救急体制が整備されている。

37．防犯対策や交通安全対策が充実し、暮らしの安全が確保されている。 38．道路や公園、下水道などの居住環境が整備され、快適な生活を送ることができている。

39．路線バスの運行ダイヤ、運賃、運行情報など、利用しやすい公共交通が整備されている。 40．沿岸部や河川に防波堤や堤防などの津波被害を少なくする施設が整備されている。

41．津波から安全に避難できる避難路や津波避難施設などが整備されている。 42．施設の耐震化や備蓄の充実など、被災者の生活を支える避難所が整備されている。

43．防災訓練や防災教育により、市民の防災意識が高まっている。 44．災害時の広報・情報伝達体制が充実しており、速やかな避難ができるなど、必要な情報を得ることができている。

45．市内各地域に自主防災組織が結成されるとともに、災害ボランティアの受入体制が整っている。

◆：自治体運営に関する分野 

◇：教育・文化・スポーツ・国際化・男女共同参画に関する分野 

●：産業・雇用に関する分野 

○：健康・福祉・子育てに関する分野 

■：環境・防災・防犯・居住環境・交通に関する分野 

□：東日本大震災からの復興に関する分野 

事業推進タイプ 

事業改革タイプ 

平均値

平均値

-
30
- 
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５．自由回答の結果 

 

（1）自由回答の掲載基準 

・可能なかぎり原文どおり掲載している。なお、以下のような内容は修正、削除等を行っている。 

 

○市政やまちづくりに関連しない内容 

○誹謗中傷に関する内容 

○個人や団体の広告、宣伝又は営利を目的とした内容 

○思想や宗教にかかわる内容 

○個人や団体が特定できるような内容 

○誤字・脱字 

 

 

 

 

（2）分類・整理の方法 

・以下の①～②の方法により、自由回答の整理を行った。 

 

 ①市民アンケート調査の設問項目の枠組みで整理 

 ・自由回答について、基本的には、自治体運営に関する分野、教育・文化・スポーツ・国際化・男女

共同参画に関する分野、産業・雇用に関する分野、健康・福祉・子育てに関する分野、環境・防災・

防犯・居住環境・交通、東日本大震災からの復興に関する分野のそれぞれの設問項目ごとに、分類・

整理した。設問項目ごとに分類できない場合は、新たに分類項目を設定して整理した。 

 

 ②同一回答者の自由回答を分割 

 ・同一回答者が複数の内容を回答している場合は、内容を分割して、それぞれが該当する項目に分類・

整理した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・ 
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（3）分類・整理の結果 

・前項の方法により、自由回答を分類・整理した結果、「環境・防災・防犯・居住環境・交通に関す

る分野」の自由回答が最も多く 694 件となった。次いで、「産業・雇用に関する分野」の自由回答

が 640 件となった。 

・「環境・防災・防犯・居住環境・交通に関する分野」の中で、特に道路や公園、下水道などの居住

環境に関する自由回答と路線バスの運行ダイヤ、運賃などの公共交通に関する自由回答が多かった。 

・また、「産業・雇用に関する分野」の中で、魅力的な商店街などの中心市街地に関する自由回答と

多様な雇用の場に関する自由回答が多かった。 

 

 

自由回答の分類大項目 回答件数（件） 掲載ページ 

（1）自治体運営に関する分野 348 P33～P46 

（2）教育・文化・スポーツ・国際化・男女共同参画に関する分野 439 P47～P62 

（3）産業・雇用に関する分野 640 P63～P87 

（4）健康・福祉・子育てに関する分野 475 P88～P105 

（5）環境・防災・防犯・居住環境・交通に関する分野 694 P106～P130 

（6）東日本大震災からの復興に関する分野 226 P131～P139 

（7）まちづくり全般に関する意見 96 P140～P142 

合  計 2,918 ― 

 

 

 

 

 

 

 

 



（1）自治体運営に関する分野

「①市民と行政が適切な役割分担のもと協力し合い、まちづくりを進めている」に関する意見
自由回答

協力という事を重要視するべきである。八戸市民も行政もいざという時協力性がない。

市民の方の態勢が整っていない。仁徳天皇の「民のかまど」の話ではないが、時間と金に余裕のある市民は少ない。

計画策定に当っては、市役所の横断的な連絡調整が不可欠である。我々市民から見れば、自分の部署の殻を守り他の部署はどうで
も良い、そんな雰囲気が強く感じられる。視線を市民に向け策定して欲しい。

町づくりは人づくりから。市民への啓蒙・教育に力を入れ、町づくりのビジョンに圧倒的な共感、賛同を得て展開されたし。そうなってい
ない現状は、市民感覚と行政の距離の隔たりが原因のように思われる。市民感情では、行政に幾らかの不信感がある。昨今、号泣
県議の政務調査費の問題や津軽選挙の件、議会でのセクハラ発言などなど、徴集した税金の使われ方がどうなっているのか、そん
な疑感を吹き飛ばすような明解な、かつ、迅速な態度、行動を見せてくれれば、行政と市民の距離は一気に縮まるでしょう。だが、そう
いう姿勢は見られないので、失望してしまうのもやむなしか。自治体の議員及び首長が、自身の地元への利益誘導ではない、市全体
への奉仕者としての立場・見識で活動して下されば、市民も参加しての町づくりは、実した意味のあるものになると思われる。

市民と行政が一体となった「まちづくり」の推進に今後とも一層努めていただきたい。「はっち」や「みろく横丁」などは、市民及び来訪
者の憩いの場となっていることはとても良いと思います。

市の各分野の審議会は、市民と市をつなぐ非常に良い制度である。しかし、疑問も感じている。市民の委員数が少なく、論文等選考
方法が、他の委員に比べて非常にきびしいこと。採用者の論文が公評されず疑問を持たれていること。公募委員は、市への期待を持
ち熱心に意見を出すが、一般委員はほとんど発言することがなく会議を終える。再度審議会のあり方、委員の選考について、考慮し
直し改革すべきではないか。審議会公募委員の年令制限は、取りはらわれているはずである。優秀な委員の発言は、市に取って非
常に重要なことをわかっていただきたい。健康であれば、年令にかかわらず大いに、その知識と経験を利用するべきである。年令で、
不採用であるということは、ナンセンスである。老人社会がますます進行していく中で、若い年代層に経験者の年代層がまじることに
よって、より良い結果が求められるのではないか、と思う。

もっともっと活発に適切に協力し合い、中心都市として、連携や交流が活発に行われて欲しいです。

一部の市民だけによるものなので、全く実感なし。

協力し合って、まちづくりを進めている？全くわからない。そういう事してるの？

各分野ごとに孤立しており、（私は私のよう）口では、連携、協力と言っていても全くそうなっていない。各分野でもっと情報交換、協力
体制を作るべきだと思います。

この調査で考えることができました。行政と一般市民が、向き合って本音を話合えると良い八戸市になると思います。信頼できる行政
を希望します。

役割分担は良くない。市民に行政サービスを押しつけてはいけない。

「市民も協力」することになっているが、普通の一般市民で行政に携わっている人はいるのか。一部の人だけでは？市民も参加できる
ような仕組みがあるのか。

まちづくりはこのように一般の方々の意見も参考に最終的には、その道のスペシャリストの方々の練られた案で進んでいただきたい。

八戸人は人情味があるようでないのが特徴。人情味があるのはスーパー内での売子、商売上トップからのいいつけで仕事柄、表だ
けでもそうしているのかも知れないが、それでも人を心よくしてくれるのはいいことだと思う。八戸市民はもっと明るく素直に人間味を
出せば市の発展につながると思います。八戸も東北の拠点都市として栄えて行く方向に来ていると思います。又、他県からみてもそ
れだけの価値のある都市だと多くの人たち（中央人も）も認めている感が見受けられます。それにつけても大をみて小をみないやり方
では通用しないし、市民もついて行かないと思います。まず全てにわたって小さいところから出発すべきです。例えば基となる人と人と
のつながり（優しさ）→町内→街→市民全体の気持のやさしさが産業、観光など市の発展のために必要と思う。それには家庭の貧困
をなくし育児から老人まで思いやりを持った政策を考えてみて欲しい。それには一人、一人の市に対する期待感を把握してからでな
いと、まちづくりが迷路になります。

高齢者にやさしくない。町内の民生委員って何の仕事をする人？県議、市議会の人たちは何をする人達？私たちの税金無駄づかい
してます。形が見えない！！選挙の意味がない！！ハガキ・手紙で、郵送したって高齢者は意見がわからないですヨ！！一件一件、
足をつかって情報収集を！！（ボランティアを使ってでも！！）

市民病院におけるドクターヘリ、はっちには、年度、億単位の予算が計上されていますが、費用対効果を考慮すると市民全体にとって
本当に有益なことなのか、違和感があります。行政は、弱者の味方であってほしいと願っております。

やっぱり最後はお金がかかることなので、少しでも節約してほしいです。町内には生活館などあるが古くなった所は、１つに統合しても
良いと思います。

「②町内会での防犯・防災活動や環境美化など、地域の自主的な活動が活発に行われている」に関する意見
自由回答

シルバー人材を増やしグループを分けたりして、２ｍ近くの雑草を道路脇から取り除いて欲しい。（３時間等の時間で入れかえたりした
ら良いのでは）

町内会での防犯・防災～では、大きな道路周辺をお母さん方がおしゃべりしながら歩いているのしか見たことがない。本当に危ない所
は自己での防犯で努力するしかないのかな？と思う。

防災活動に関して、もっと理解しやすいようにしてほしい。

活動内容がいまいちよくわからない。
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「②町内会での防犯・防災活動や環境美化など、地域の自主的な活動が活発に行われている」に関する意見
自由回答

町内会役員の負担がかなり大きくなっている。以前からの役員は高齢化が進み、体への負担が大きい。新たに役員を引き受けてくれ
る人もいなく、仕方なく、仕事を抱えながら町内会を運営している人も、平日の集まりなどにも出席するのが難しい。何か見返りでもも
らえるようなら気も楽になるのだが。お酒を飲める人は、イベントで余ったお酒を飲んでいるようだが、飲めない人は何の得にもならな
い。役員をやっていてただ苦しいだけなのだが、どうにかならないものか。

町内会を昔の様に活発なものにしてほしい。入会が任意なので。

町内会役員として関わらせていただいていますが、参加してくれる方は毎回ですが、参加していただけない方にもっと参加していただ
けるような企画を、市のほうからも企画していただけたらなと思います。むずかしい事ですが、「自分は八戸市の一市民であり、協働
者である」という意識作りが重要ではないでしょうか。

町内会等末端組織の動向と活動状況について行政が関わりを積極的にしてほしい。

「楽しい町内会活動」ができれば良いと思いますが。「公民舘」をもっと魅力ある場所にして、人々が集まると良いのでは。

町内の避難通路がわかりにくい。電信柱に海抜何ｍと入れてほしい。

町内会の予算が縮小傾向にあり、活動も制限されている。会費の徴収も困難。

環境美化や防犯については八戸の人口が少ない為、現在はそれほど問題はありませんが、人口がもしも増えた時にはトラブルは増
加すると思います。現状の対応でその時対応が出来るのかと不安はあります。

町内会について回覧板などの町内イベントへの参加等の項目へ住所氏名を旧姓で記入したら様々なところからダイレクトメールなど
が届くようになった。現住所で旧姓を記入したものは回覧板のみ。

一部の人たちだけが参加しているように感じる。

近所付き合いが難しい中、町内会等に自主的な活動といっても、活動するのは同じ人だけである。役が付いた人は仕方なく、こなして
いるのが現状ではないか。

当町内会は、今年、町内単独で自主防災を実施している

町内会の加入者の多くが高齢者で、若い夫婦などは子供が（小学校）いても町内会には関心がない。こども会や、ゴミ等についても、
関心がない。高齢者の加入で、役員等、少なくない。なんでもかんでも町内会長である。

町内会その他で、個人情報が、もれやすい為、相談できる方が、昔からいない為、自治体の活動が、良くありません。閉鎖な市です。
私自身も、個人情報保護法が制定された後、元職場の○○申告会から、情報が、もらされ、実害を受けましたが、市役所でも親族が
いる場合、不都合が有ります。

名目をつけないで、昔からあった「近所のおつきあい」をもう一度見直したら良いのではと思う。（例えば）地域の子供達が、ゴミの日に
一人暮しに声がけをする。その子供達へお礼のカードをあげる。そのカードは町内でのみ使える。若者が、高令者の雪かきを手伝う。
そしてお礼カードをあげる。そのカードを町内で使う。そのカードは、町内会行事の時の食事券等にする。老人には知恵・中年には経
験・若者には体力・幼児には笑顔、皆、年代に応じた特性をもっています。行政は、それらをいかに役割分担に役立たせる事ができる
かを考えて欲しいです。

町内会の会費が高すぎる

去年引越して三沢とは違う町の大きさにまだ慣れてませんが町内会はこれから出来ると思いますが、新興住宅地ですので、隣近所
の町内会活動には興味があります。良い町内になるといいなと思います。

勤務地が八戸でないため自治体での活動にほとんど参加できず迷惑をかけている。

若い人は町内会に入って協力しようとする気持ちの人が減って、町内会をやめたいという人が３人位いた。仕事が出来なければお金
だけでも協力してと言ったら草とりなどは出来ないけどそれでよければということでおさまった。

町内会制度は機能しなくなっているように思います。高齢化が進み、若い人達は、入会しないので、新しい制度を考えるべきだと思い
ます。

アパート、貸家に入っている人が、町内会に入らない人が多いと聞いています。「広報はちのへ」が配布されていないと思います。

住民の老齢化がすすみ、空家になって、町内会の人数が減少している。隣近所のコミュニケーションが希薄になる傾向がある。

町内会活動は一部の人が行うものと捉えられている、意識の改善が進まない、特に新興住宅地

町内会の活動やそのあり方が時々語られるが、その加入率を考えると、町内会そのものが崩壊しつつある。今後も町内会の充実を
考えるのであれば、抜本的改革をし、市民全世帯の加入をもっと訴えてほしい。

町内会の行政に携わっている方、個の事ベラベラ話さない事なんでしょうか、だれでも人にふれられないものがあります。行政のみ知
る事です。

町内会に参加しているが、班長などがまわってくると大変負担なので、もっとシステム化効率化できるよう行政でも考えてほしい。

地域（町内）によって、活発に運営されている所と全く非協力的な所があると感じる。年配の方が町内の運営を担っていることもあり、
若い人の参加が少なく、意見も生かされない。子ども会としての役割もなされていないと感じる。

今冬の大雪には私共年寄りは大弱り致しました。若い時は車で郊外まで買物に出かけましたが今は市中心街の三春屋・さくら野しか
行けません。大雪ですと足元がおぼつかなく銀行さん、神社は除雪がすんでますがそこをつなぐ所が凍っており、立ちすくんでしまい
ました。市では除雪が大変でしょうから町内会の方で歩道の除雪を何とか考へてもらいたいと祈るばかりです。

各町内に一名、専任で環境美化を行なう者を市で雇用するべき。
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「②町内会での防犯・防災活動や環境美化など、地域の自主的な活動が活発に行われている」に関する意見
自由回答

私達夫婦は十数年前から散歩のついでにゴミ拾いをして来ました。最近は身体の不調な所もあり散歩もしていないのでゴミ拾いも
行っておりません。思う事は新聞等でも、時々八戸の街はゴミが多いと他県の人からの意見が多いと聞きます。なんとかしてきれいな
街と言われる様な取組みが出来ないかと考えています。市でもどんな方法が良いか考えて見て下さい。（例）他の町では夏になると１
カ月に１回は皆んなでゴミ拾いを実行している事も聞きます。（参加しない人はお金を払う様です）やりすぎかもしれませんがそれくら
いしないと参加しない人も多いかも。ゴミ０運動の日もあまり人を見かけません（私の町内では）

町内会に入会した場合特典（税、商品券等）をあたえる。非入会者にはあたえない。入会を宣伝、進めても、だめ、特典あるのみ。選
挙も同じ、義務といってもだめ。特典（せっけん、せんざい）宣伝費むだです。

町内会入会５０％アパート、０％か。強制ではない為、入会しません。特典を考えて下さい。選挙も同じ得票率下がるだけです。宣伝
費をつかうなら（テレビコマーシャル、新聞、チラシ等）無駄です。特典に使って下さい。

町内会の体質が古すぎる。総会など若い人も参加できるようにしていかないと、いつまでたってもダメだ。

私たちの町内は生活舘が古いし皆の意見も老人は集まるのが大変。すなわち町内会員は健康な人なら誰でもですが７０才までとか
にすると若い人が体育祭も出られて楽しそうだ。見学に行くのにも学校の校庭ならよいが。生活館は保健師さんの指導があり熱中症
が勉強なり。アンケートもよいが、一人暮らしにアドバイスするプリントもほしい老人です。よろしく。

震災後、地域、コミュニティのつながりの大切さを実感しました。にもかかわらず町内会への加入率が上がらないのはなぜでしょう。学
校の先生でも加入していない人がいます。任意とは言え地域まかせにせず、まずは身内（公務員）から見直すべきだと思います。

町内会の活動は活発だと思いますが、アパートが多いせいか加入していない人がたくさんいます。アパート専用のゴミ置場のない所
もあり町内のゴミ集積場所に出す人達もいます。街灯の設置などもあるのでアパートは管理者が一括して町内会を納めるなどの方法
を考えたらよいと思います。

町内会にはいっていない家が多く、町内会費その他の出費など、またゴミ出しの面でも不公平な事がある。

新設中のニュータウンなど住民の増加が著しい地域は、町内会等、活発な運営がされている一方で、旧浜どおり地域は高齢化と、人
口減で、町内運営もままならない状況で、格差があります。同等の活動は無理とは思いますが、自治体の方でも、何らかのアポをとっ
て欲しいです。

避難者なので町内会に入会してません。

町内会づくりが、大切だと感じているが、今は近所づきあいも昔の感覚と違うので、干渉したと受け取られても困るし、難しい。

町内会では特定の人の私腹を肥やすような事しかしていないように感じる

町内会に加入されていない方が結構あります。加入促進に徹底してもらいたい！

自治会へ加入していません。子供もいなくて仕事も忙しいため活動できる気がしないため加入していませんが、会費は払えるしゴミも
出したいです。そのような制度もほしいです。

今時、町内活動が健在なのが、すばらしい。最近、加入者が、減少しつつある。ますます少子高齢化が進んでいる時だからこそ、身
近なサポートがとても有効なのではと思いますが。

行政として住民自治推進懇談会や地域担当職員を配置するなどの取り組みは評価できるが、具体的に町内会活動や地区行事に市
職員が参加することで、市の取り組みがもっと市民にみえてくるのではないかと思います。

まず、八戸市民だという自覚を持たせること。全市民が町内会に加入し、年に一度でも町内会行事に参加すること。お隣りさんの顔も
わからない様では、防犯も防災も何にもならないのでは。

環境美化について・ゴミのポイ捨て問題ですが、特に農村部でのゴミが多く目立ちます。山、畑、等に買物袋ごと捨てられています。
ビール缶、ビン類も多いです。（自分の畑の中）自分の家の前にゴミが捨てられていたら、どんな気持ちでしょう。市民の方のマナーを
期待したいものです。※罰則の強化も必要だと思います。

若い人達が町内の活動に協力してほしい

行政と町内会の役割分担について。町内会の活動等について現場の要望等について、実現性を確実に前向きに行ってほしい。

町内会も高齢になり、参加者も減少、町内会運営自体も厳しくなってきている。

町内会に加入する家と加入しない家があるのはどうしてか？小さい子がいてとか、色々な事に参加できなくてとか理由があるのはわ
かるが、会費は住民全員が払うなどしてもいいのでは。うちは払っていて隣は払っていなくてとか、不公平を感じる。加入せずにゴミ捨
てはしている。これでは納得いかない。このような現状であれば、町内のあり方をしくみを、変えなければ。

町内会に加入していない家庭が多いと思います。娘さんが痴漢に襲われそうになって、町内に街灯を設置して欲しいとの要望があっ
たが、町内会に未加入の家庭であったが、町内会はその要望を聞き入れ、街灯を設置した。行政が設置してくれるのではないか。下
水清掃はだれが実施すべきなのか。

子どものいる母親にとって、町内会や地域の自主的な活動はとても大事な事だと思うが、子どもが少なくなったせいか、そういうものも
最近は見かけなくなり、公園も新しい遊具は１つだけ、他は錆びている。小学生は小さい子供をじゃまだと言う。時代は変わってしまっ
たのでしょうか。

町内会の役割、活動が今後重要になると思います。少子化、高齢化社会を考えていくべきだと思います。現状、町内の班の区別けを
見直して欲しいです。向かいも、両隣り、裏の方も班が違う（町内）ので、不安です。声をかけられない状態でさみしい町です。（この町
に住んで六年位になりますが…）

- 35 -



「②町内会での防犯・防災活動や環境美化など、地域の自主的な活動が活発に行われている」に関する意見
自由回答

現在、私の住んでいる班は、約１０世帯ですが、高齢者の一人暮らしの方が、数世帯あり、５年に一度班長がまわって来る状態です。
そして、町内会の活動が、ほとんど、家々に必要とされない行事ばかり、そのために町内会費を納めるのは、少し不満だが、やめると
も言えずに入っている。世の中が変わって来ているし、以前の様な形の町内会じゃなくても良いのではないかと思う。もう一度、町内
会について、考えてもいいのではないか（たとえば、市民税の中に町内会費も含んで納める。）

環境がよくなるようにごみ拾いや近所の人達との交流が増えていけばいいと思います。特に蕪島がきれいな海になるようにがんばっ
てほしいです。

自主的な活動を押し付けてはいけない。

話し合い、決め事は市議会ばかりでは現状がほぼ見えていない。将来の人口減少、高齢、八戸が住みたい場所になるような取組
み、自然災害。市民の幅広い意見や情報を常に得る為、今こそ町内会の出番！定期的に市民の今の生きた現況、意見を行政に反
映し続けることが大事だと思う。

各町内会の全体は分かりませんが、防災、人命救助等の活動は重要と思う。但し現在の町内の中には、自分達の生活で精一杯、又
共稼ぎ、休日は自分達のためにという方々が多く、町内会に協力しない。その反面行政、町内会、班に、文句を言う。その事等を解決
する為には、何をすれば良いのか、十人十色の人間が集まっている町内、特に新興住宅街は町内会の役員の方々もたいへんだと思
います。又、町内会の役員の方には市の方で助成しているのか、又完全ボランティアなのかがはっきり分からない。町内会に協力し
てもらう為に、別に協賛運営の仕方が有るのではと思うが私にも提言や意見が見当りません。昔ながらの町内会から脱皮する時では
ないのかなとも思います。

どこの町内も同じだと思うが、子どもの数が少なく町内会は高齢者ばかり。行事をするにも一番忙しい３０代～５０代の負担が大きす
ぎる。町内会のあり方や運営のしかたを見直さないと加入者も減る一方だと思う。

町内会活動は超高齢化が進んでいる。特に戸建は高齢の一人住いが多く、気の毒です。地域での見守り支援が必要だと思います。

町内に居住していて、町内会に未加入であるとか、会費を納入していない方もおられるようです。全員参加が望ましいと考えます。

町内会の活動は場所によって活発であったり、やらなかったり、バラバラ。広聴制度があった事をはじめて知った。もっと市民に知ら
せるべき。

町のゴミをなくするように、呼びかけて、もらいたい。親切に対応する市民であるように呼びかけてもらいたい。

町内に居る若い人が少なくなり、町内会の運営に支障が出ている。又、町内会で行う業務も多種・多様となり、行政の下請化ではな
いかと思うことがある。

自治体主導といった感が少なく、町内会の活性化はもとより組織率も低下していると聞いています。

「町内会」という呼称はそろそろやめませんか。「自治会」に比べて、主体があいまいな印象を持ちます。トップダウンの行政のなあな
あの下請け機関的な響きと実態だと思います。ボランティアと行政の業務を行政の都合で安上がりになあなあで済ませようという意
図が透けてみえます。

隣接の言葉掛けが大人・子供欲しい。もっと、わかり安く話し合い、町内の仲良く話し合いの場を作って下さい。

八戸市の益々の発展を希望します。子供と高齢者が安心して暮せる街。個人が個立しない様な社会。だれもが何かしらのコミニュニ
ティーに属し、一人一人が立派な主権者となる様な社会になれば良いかなと思います。

「③ボランティアや市民活動団体（NPO）がまちづくりの担い手として活躍している」に関する意見
自由回答

ボランティアやＮＰＯに依存せず、市の職員が休日返上で地域の活動をして欲しい。もちろん手当なしで。

ボランティア、市民活動団体とは？実際何をしているのか、一般市民にはわからない。

まあまあですが、透明性に欠ける。「非営利」が強調されず、「うまくやってるな」と思われがち。

歴史、文化、観光等の案内等詳しく説明出来ない。もっともっと勉強しなければボランティアの意味が無い。

ボランティアは良い子がする事、目立ちたい人がする事。若者がする事等という偏見があるように思う。

ＮＰＯが、利権で、活動している場合があった。

ボランティアや市民活動のまちづくりをのぞくと、同じ顔ぶれと行政主体では、あまり良くない。

ＮＰＯ等を中心として活動ではなく、市が中心となって各種ボランティアを募集し有効に活用していただきたい。

高齢者ばかりの老人クラブのようだ。若い人の活動が必要である。ボランティアの限界を感じる。人材に対して助成が必要と考える。

第三セクターの件（社団法人）予算取りみたいな団体をどうにか出来ないのか。なんでも法人にすると良い風潮があるように見える
が、寄付で団体を運営する意味、明確さが見えない。なんでもＮＰＯにしていいのか。中味活動は誰がチェックするのか。ＮＰＯ団体の
取締り機関があるのか。ＮＰＯにかくれて寄付、自分達の利益の方にむいている。何んでもＮＰＯにすれば良い風潮ではと感じる。

ボランティアや市民活動団体がまち作りの担い手として活躍しているのは、知らないので、もっともっと市民にわかりやすく、とりあげ
てほしいと思います

ボランティアや市民活動及び団体の活動が公開されていない。広報がたりない。
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「③ボランティアや市民活動団体（NPO）がまちづくりの担い手として活躍している」に関する意見
自由回答

ボランティアが大切であるような、全体的な文脈であるが、ボランティアを募集し、研修の為ボランティア自身から実費を取り、且つ、
報酬は支払われない。それをボランティアとすれば、根本から考えなおさなければならない。高齢の無職者が増える中、公務員の中
にも報酬の割に働いていない人もいるでしょう。そういう人こそ、ボランティアの仕事をすべきでしょう。そうすれば給料が自然に入って
いるのだから、無報酬で働けるでしょう。そして全国にさきがけて、賞与をへらすのでなく、同額で期限付き（次回の賞与支給日迄）商
品券（純粋消費）にすべきです。

三社大祭のゴミ処理を市役所職員がボランティアでできないか。選挙など市の職員がボランティアでやるべきでないか。土、日も代休
（休日ふりかえ）でやれば給料がふえなくても、市民が便利になるのではないか。

ボランティアやＮＰＯの活動内容も分からないことが多く、まさに勝手連的なものとして捉えられていると思うのです。

「④広報はちのへなどを通して、市政情報が適切に市民に提供されている」に関する意見
自由回答

市議会議員の活動状況が、八戸市に対して何の貢献をしているのか、分からない。

行政が努力している事は解りますが、市長が市民に顔が見える様にして欲しいし、国、県、市、議員が市に対しどの様な活働している
か、情報が欲しい。

自治体の運営とはどういうことかはっきりわからない。広報を通して改めて教えて欲しい。小学生でも解るような説明を希望します。

「広報はちのへ」を見る人、手にする人が少なくなってきていると思う。（独身、既婚に限らず、若い年代は特に町内会に入らない人も
増えている）

市民からの声を聞くことも重要ですが、行政が目指している姿を説明することへも、同じように注力が必要だと思います。八戸市が継
続的発展を成せる様、希望します。

行政が行っている事があまり市民に伝わっていないし、市民の意見もほとんど反映されていないと思う。

内容の大幅見直しが必要と思う。入庁１年目の職員が担当して、市民目線で分からない疑問点をわかりやすく掲載するようなことも
必要かも。

自治体運営でいろいろな事に取り組んでいるとは思うが、あまり市民に知られていない事があると思う。将来の八戸市の具体的な指
針を「〇〇日本一の町」などの言葉でわかりやすく表すなどしたら良いと思う。

住民の声が反映されるスピード感が欲しいと思う。又、自分の声がどのように影響を与えているのか情報公開（広報等で）して欲しい
と思う。

それぞれの分野に関わっている人達は頑張っていると思うが、分野を超えてなかなか伝わってこない。自己満足に終わらないでほし
い。私みたいな末端には行政がみえてこない。行政を感じるのは税金等の時だけです。

広報はちのへは町内会に入っていない人たちにも渡るのでとても助かります。

自治体との連携をもっと強化するべき。色々な情報をもっと大々的に発信すべき。広報だけに頼っていてはダメ。

高齢化が進んでいます。私も高齢の一人です。施設に入る事、希望しています。どのような手続きすればいいでしょうか。出来れば市
政だよりにのせて下されば、ありがたい事です。

どんなＮＰＯがあるか広報はちのへに載せてもいいのではないか。

広報はちのへが届かないため不明なことがたくさんあるので、町内会に参加していなくても広報を届くようにしてほしい。

広報活動を充実させ、市民の声を汲み上げて市政に活かす、八戸市を少しでも良い街にするためガンバッテ欲しい。

より開かれた行政を目指して今回のアンケートはとても意義のあることだと思います。今、そしてこれから行政が取り組もうとする姿勢
をうかがうことができます。私たちは行政の動きを知る手段として、広報紙「市政だより」をはじめ、行政から発信される情報をいつも
見聞きしております。また、市長さんの言動や考え方は、親聞等でも拝見しております。もちろん、ＨＰを見れば現状の市政を見ること
ができます。しかし、果たして、市民の皆さんは、どれだけ行政の現状を知っているでしょうか？（私も含めて）意外と知らない方が多
いかも知れません。

市の行動ですが、もう少し見える化を進めてほしい。どの様な行動をしているか、わからない部分が多いので！！

市役所からくる文章は非常にわかりにくい。もっと、高齢者や一搬の人達がわかりやすい、言葉、表現をつかうべきだ。結局、意味が
わからないし、電話でも理解できない方たちが役所へ行くこととになる。非効率的で、非常に不親切である。

情報提供に乏しい。現状のホームページや広報はちのへ以外にも考える必要あり。他県から訪れる方々もそう感じていることをよく聞
く。

議員（市県）さんの政務調査費についての使い方について、領収書があればよいと言う問題ではない。広報を通し内容（内訳）を抜き
内公表すべきである。でなければ閲覧出来る様にする

読んでいるが、報告事項的な内容が多く感じられる。やはり、将来の有るべき姿（将来構想）に対し、現在取り組んでいること、そして
その進捗がわかれば好ましい。行政について各地区の街作りの方向が見えない。市議の活動が、全く見えない。市民の為の活動、
透明性を持って知らせるべき。

これを記入して思った事だが、我々は行政が行った各種サービスを理解していないという事だ。もっと広報等で書いてほしい。まちづく
りの前に、市民ひとりひとりの意識を変えなくてはならないだろうし、特にリタイアした人達は、まちづくりに対してあまり興味を示さない
様に思われる。この意識を変えるという事は大変な事ではあるが腰をすえてやっていただきたい。最近の市職員の態度は大変良い。
今後共がんばって下さい。
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「④広報はちのへなどを通して、市政情報が適切に市民に提供されている」に関する意見
自由回答

八戸市民でありながら、いろいろな事がわかっていない。知らされているのかさえも、判断できない自分。興味がなかったのもありま
すが、自分の置かれた環境が変わらない限り、現状の生活は続けると思います。親も毎日、毎月の生活を考えるのが、精一杯の様
で、世間に流されて行く感じですね。まちづくりの事まで考えられないという事です。

父親によるＤＶにより、社会人になっても精神的に今だに家にしばりつけられ、給料をほとんどとられ生活している友人を助けたいと
思っても相談できる所がどこかわかりません。子ども相談窓口だけでなく、友人の為に相談できる窓口を広報はちのへにのせてくれる
とうれしいです。

「広報はちのへ」だけでは、重要な情報が市民には行き渡らないと思います。市民全員に、知って欲しい情報は、もっと細やかに手配
して頂きたいと思います。（例、個人郵送等）

行政と個人がどのようにかかわっていくのか具体的に思いつかない。広報を読んでも市の取組み方が話し合いだけのような気がす
る。

様々な手紙や広告が配布されているが、本当に必要なものかどうかを考え、印刷し、配布していただきたい。配布される手紙類の半
分は必要のないものと思われる。兄弟、姉妹、同じチラシは不要。

広報はちのへは充実して見やすい。

「広報はちのへ」は町内会に入ってない世帯の人は、役所等にもらいに行く方式なのでしょうか？

広報紙はよく読んでいます。八戸市は個人的に住みよい所となれてきたせいで実感しております。

この調査によって何かしらの対応をするとなった場合、市民に周知頂きたい。（広報やＨＰなど）調査しただけでは意味がありません。

広報はちのへなど、市政情報は、色んな年齢層に読んでもらう為に、コンビニや本屋等にも有った方がいいのでは。

アパートに住んでいるが、町内会のお知らせなどがほとんど分からない。チラシとか回らん板とか欲しい

市民と一緒にまちづくりを進めているのか謎。もっと意見を聞いてくれる場が必要だと思う。広報はちのへも、もっと見やすく情報提供
してほしい。

広報はちのへは読んだ事ない。いつ届いてるの？

広報はちのへ→経費削減のためもう少し少なく。だらだらと書くことのなく要点だけを。

広報はちのへは、いつも楽しく読ませてもらってます。

一時、屋内スケート場と共に、芸術村案が新聞で報道され、芸術村の八戸市構想をネットで調べたが、ホームページが白紙であっ
た、何なんだ？

市の取り組み等、もっと広報に力を入れた方がよいかと思う。私自身、地域との関わりがなく、仕事をしていても市政の情報等耳に
入ってこないので、正直なところ八戸市が何に力を入れて、どんな実績を上げてきたのか分からない。

たとえば、近い将来、各家庭へ、市の方で、ノートＰＣ、タブレットなどの、貸出しして、市の情報のみの提供してもらえれば、もっと、市
と市民との間が近くなるのではないかと思います。

町内の高齢化が進んでいる。市からの回覧多すぎる。情報をわかりやすく少なくしてほしい。また、広報は充実しているが、年ごとに
厚くなっている。字を大きめにして、見やすくする工夫は必要だが、まとめることはできないのだろうか。

市長への手紙（ハガキ）は、市役所においてあるだけでは意味がない。市内の至るところ（スーパー等）に、しかも市民の目につく場所
において欲しい。

現状は、基本計画等の重要なものは、市の委員などしていない一般市民は目にふれることがないのが残念。毎戸配布は不要だが、
公民館等に配布し、そのことを公示してほしい。

「広報はちのへ」を通して、市政情報の発信は行われているが、市がどういったことをしているかの周知はまだ十分になされていない
と思う。

行政全体を通して、知ろうと思わなければ大事な情報も見逃してしまう（「広報はちのへ」も見ようと思わなければ見ないので）ように感
じる。地域の自治組織にもっと情報伝達に力を入れていく必要があるのではないか。

何に力を入れているのか、どうしたいのか全く伝わって来ていない、活動によって改善したのか八戸市が良い方向へ向かっているの
かさえ実感がまるで沸かない程、何をしているのかがわかりません。

自分の住んでいる地元自治体がどのような活動をしているのか、（自ら知ろうとしていないせいかも知れませんが）全く情報が伝わっ
てきません。

いろいろな補助制度が（例えば医療費とか税金とか、法律とか無料相談とか）あるのだと思うが、一般の市民が知らない事が多い。言
いかえれば、「気付きにくい“お知らせ”」の形をとっているのだうろかと思う事がある。せっかくの制度を、もっとみんなが気付きやすい
カタチでインフォメーション（？）されればなあと思ってます。

「広報はちのへ」について。毎回、思うのですが、表紙の写真についての説明というかコメントが載ってないのが不思議です。例えば８
月号は「種差海岸インフォメーションセンター７月１２日始動」という表紙（写真）で、興味があって行ってみようと思って、どこかのペー
ジにインフォメーションセンターの情報が載っているだろうと期待していたのですが、全く載っておらず残念でした。（よく見ると７月号の
裏（最終ページ）には少し載っていましたが）表紙の写真に関する情報（説明）はとても重要で必要だと思います。８月号なら、インフォ
メーションセンターまでのカンタンな地図や行き方、建物内部の様子など。７月号「大のり巻き大会」なら、どれくらいの人が集まって、
どのくらいの長さののり巻ができたのか？など

基本的に何をやっているのか情報が無い。

- 38 -



「④広報はちのへなどを通して、市政情報が適切に市民に提供されている」に関する意見
自由回答

各種講習会等は申し込み順になっているものが多いようですが、町内等により広報紙の配布日がバラバラなのではないか。すぐ申し
込みしても定員オーバーの時が多いと良く話を聞く。

市政については広報はちのへ等で知る機会があるがそれ以外で身近に情報と触れ合える物が少ないと思う。

「⑤広聴制度により、市民の声が行政に反映されている」に関する意見
自由回答

八戸市役所に勤めている、中の人の意見も、とても大切で大事だと思いますが、もう少し市民の声もきちんと聴いてほしい。すべてを
反映させろとは言いません。もう少し、小さな子どもから、お年寄り、また、現役で働く、責任世代、すべての八戸市民が住みやすく暮
らしやすく、幸せを感じながら、生活をしていけるような、市を作っていってほしい。もっともっと八戸がステキな街だ！と胸を張ってい
えるような街になってほしい。他県にも、八戸が、ステキだと、「八戸の人」が言えるくらいステキな街になってほしい。自分の周りで
は、八戸が好きという人は少数です。さみしい反面、納得してしまう部分もあります。これを見て、鼻で笑う方もいるかと思いますが、こ
れは、ほんとうに一部の切実な声なのです。ここまで長々と読んでいただきありがとうございました。

市民一人一人が参加しやすい取り組みが必要ではないか、若い世代を中心に意見を取り入れ、今後の市政を運営してくれる青年層
をあつくする。

意見を率直に言える場が必要、新聞の“こだまらん”は名前を書かなければならないので書くのは憶くうに感じ、黙る人が何万人もい
ると思う。

広聴制度は形式的で必要性を感じられません。市民からの質疑解答を広報に掲載したらどうでしょうか。

市民の声が行政に反映されているのか？特定の人だけの意見を聞いていないか？

行政が行っている事があまり市民に伝わっていないし、市民の意見もほとんど反映されていないと思う。

市民からの声にその時は親身になって聞いたふりをするが、後は業者や、他人まかせがほとんど。

現状は分かりませんが、「広聴」により市民の声が反映された事業はどのぐらい？１０件／年？１００件／年？あるのだろうか？広報
はちのへで紹介してもいいのでは。

高齢者が増加している中、広聴会や講演会等に出向く事が難しくなっています。各地の公民館等で近くで聴いたり出来るとうれしく思
う方も多いと思います。バス等の交通をもっと多様化して（ノンステップバス等）欲しいです。

市民の声に、どんなものがあるのか、判らない。それに対しての意見を表わす場所もない。

いままで開催されていたタウンミーティングの様な市長と住民との意見交換の場があれば良いと思っています。行政と地域が協力し
合い、明るく元気に生きてゆける地域になればと思っています。

市民の声が市政に反映しているという感じをえがたい

有識者だけでなく、幅広い人々の意見を取り入れる。特に小中・高・大学生等の若い人の突拍子のない意見を聞く事が大切では？

市民の声をもっと聞いてほしい。

市長と１度お話がしてみたいですね。八戸をどうしていきたいとか、どうする予定なのか。

どのような声が反映されているのか不明。

町、町内から市会議員が選出されていない地元は、地域のことや、住民の願いがなかなか届かないように思います。

市民の声がはたしてどこまで市政に反映されているかわからない。

市の担当者及び職員の方々も一生懸命に取り組んでいるとは思うが、その内容も情報も市民（私も含め）にはあまり届いていない様
に感じる。今回のアンケートでも、広聴制度があるという事を認識しました。現在新聞から得る情報がほとんどです。もっとＰＲに工夫
が必要だと思う。

市民の声が行政に反映されている？反映されるの？どうやったら反映されるの？

地域住民でまちづくりを考えているところ、予想もしない形で小学校建設がトップダウンで報道されたことについて、非常に残念に思い
ます。まちづくりは将来を見据えて行なわれなければなりません。もっと地域の声に耳を傾けてほしいと思います。一部の人の利益の
ために行なわれたのではないかとも考えざるを得ません。その様に考えたくはありませんので、誤解のない様、地域と相談しながら慎
重にお願いしたいと思います。

市政の情報提供が適切とは思えない。委員が同じ人ばかりやっているような気がする。

形式ぶらない意見交換会、委員会などは、時々開催しているのでしょうか？もっとすばらしい意見、考えをもっている市民は沢山いる
はずです。このアンケート形式でも良いので、前向きにやってみて下さい。ホームページなどで、アンケートへの回答はやって下さい。
これを書かせただけでは、八戸の明るい将来は見えてこないと思います。頑張って下さい。

国や県からの情報は豊富に持っているが市民の情報についてはあまり持っていない様な気がするので、もう少し対応すべきだと思い
ます

個々の事案にもこのようなアンケート調査を活用して市民の声を反映させてもらいたい。例えば、旧柏崎小学校跡地利用方法など。

八戸市の風土として、新しい文化、人間を受け入れがたい風潮が強いと思う。地元の歴史、風土を誇りに思う気持ちは大切だが、そ
の悪い部分が表れている方だと思う。それを改善するには、市民の声を集め、公表するシステムが、良い方法だと思う。最初は、保守
的な考えの人達からの非難の声が表われてくるはずだが、八戸市の良さを生き生きと活性化させるには大切なアプローチである事
は間違いないと思う。多くの市民はこのアプローチに賛同するはずである。
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「⑤広聴制度により、市民の声が行政に反映されている」に関する意見
自由回答

八戸市長直送のメールで、氏名・住所を書いたうえ、意見を述べましたが、返信を頂けませんでした。返信する気が無いのであれば、
止めて頂きたい。ウソをつかないでもらいたい。

数十年住んでいるが一度も我々の「声」をひろってくれた事はありません。電話をすればわたし達の方が悪いみたいな対応しかしてく
れません。位置づけをしっかりし、我々の生活を保証してほしいと思っています。コンピューター指一本で３６５日２４時間、騒音、ｅｔｃ、
たれ流しし方題です。「臭い物にはフタ」の時代はもう終ってますよ！！

広聴制度があった事をはじめて知った。もっと市民に知らせるべき。

行政への市民の声が反映されているとの実感はもっと細やかな部分（市の動きがつぶさに分かりビジョンが伝わる）が見えてくれば
湧くものと思います。

「⑥市役所の窓口での説明や各種手続きがわかりやすくなっている」に関する意見
自由回答

市役所の窓口の説明は、人により理解しやすく優しい方もいるが、ほとんど冷たい。淡々とした説明しかされない。

御役所仕事という言葉が聞かれなくなるような市であれば市民皆もやさしくなれますよ！！小さな行政が、細かな配慮が行き届いて
いるのは当り前で、その細かな配慮を八戸市という大きな行政がやりとげて初めて、市民が納得するのではないでしょうか？横浜市
が待機児童０をめざしたように！！

市役所の窓口は、本当に親切で丁寧になったと思う。ただ、親が重い病気になり障害者手帳の発行の件で窓口にいった時は、本当
にひどかった。まだ自分は元気だからいいが、具合の悪いお年寄だったら時間のかかりすぎや、何度も伺わないと手続きできないと
か、来るのが当たり前のような対応、びっくりです。結局うちも手帳発行前に親は他界し、それを伝えたら、お悔やみの言葉もなく「で
は、うちの方はおわりです」でした。一度チェックして下さい。

ボランティア活動は、学校にも募集があり、生徒達も色々な行事でのボランティアを経験できるので、とてもいいと思う。市役所の窓口
は、本当に親切で、丁寧になったと思う。ただ、親が重い病気になり障害者手帳の発行の件で窓口にいった時は、本当にひどかっ
た。まだ自分は元気だからいいが、具合の悪いお年寄だったら、時間のかかりすぎや、何度も伺わないと手続きできないとか、来るの
があたり前のような対応、びっくりです。結局うちも手帳発行前に親は他界し、それを伝えたら、お悔やみの言葉もなく｀では、うちの方
はおわりです´でした。一度チェックして下さい。

私の家は、母子家庭で、子供が事故にあったり私が入院したりと、大変な時期があり、市や県の窓口に援助金の借入れの相談に
行ったことがあります。保証人を立てなくてはいけないとか、おりるまでに２～３か月かかるとか、もしくは母子家庭の窓口の方から借
りて、こちら（市）からはできるだけ借りないでほしいとか。県の方は色々細かく相談にのってくれたりアドバイスしてくれたりしました
が、やはり本当に困ってるので、高い敷居をまたいで相談にいってるのに（仕事休んで）本当に、ムダでした。税金を貸し出すのだか
ら、厳しく慎重に審査しなければならないのはわかりますが、車を使って動ける私ですら、もういい、消費者金融利用した方がいいと
思ったのです。余裕のあるうちに相談に行く人はいません。切羽つまってる人がいくのです。年老いて足もない方、明日からどうしよう
という方はどうすればいいのでしょう。別の県で餓死した姉妹がいらっしゃいましたが、わかる気がします。もっと何らかのスピーディな
審査や手続き、考えて下さい。是非、市長さん！！御自分がそのような状況におちいった時、どのように対応してほしいか、よく考えて
みて下さい。そのように変えていって下さい！

三沢市のように英語を話す職員が応対したり、出版物の英語バージョンがあれば良い。

時々市役所に行くが、本当に今の人数が必要なのか、いつも行くたびに思うことがある。暇な人はコーヒーやお茶をのんでいるのであ
まりいい気分はしない。本当に忙しいのは、３月４月としか思えないのでもっと人数が少なくてもいいのではないかと思う。

市役所に行き転入転出等色々な用事で行った時に、それに必要な書類等を取るのに例えば検察署は根城、警察署は城下、保健所
は尻内と散らばっていて、車のある人は良いが無い人は大変である。今さら１極集中は無理な話だけど消防署、警察署、病院、裁判
署等は最近新築したばかりで、その時に１カ所に集中させる話はなかったのか。私の考えでは八戸の街作りは市役所の関係者それ
に市議員達は昔の考えで古いと思う。こでは市の発展はありえない。

各種手続きをする際たらい回しがあり不快に思う

出身が八戸市ではなく、転勤族でもあるので、あまりえらそうな事は言えないが、日頃の取り組みを見ていると八戸市や市長さんは他
の県や市町村と比べてもよくがんばっていると思う。これからもがんばってほしいと願っている。ただ、先日八戸駅に隣接している支所
に用事があって行った時、そこの担当である若い女性主事の対応があまりよろしくなかった。私にだけでなく、順番を待っている時に
目にしたが、少し年配の方にもずいぶんと愛想のない対応をしていたので、市の顔でもある窓口の方がそれで良いものなのかと疑問
に思った。近年市職員の採用試験が難しいと良く聞くが、いくらそれを突破したからといっても市民には関係ないことだと思う。むしろ
そういう優秀な人ならば人間性が備わってしかるべきと思うのだが。少し驕りがあるのではないかと勘ぐってしまうのは思いすぎであ
ろうか。

館内のどこに行けば目的が達成されるかわかりにくい。わかりやすく、かみくだいて色々と説明してほしい。

役人の対応が悪すぎる。とくに年齢が上であったり、役職がついた人、物事を知らない役人が多すぎると思う。

改善が進んでいると思う。市民は市役所の取り組みを模範とすべきである。

市役所の窓口は昔、もっとひどかったと思うのですが、最近行ったら昔ほどではなく、驚きました。しかしまだ男性職員の方の対応が
悪い時がありました。（もちろん良い男性の方もいます）

市として現在、市民の為にいろいろな取り組みをしていると思う。何十年か前と比べると行政サービスも良くなっている思う。
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「⑥市役所の窓口での説明や各種手続きがわかりやすくなっている」に関する意見
自由回答

市役所の窓口対応は改善されていると思うが、障がい者の助成金の件で、福祉と介護の窓口を往復し再度説明した。制度によって
担当部署が違うとしても、先に対応した窓口でチェックシート等作成し担当部は見ながら詳細を聞けばお互いの時間のムダを省ける
のでは。いろいろな手続に共通している問題だと思います。

「予算がないから」で済ませていませんか。すぐやる課でないが、課でたらい廻しでなく、市の問題として、いかにしたら、住民のお願
いをかなえてやれるか、市長と担当者が知恵をしぼって少しでもそれに近づける様がんばって欲しい。住民の一人として協力をおし
みません。

昔よりとても窓口の対応がよくなって利用しやすくなりました。

度々、市役所に行くと説明が少し分かりにくく、色々な部署を行ったり来たりさせられることがあるので改善してほしいと前から思って
いました。

八戸市に来て１０年近くたちますが、初めて八戸市役所に行った時けっこうたらい回しにされてすごい不信感を持ったので、今は、改
善されて前よりかは少しはよくなってきていると思いますが、もう少し一人親家庭や、保育所、幼稚園関係を八戸市外から来た人にわ
かりやすくしてほしいです。

市役所の人が冷たい

役所の人員が多いのではないでしょうか。一日少し仕事して後は座わってるだけと言う人がたくさんいます。それこそ無駄。いくら市長
を応援しても何も良くならない生活は、厳しい

市役所本館１階窓口の方達の態度が未だに悪すぎます。あんな態度、外の企業では許されません。仕事中の私語は多すぎるし、トイ
レでの仕事の愚痴。その方達のお給料が私達の税金から払われているのかと思うと腹が立ちます。市役所で働いているからには、も
う少しそれなりの態度、仕事に対しての姿勢を指導してもよいのではないでしょうか

市民課で案内係の女性がいますが、その案内係も判らない事がある。教育期間を多くした方が良いと思われます。市民大学に参加
していますがスポーツ関係の人を招いて下さい。要望です。

公務員の他人まかせをどうにか出来ないのか？（市役所職員等）下の方からの意見を聞いているのか？（苦情等）将来の昇進に関
係があり市民の苦情が上の方にあがらないのか。苦情、意見等がマンネリ化して取り上げがだんだん疎かになるのか。

市役所さんの応対は昔に比較し、大分よくなっていると思います。ただ、どの部署にもっと人員を多く配置すべきか、又、忙しい時期に
はアルバイトで対応できるところは、人件費を考慮し、上手に市の運営を行っていただきたい。

市役所での説明や各種手続きがわかりにくいので、市民にわかりやすい工夫必要

市役所職員は八戸の顔（八戸の代表）という気持で窓口対応を望みます。他県から転入した方にあまり良い話をきかないので。

窓口の人の対応で、どの係で、どういう内容を、扱っているか、わからない人がいる。仕事に対し、責任を持ってもらいたい。親切な対
応を、心がけて欲しい。

市役所の本館の対応がいまいちの所が多い。上から目線の人が多すぎです。

以前、市役所手続きの際、お年寄りの方が手続きがわからず質問しても、役所の方の冷たい態度で接しており、大変困っているのを
見ました。自治会も、参加していない人を白い目で見たりと、変な空気があり、イヤな印象の方が強く感じました。すばらしい人も沢山
いるとは思いますが。

義父が死んで、いろいろな手続きに役所へ行った時、係の方は親切だったけど、年とってる義母を「あちこちの受付へ連れ歩き回わ
る」事がたいへんだった。もう少しなんとかならないかしら。

市役所などの窓口の対応が、感じが良くない。もっと明るくさわやかな対応を心がけてほしい。

市役所に手続きに行くと、部署によって、親切な所と、不親切な所が、はっきりしている。出来れば、もっと市民に対して、分かりやす
い説明と、相手に対し、親切、親密な対応を求めます。

窓口の説明職員は、助かるので引続きお願いします。

市役所での手続きの際に思った事は、もう少し混んでいる時でも、回転よくする為に、工夫すべきだと思う。例えば年末調整の時、トッ
プの方だけ市民に優しく対応にあたり、回転をよくしていたけど、その下の人達は、市民にもう少し優しくとか、周りを見るとかが足りな
い気がしました。

今年の１、２月退職の為、健康保険の事でＴＥＬした際に担当の課の男性が不親切で対応が悪く、再度聞き直しても見下す言い方で、
分からないままＴＥＬを切られた。事務的な言い方をするのでは無く、その人に合った話をしてほしい。許しがたく、首にしていただきた
いと思う。

市役所の窓口での説明や手続きに時間がかかりすぎる。若い人が多すぎて説明がよくわからない。

市役所に行くとアルバイトの方が仕事をして、職員の暇な態度が目につく

市役所の対応が以前より良くなり、市側の努力が感じられるが全体を見れば、まだ役所的考えが多く本当に市民のことを考え、市民
のためには、他の場所に比べて足りないと思う。

窓口業務を土日も開いている所があったら助かる。例えば、つがる市はジャスコに窓口があり土日も開いているので平日しか休めな
い人は助かる。

市役所は親切でした。

市役所での各種手続きがスムーズに時間短縮できることを望みます。一つは「ここの窓口」次は「ここ」と、一日がかりである。親切で
良心的な対応を特に希望する。

市役所の窓口応対は、日々改善され、よくなっていると感じているが、マスク着用の職員が多く、話が聞きとりづらい。（風邪予防のた
めに着用しているのはわかるが、取っ付きにくい。）

これから年老いていくので、役所の窓口の対応は特に誰にでもわかりやすくお願います。
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「⑥市役所の窓口での説明や各種手続きがわかりやすくなっている」に関する意見
自由回答

もっと気軽に相談にのってもらえるサービスがほしい。ご近所のことをしたくても、直接行かないといけなかったり時間がとれないの
で、メールなどで対応もありなのでは。

役所の窓口の時間（支所等）８時からだともっと助かる。

市役所で各種手続きをする時、案内をしてくれる人がいるが、いきなり声をかけてきたので驚いた。人によっては案内を間違ってされ
たと聞いたので態度をもう少しよくしてほしい。

市役所が平日の５時までだから、平日に仕事している人は、行くことができないので、週１でもいいので、夜２１：００までやっている日
とか、日曜もやってほしい。

細かいことですが、二点あります。転入手続き時にごみの収集区分、収集日等の冊子をもらったが、収集区域が地区名で書いてある
のみだった。転入したばかりで、自分が住む地域の地区名が分からなかったため、収集日がいつかさっぱり分からなかった。住所上
の町名も並記すべきである。これをまとめると、分かっている者（市当局）が分かっている人（住民）に向けての案内のみをしていると
いうことである。分かっていない人の視点に立つことが欠如している。八戸市のごみ収集は、容器包装プラスチックが可燃ごみになっ
ている。このことを転入手続き時に市民課窓口職員に対し、容器包装リサイクル法違反でないかを問い合わせたところ、「分からない
ので、環境課に問い合わせてほしい。」との回答であった。当該職員に対し、パートかアルバイトかを質問したところ、正規の市の職員
という回答だった。（若い女性だった。）正規の職員であれば、上記の質問くらいには、回答できるべきである。

役所の帳票の記載要領は非常に判りにくい。

窓口のアルバイトの人でも質問に答えられるよう勉強してほしい。（簡単な質問でも上司にきいている）

最近の事で言えば、バス券発行の件でわざわざ市役所まで足を運ばなければいけないのが納得できません。近くの支所などでも充
分ではないでしょうか。

市役所の窓口の対応が、何年か前よりもずっと良くなったと聞いています。

市役所の受付時間が平日の８：１５～１７：００までで不便に思っています。特に八戸市は非正規で休みも不安定な仕事も多く、平日の
限られた時間に行くのは難しいことが多数あります。一部の書類や手続でもよいので１９：００までや土・日も受付をしてほしい。

数年前に、法律の事で相談に伺いました担当者の高飛車な態度、小バカにした説明等で、行かなければ良かったと心に残りました。
この様に、意地悪い職員の居ない場にする様、人材の育成に勤めて欲しいと思います。

市民の意見をとり入れる窓口を増やして下さい。住みよいまちづくりをお願いします。

役所に行って気になることは、４時３０分すぎにはゴミを出したり、ブラブラしている方がみられます。特に若い方。制服もないのでしょ
うか。役所にいて働く姿らしくない方も、見受けられます。高齢福祉課の方はもう少し年寄りにやさしく。

以前、市役所からの個人情報に関する書類に別人の住所が記入されていました。その旨を伝えると、後日、訂正された書類が郵送さ
れてきましたが、今度は宛先の住所に間違いがありました。人間ですから間違うことはありますが、個人情報の扱いは特に慎重で
あってほしいと思います。郵送料も税金です。気をつけていただきたい。

市役所の窓口の対応は全般的にとても良いと感じるが、保育園入園の手続で何度か市役所に行った際には、不親切な対応を私も私
の周囲の友人たちも受けたことがあり、改善して欲しい。（一部の方のみで、１人の方の対応が悪ければ、全体が悪いというイメージ
にもつながるのは残念です）入園の前に聞いた保育料が違ったり、入園できるとできないといった情報が聞く人によって異なることが
ありました。

市役所の部署により、不親切、不十分な説明をする職員がいて残念に思ったことがある。県外、市外から転居された方であれば、不
安に感じてしまうのでは。

窓口のワンストップ化を実現して欲しい。

何でも無料で相談できる所がほしい。今は、すべての事にお金が必要、解からない事があっても、聞けない。知り合いも少なく、年も
若くなくケイタイも使いこなせない。そんな人って結構居るんだと思う。役所でも、話を聞いてくれるらしいが予約だったり時間だったり
自分が理解できる様に話をしてほしいが、やはり無理なのかとあきらめるしかないのか。

毎月の法律相談は先着１０人だけです。困っている市民に対して、人数で切るのは不親切だと思う。別な相談日を設けて受付けてあ
げてもいいのでは。

官公署があちこちに離れていて非常に不便である。車を運転できない人達にとってはなるべく1ヵ所に行けばいろいろな手続きを済ま
せられるような状態が好ましいのでは。

「⑦圏域の中心都市として、近隣市町村との連携や交流が活発に行われている」に関する意見
自由回答

南郷と合併したのに、すべてにおいて南郷村時代と変わらないので都市計画を考えてほしい。

水道や消防、病院等を八戸市に頼らなければ立ちゆかない近隣市町村が、多くの事業で非協力的であると感じる。

階上町との合併を望む。

近隣市町村との交流などをもっと深めるべきだと思う。

自分に関係のない事については、第三者的な目で判断してしまうので（主観的に）「判断できない」の評価となりますが八戸市は、非
常に頑張っていると思っております。人口減少、高齢化を迎え、近隣市町村との連携・交流がますます重要になると思われます。自分
に出来る事から、お手伝い出来れば幸いと思っております
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「⑦圏域の中心都市として、近隣市町村との連携や交流が活発に行われている」に関する意見
自由回答

現実に「岩手県との越境合併」が出来るとは思ってないですが（手続的に青森県議会がＯＫしないでしょう）八戸市民としては「県」の
理解が得られていないのではと思う事が多々あり、いっそ「岩手県に」という声が少なからずあるような気がします。実際、どんなもの
か、「市」で研究会発足してみませんか。メリットもデメリットをあるでしょうし、それによって多少なりとも「青森県」の対応が変わってく
れればどっちでもＯＫなのでは。

個人的には是川Ｉ．Ｃが出来たので、ジャスコ下田が近くなって嬉しいです。圏域との連携を活性化するのに、近隣までの高速料金
クーポンとかあったら、遠出するきっかけになるかも。全世帯配布はムダでしょうから、抽選とか。当選したらそれだけでテンション上
がって出かけたくなりそう。

近隣市町村の連携（交流）は、市民病院へ他町村から来院しているのが大きいのでは。朝市その他では、いろんな特産物が販売され
ている。三社大祭、歴史的なものへ、たくさんの人が集まっている。

都会のまちを見習って良い所を取り入れ、将来さびれた町にしない様に開発してほしい。特に八戸駅周辺等。

県は、八戸市のことをどう思っているでしょうか。市民・企業は税金においても貢献しているはずです。しかし県は決して八戸に対しそ
の見返りを与えません。スケート場も市営です。美術舘は実現しないでしょう。水と油の津軽から離れ岩手になることは無理かもしれ
ませんが岩手県立美術舘と提携し片や美術鑑賞片や朝市種差等お互い更に活発に往来し補っていけないものでしょうか。盛岡に行
くと感じるのは「ああ、同じ南部なのだなあ」ということです。八戸にとってこれ以上「青森」という名の許に居て何の意味があるのか。
ニュース番組をみても新聞をみても考える今日この頃です。

八戸のお祭りのＰＲが少ないのか、他県は、知らない人が多いです。五所川原の立ちねぶたなどは、歴史が浅いのに、全国的に知れ
ています。どうすればこの違いがでるのでしょうか？

圏域に近隣市町村を重視しすぎて、八戸市民の負担のみが大きくなりすぎている傾向にあるのは、いかがか？？？

大雪の際の、適切な対応を、近隣市町村と連携してほしい。

自治体、交流まったく手続きが出ていない

まだまだ足りないと感じる。近場に三沢市といういい所があるのに活用しない。もっと友好的に協力し合うべきだと思う。

八戸市単独での取り組みは限界があります。最低でも三八での連携は必須ではないでしょうか？各自治体が、それぞれ無駄に運営
されている感があります。

八戸市を中心とした近隣（市）町との合併の推進を希望します。市長及び行政の強いリーダーシップを期待します。

国に財源が無い＝地方も、国からの補助金（交付金）をアテにしない。地方分権を全国にさきがけて発信できるくらいの事を期待す
る。盛岡市と連携して南部州（たとえば）を作るくらいの意欲を持って仕事してほしい。

「八戸市の都市計画」という冊子の中で、人口フレームについて平成３５年において２５万人を想定していますが、人口減少社会を迎
えて実現が困難になっていると思われます。都市の健全で秩序ある発展を図り、市街地の無秩序な拡大を防止することを目的として
「市街化区域」と「市街化調整区域」に線引きして４０年あまりたちます。その間、人口増加にあわせて順次市街化区域が拡大してきま
したが、その前提となる人口増加が今後見込めないとなると市街化調整区域の土地は今後も市街化区域への編入の見込みがなく、
土地活用を制限される状態が固定化してしまいます。この際、南郷区を含めた八戸市全体の都市計画を検討していただき、現在の
市街化調整区域の設定について縮小すべき区域はないのか再検討していただき、場合によっては、市街区域と市街化調整区域を区
分している、いわゆる「線引き」の廃止について県への働きかけをお願いしたいと思います。

八戸市は近隣町村との連携が必要であると思います。農業、漁業、工業、商業すべての産業において、近隣の町村ともっと交流・連
携を進めて、地域住民にも外からのお客さん（観光客、住移者）にも、活気のある町というピーアールが必要である。

近隣市町村との連携は物産や紹介程度のものではなく八戸市が存在していることの意義を相互に感じられるものでなくてはと思いま
す。

もっと一人一人が八戸を誇りに思って、他県からの訪問者にもっと丁寧に案内・行動を密にして、対応してあげられるように努力して
いくべきだと思います！八戸をもっと自慢していいと思います。

税金に関する意見
自由回答

税金の滞納を、支払っても、延々と元金の支払いにおいつかず、延滞金が、高いと思います。そもそも、まともに納税できるのであれ
ば、滞納はしません。子育ての負担と、国保税の高額な納税は、夫婦で働いてもおいつかず、滞納となってしまいます。そこに、高額
な延滞金がつき、ますます納税が、困難になります。市役所に相談に行っても、良心的な人もいますが、人によっては、淡々と差し押
さえの事ばかり、サラ金の取り立てなみに言って終わったり払わないと職場へ調査書を送るとおどされたりしました。税金の滞納が、
高額になった世帯が、滞納金を（元金）月々の支払いで減らす事は、できないのでしょうか？今まで、相談に行った結果、まとまったお
金を用意しない限り、元金はへらせないと言われました。

税金が高いので、低くしてほしい

国保税が高い。介護保険料も、税の徴収８０％台？未収が幾らあるか広報で知らせるべき、そして対策も、未収率も高い？

税金は無駄使せず、適切に使用してほしい。特に困っている人に対して。
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税金に関する意見
自由回答

Ｈ２６年分の住民税の計算に不備があった。また周辺でも同様な事例が見られた。適正額にて納付したものの、以後「還付金のお知
らせ」が届き、これも誤りで破棄をするよう市から言われた。還付金と称して市の不備を誤魔化しているのではないかという不信感を
その時持った。納税者として八戸市の対応は大変不安に思っている。同様な事例は他にもあるのではないですか？全市民に対し、こ
れまでの対応、今後の対策を説明すべきである。まちづくりの前に市民へ誠実な姿勢を示すべきだと思う。

私には税負担が重く、行政とは一線をひいた考え方をしている。公務員のための行政となっている（感じられる事）が当地八戸にもあ
ります。生涯賃金を考えてみて下さい。一般の市民は、１億８０００万～２億４０００万程なのに、公務員のそれは、約３億近くになって
いるのです。金額が同じぐらいという人は無知なる人。金額が同じでも、生涯の労働時間を考えてみなって。そうしたらきっと頷くと思う
よ

血税の箱物はいらない。いると考えるのは市長とその側近のみではないか。それよりも税金を少なくして住み続けやすい八戸にした
らどうだろうか。

税金のことですが（健保、介護、市民税）１期～８期までですが、このままで払って行くと、大へんです。だから、年金から引いてほしい
と思います。先日電話でたのみました。私は来年から年金払いですが、ほかのみんなも同じ考えの人もいるのでは、ないでしょうか。
誰でも、どの払い方をするのか選べるようになればいいなあと思いますが。たとえばの話です。年金、（２月－３７５００、１期－、４月－
３７５００、２期－、６月－３７５００、３期－、４期－、８月－３７５００、５期－、６期－、１２月－３７５００、７期－、８期－）→均等に引か
れるので安心します。（年）２２万５、０００だとします。多かったり少なかったりでどうせ払うのですからね。

固定資産税を下げろ。老後が厳しい。（家を建てる時、多額の税金を払っている。）

市議員の報酬を４割カットしてみたらどうか？（それでも使命感のある方はやるでしょうし）又は議員数を少なくしてもよいと思う。ふる
さと納税（寄付）制度もあってよい。

税金を安く。

税金も他県に比べると高いと思います。企業からの税金ではまかなえないと思います。

税金ばかり高くて低所得者は本当に大変。公務員しか潤っていない。役所の人間と仕事してもえらそうな態度の人が多すぎる。金ば
かり多くもらって底辺の人間を見下してるようにしか見えない。若い人は礼儀正しいが年齢が高い人ほど役所の人間は態度がでか
い。

議員の不正蓄財が出来ないような条例を作り、税のムダ使いをなくしてほしい（使い道の透明性を望む）

有効に予算が使われることが大切。その年度決算では無駄があっても使い切ってしまわなければ次年度の予算が使えないという考
えでは無駄が生じる。本当に必要なものをという予算の使い方を望む。除雪対策では平成２４年の大雪では国道のみ重視で、生活道
路の遅れが目立った。情熱ある公務員を望んでいるが、組織重視ことなかれ主義ばかりでは税金のむだ使いとしか言いようがない。
選挙についても組織票ばかりで嫌気がさしてしまう。民主主義とは名ばかりでおのれが大事になってはいないだろうか。新しい風を期
待している。あまりにも民間との常識が違いすぎるのではないか。市議会でも成果のない市議は考えを正さなければならないと思う。
人格者をもっと登用すべきである。

税金の無駄遣いをしないようにして下さい。

市民税を安くしてほしい。

八戸市の税金等の運営について。一般家庭では、この不景気の中で、日々、節約をして生活している状況です。行政も一つの家庭
のような意識を持ち、目に見えての経費削減に努めて、いだだけたらと思っています。

住民税が高いわりに、市のサービスが充実していない。新築を建てる際の助成金などあれば、八戸に居住する家庭が増え、人口増
加になるのではないでしょうか？

税金が高い。水道代が高い。

税金が高い。公共事業の優先度が不透明。

市民税が高いです。

公務員の所得と民間の所得の差が大き過ぎる。公務員の所得が現状維持ならば、退職金は、なくすべきである。故に民間は、消費
を、控えるのである。都会と肩を無理に並べようとしないで、この街は、１０００年後もこのままなのだから、せめて税金を下げ、つつま
しくやって欲しい。公務員の所得を下げなさい。誰でも出来る仕事なのだから。※どんどん人口流出は進みますよ。私も、この街がキ
ライです。

税金が高いわりには、何一つ町づくりに活かされていないと思う。

人材に関する意見
自由回答

指導者の育成に力を入れてほしい。

魅力的な大人がいないと子どもは育成されないので、組織的に取り組んでほしい。

個人の力を充分発揮できるような町作りに。

新しい人材の活用。

若い人だけでなく中高年が中途から働ける場が多ければと願いたい。

市職を増加し、市民サービスを強化すべきです。何でも地域にたよる時代ではないように思う。行政と一体となって町づくりをしたいの
だが、高齢化と年金低下で動けなくなってきた。

市職員の増加を図るべきでないか、「隗より始めよ」だ。苦しい時ほど定員の削減はやめるべきだ。削減は能力のない人間がやること
だと思う。町内の側溝が砂などでうまって困っていた（今までは班の力で処理できた）。それが市の方々が来て処理してくれた（市民に
見える働きサービス）。大変ありがたいことです。
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人材に関する意見
自由回答

もっと若い人にチャンスを！！若い人の意見も聞くべきです。

うるさく言ってくる人の意見だけでなく、なかなか言ってこない人の思いや意見もくみとって市政に反映できるような市であってほしい。
地域によって問題・課題は様々で異なると思うので、的確な対応（解決）ができるようにしてほしい。

八戸市の行政担当者の皆さんが、県内他市町村よりは、頑張って取り組んでいるとは思っています。ただ個人の資質の問題かもしれ
ませんけど、上から目線のお役人気質がぬけない人が多数いることは残念です。

無駄がいっぱいあると思います。市会議員の定数を減らしても良いと思います。

自治体は、市民に対して（良い事、悪い事）、社会の仕組をきちっと教えてほしいと思う。市民は、権利ばかりを主張し、成すべき義務
を果たす事をしない人達が多くなって来たと思う。子育てにしても。学校教育の中でも、親として、すべき事までも、人まかせにしてい
るのではないでしょうか。よりよい町づくりをするには、まず、人づくりからだと思うのですが？

相手の事を考えたおもいやりのある人材を市役所にも採用したらどうか？

高齢者福祉にあたる人材を育成して欲しい（将来的展望）

今後は若い人を特に有効に活用してほしい。

市役所職員の負担が大きすぎる。それを市民が理解してる？

市の運営やまちづくりを市職員が全員本気で職務にあたり、より良い八戸市を目指していただけるのなら結構であります。無駄な議
員など無くして、別の決定機関をつくって、コンパクトな市の運営を目指して欲しい。

市役所の若い職員の更なる意欲向上策として、他県自治体の研修を実施してはどうか。予め、テーマを決めておく。仕事のやり方は
ベテランから習い、改革を意識する精神を醸成する環境が必要です。

まちづくりを自分たちが主体性をもって取り組むことだとしている政策推進課の方がどのくらいいらっしゃるでしょうか？

給料が高いとか安いとかはどうでもいいが、役人にわけがわからない手当がつきすぎてる（冬は灯油代とか、同じ市内に数時間の立
合いで出張手当等）

市長及び職員に物の申す。市庁舎内だけでの仕事でしたら職員の数が多すぎる。市民の税金で働かせてもらっていると云う気持忘
れず市民に対応してほしい。特に自然災害時は庁舎内で電話応対だけではなく職員１人１人現場に出て現況を見て市民１人１人に
対応をするのが仕事だと思う。市民のクレーム等にその時だけの対応で後は全々良くなっていません。このアンケートの後は、職員
は市民の為に身を粉にして働いて下さい。

公務員のための行政であってはなりません。公務員は全体の奉仕者であって一部（私はこれを自分＝公務員と解す）の奉仕者であっ
てはならない。その心得が欠如している。

若年者の行政に対する理解を深めるため尽力をお願します

寄付金等で得た金が不明である。

八戸市の将来構想が国会議員、県会議員含め伝わって来ない。特にではないが市会議員等は定年制・年代別比率を設ける。これは
若い人の考え（含女性）を反映させ将来の街作りをたくす為。弘前市役所の採用がＴＶで見たが、面白い。採用方法（職員）は不詳だ
が、学歴だけに把われず、専問知識を持った人、やる気のある人、その道のプロフェッショナル等、各分野で才能が豊かな人を求め、
配置すれば、いいかなと思う。その為には採用担当部署の方針（トップは市長）を変えて推進して街作りに貢献して頂きたい。選挙で
選ばれた人は偉い（？）ある他県の議員の様に、又、各地方でもニュースになっているが、当選後、その人達を監視する独立した機関
を設ける。全てに「何のために…」の設問をする。等々。

私の住む地域は、少子高齢化の進行と相俟って、年々人口が減少し、あと十年もすれば俗に言われている限界集落に近い様相を呈
するだろうと考えられます。市街化調整区域の壁があり、人口増加は見込まれず町内会や各種団体の運営も旧態依然とした運営が
なされ、時代の変化や住民のニーズに応えられていない面が多々あり、魅力ある地域とは言いがたい状況です。今後、若い人で強
力なリーダーシップを発揮してくれる人が出てきてくれれば、もっと良い地域になると思います。

市職員のパートと正職員の比率が気になります。待遇に格差があるのではないか。（ボーナス支給なし）若い人の採用を増すべきだ。
そうしないと、現在の公立小中高の年令の断層が生じて、運営に支障が生じているように、八戸市も早晩そうなるのではないかと思
う。結果として市民サービスの低下となるのではないか。

八戸市の市議会議員の人数が多いと思います。定員削減を考えてはどうかと思います。

市会議員の人数を減らしてほしい。市役所職員は税金を貰っている自覚を持ちボランティア精神を始めから（採用される時から）持っ
て、職務に当ってほしい（そういう人を採用する）

役所の人や市議会の人たちは給料をへらして市民がもらっている分で生活してみるべき！！議員も減らし、給料も減らせば、市のた
めになって、八戸ももう少しよくなるのでは！？今の現状はいくら選挙して誰が当選しても何も変わらないし、同じである！！それな
ら、選挙も市長も市議、県議もいなくていい！！自分たちのことしか考えていない！！

市会議員の数が多い。

東日本大震災の時、その場所に住んで居ないという理由で一円の見舞金も出なかった。少しばかりの小遣い稼ぎが津波で水没し、
全てを失った。こんな事って納得出来ずに腹が立つ。それ以来八戸なんて、どうにでもなればと無感心になった。ただ生きているだ
け。その点、公務員はいいよね！役所の人間も、プロ意識をもって仕事をして欲しい。やっている仕事に対する知識がない。市会議員
の毎日の手当が高すぎる。人数もカット（多すぎ）、考えて下さい。若いやる気と頭の良い発想力のある人を望む
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人材に関する意見
自由回答

市の職員さんは、外部の人へ声掛けしてくれない。あいさつは基本です。八戸市は好きな町です。もっともっと良くなる様に共にガン
バロー！！

地域の（サービンセンター、支所）の仕事量に対して人員が多すぎるのでないか。一般会社などでは通用しません。公務員のおごりで
はないのですか。

県と市のありかたについて

自由回答

八戸は２４万人口というだけに津軽、南部と比較すると県の施設が一つもない事が非常に残念に思う。なんでも津軽の方に持ってい
かれる。こうなると統一選挙も考えよう。１つ位はあってもよさそうなものに中核都市になったら増々ひどくなる事でしょう。行政の方々
も奮起して頑張ってほしい。皆々様も前向きな姿で頑張ってほしいです。我々一般も頑張ります。八戸発展のためよろしくお願い申し
上げます。

県民として同じ税金を払っているのに県民という権限さえないというのも良く言われること。いつになれば県も重い重い腰を上げてくれ
るのでしょうか？

今の市長さんはがんばっていると思います。昔から県の八戸市への対応は不満に思っています。何でなのでしょうね。

国や県に対する市長の要望姿勢は素晴らしいと思っている。特に県に対する態度は立派である。今後共、今の気持を忘れず頑張っ
て預きたい。

八戸の取り組みは、広報などで見て、よくがんばっていると思いますが、県知事によって邪魔されていると感じることもあります。

何故八戸に「県立」がないのか？八戸の発展が進まないのはこの要因も大きい。県知事が（やっと南部から出たのに）ＴＶのパフォー
マンスは「食」のＰＲだけで残念。八戸市長は頑張っている様だが、未だ物足りない。

コンパクトシティについて

自由回答

コンパクトシティの充実化（公共施設の統廃合スリム化の実施）

八戸市は人口２０万人位のコンパクトな、これ以上無理に膨張してほしくないです。バランスを損なわぬように、適正な「小さな」スモー
ルな経済や政治を行ってほしいです。

公共、公益施設に（新設だけでも）支所を併設してほしい。

コンパクトな街づくりが必要。そもそも、新たな住宅地を開発しすぎたように思います。

コンパクトシティ形成への、都市計画の見直し。ゾーンプランニングの再検討し良質な住、生活環境整備。不必要な公共施設の廃止
と有効活用化、民活化・インフラの長寿命化と低ランニングコスト化。北奥羽の拠点化構想の早期策定。

今後の超高齢化・人口減少社会に向け、コンパクトで効率的なまちづくりを目指すべきであり、そのためには規制強化やサービス廃
止等も含む思い切った施策が必要と考えます。

コンパクト・シティを目指しているとしたら、その未来予想図はどんなものでしょうか。「広報」などで説明してほしいと思います。

市街地を外へ拡大させるやり方は少子高齢化社会には適さないのではないか。（例えば白山台ニュータウンのようなやり方）八戸の
市街地をコンパクトにまとめ、近い範囲（地域）内において住宅・買い物・病院などのニーズにこたえられるようにしてほしい。
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（２）教育・文化・スポーツ・国際化・男女共同参画に関する分野
「①子どもたちが確かな学力と、知･徳･体の調和のとれた力を身につけている」に関する意見

自由回答

まわりのお母さん方が、今の教育現場はだめだ、ひどい、という話をしてました。私の時代は、先生が絶対で、子供の数も多かったの
に、（土曜も半ドンでした）部活まで熱心に指導して下さる先生方がほとんどでした。朝も受験生には補習をやってくれて、それも余裕
をもってです。親もすぐ学校にクレームを入れ、先生方はしっかり確認もせずその生徒に指導室で密室状態で叩いたりけったり。校長
と学担、担任との連携がとれてなく、生徒の前で“私にどうしろっていうんですか？”と自分の評価しか気にしない担任。やる事も手あ
まし状態なのでしょうが、子供達が本当にかわいそうです。相談してもとりあってくれず、校長室にどなりこんだ親のいうことだけ、まか
り通ってしまう始末。教育委員会がこわいのでしょうか。子供達のことを第１に考えてくれる教師を採用してほしいです。本当に今の教
育現場（特に公立）ひどいですよ！

小・中学校の少人数化によって選べる部活がかなり少ない。子どもの得意な分野を伸ばしてあげたいができない。入りたくもない、や
りたくもない活動を強制的にやらされている感じである。他の学区に引っこしもできない。そこで、他学校の児童・生徒を受け入れて活
動できるような部活動体制はできないものか。

今の、学校生（高校）の女の子たちの、服装や髪形をちゃんとさせて下さい。長い髪はきちんと結ぶとか親のすねをかじっているの
で。今子供のいじめもなんとかしないと、自殺をする子が増えます。スマートホンの使い方を気をつけるかラインを使うのを禁止するか
しないと、いじめも犯罪の１つとして、考えて下さい。

学力云々の前に人間たる人をつくれ。又そのように努めるべきである。なぜに長岡市から、立派な人材が輩出されているのか、わか
れって！文明の進化は、進化で結構。しかし、何はともあれ、人間は、文明の利器に“魂”を売ってはならないのです。文明は、人間と
しての前提条件あってのことなのです。

平常から、自ら努力しない人間を基本的人格のもとに全て守ろうというのには、疑問あり。因果応報あり。権利を主張する前に義務を
果たさせる教育をすべし。点数主義に走るよりは、人間形成に重きをおくべし。

若い人逹が子供をもつと本当に、働くのに大変です。保育園に入れるのも制限あり入れません。なぜでしょうか？新しい時代が来て
いるのに、決まりばかりで困ります。年寄りが多い今これからの子逹のために変えて下さい。

全国的な傾向だと思うが、教育のところでなんでもかんでも学校におんぶにだっこの様な気がする。親がやるべき事をもっときちんと
やってもらいたい。そのような研修会をもっと増やした方が良い。

全国テストを行った時、県内別、地域別、学校別、個人別などの順位を、個別に教えてほしいです。あと、スポーツテストも。個人の点
数と、全国平均が、分かっても、それだけでは、全く参考には、ならないので。

３才からの、英語を学ぶ環境を、整えるべき。

子どもの肥満解消にマラソンなど各種スポーツが重要であるが、八戸にはマラソンや陸上をやるクラブがない。（月１～２回の八戸ク
ラブのみ）もったいない。環境があれば伸びる子がいるはずです。

子供の教育では、他県では土曜日の授業をしている所もあるとテレビで報道していたので、八戸市でも取り入れてほしいと思う。親の
経済的な事情で学力に差がないように土曜日の授業をする事を検討してほしい。全国にもっと八戸市のすばらしい歴史、文化をア
ピールしてほしいと思う。

子供、特に小学校・中学でのスポーツの指導者不足は痛感する。津軽地方では、積極的に幼少期から、スポーツの指導を受けてお
り、中学までの実力は県南地方はスケートを除けばお粗末である。もう少し教育者以外からの協力を得て行うべきである。

「子どもをどのように育てていくか」という課題のもとで、今後子どもが八戸で、又他県に出てからも生き生きと生活、活躍できる存在に
なるよう養育、教育していく必要があると考える。

近事件となった事象について、命とは何か？自然とは？人の価値とは？何を目標に生かされるべきか？等原理、原則、法則、を教
える必要があると思います。今は己が中心で世が動いている程の考えが強い時代なのかと思います。

小、中学校で知、徳、体の教育、特に道徳を市独特の教育として教育してもらいたい。挨拶しても返って来ない、中学、特に高校生が
多い、自由をはきちがい人の目のある場所でも未成年行べきでない行為を平気で行う。モーテルから出たカップルを二、三度見た事
がある。教育委員会、学校関係者厳しく指導するべき、大和魂、大和撫子の日本人の精神が嘆いている事だろう

上記の項目はいずれも大切です。将来の八戸を担うのは子どもたちです。子どもたちが確かな学力を身につけ、スポーツで体を鍛
え、芸術・文化に親しむことにより豊かな心を培い、国際理解を深めることにより、豊かな国際人となります。そのためにも子どもたち
を取り巻く環境を整えてほしい。それが引いては住みよい八戸につながると思います。

子供たちの学力がはたして全国に通じるレベルなのか心配。先生により指導力がばらつきもあるように思える。特に心配で、力を入
れて欲しい。心の教育、道徳などは大丈夫なのか。 近は部活でもなんでも親に協力を求めるのはわかるが、実際仕事も簡単に休
めないし、子供たちの自力心や、校外でのチームワーク等、本人たちに任かせることも必要ではないのか。

子や孫達を見ていて便利もいいが、不便も感じなさいと教えている。電気が止まればごはんも、他の物も作れない。じゃーどうする？
食事はガスでごはんを炊く。ガスでみそ汁、おかずを作る。ローソク、電灯で灯をつける。手で洗濯をする。反射式ストーブで暖をとる。
ガスのお湯でペットボトル１ℓ、２ℓにお湯を入れ、コタツに入れて暖をとる。３．１１の災害時、我家はガスで大変助かりました。

これから高齢者がどんどん増えます。小さい時から小学校位かな。福祉教育を積極的にとり入れることで、高齢者や障害者にやさし
いまちづくり（ソフト面で）につながるのではないでしょうか。年をとっても、障害を有しても住みやすいまち。八戸に住みたい！と思える
子育て支援策の目玉があれば若い世代の人口増を期待できるのではないでしょうか。高齢者だけが増え、若者が減っていくのは、さ
びしいです。

食を大切にする教育をしてほしいです。

それなりに頑張っていると思うが、学校スポーツについては指導者がとても不足していると思う。施設が少ない。
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「①子どもたちが確かな学力と、知･徳･体の調和のとれた力を身につけている」に関する意見
自由回答

子供達の教育に力を入れてほしい。

母子家庭、父子家庭が増加している中、親に教育する機会や時間がない。もっと教育には道徳の時間を増やして欲しい。親になって
からでは、遅い！

小・中・高校の先生に余裕がないように思います。生徒との関わり以上に事務的な仕事が増えていると聞きます。予算的な事もある
のでしょうが、若くてやる気のある先生を採用して、子供らと密に接していただけたら、いろいろな面で、充実した教育になるのではな
いでしょうか。「はっち」の使い方がもったいない。もっと充実させて欲しい。市内に美術館を造って欲しい。

社会に出て実際に生きる教育をして欲しい。私自身義務教育期間は今でもムダだと感じる所が多々ある。勉強をすることが目的では
なく、その子が将来何に興味があって、どういう生き方をしたいのか。それに沿った勉強ができる地域となれるとまた、八戸市の魅力
が増えると思う。

生徒達は、行事ある時は、いつも弁当持参している。手作り弁当の日（年に３回）の意味なし。給食センターは、年に何日稼動してい
る？もっと活用すべき。

義務教育が９年間ある割には、学識力が身についていない成人が増えています。９年間を有効に活用して、確実に学力や知識を身
につけさせて欲しいと思います。身につくのが遅い児童も居ると思いますが、すべての子が平等に義務教育内の教育が身につく様
に、色々工夫し、対策を立案し、実行して欲しいと思います。

八戸市は学力は充分であると感じてますが、これを生かすマナーや、心の幼なさを、感じます。

まちづくりも大切ですが、八戸市に今一番必要なのは人づくりではないでしょうか。学校は勉強するところ（教える）家庭は心を育てる
ところ。これらの事がなされていればきっと良いまちが出来ると思います。役に立たなくてすみません。市長さんよくがんばってると
思っています。（よくわからないのに適当に○をつけられませんので）

先人達が苦労し後世に伝えたい一心で築き上げて頂いた「道徳」「思いやり」を生涯忘れず常に「和」の心」「感謝の心」、そして、「協
調性」を持ち続け、常に明るく物事に対して「感性」の心を持つこと。上記の事項を市民１人１人が持つことが出来れば、第１次産業
（農・林水産業）初め他の産業も活発になり、市全体も潤う事が出来れば、今以上に、明るく、元気で仲良く、住みよい八戸市、未来へ
向って、夢がふくらむ八戸市になると思います。身近な人、となり近所の人とのつながり一声運動を常に忘れず、挨拶でも、おしゃべ
り、脳み事でも気軽に声を掛け合うことこそ、今こそ、社会が転換期を迎える時だからこそ、非常に重要な事ではないでしょうか？「特
に老人、１日暮しの人」「子供に対しても大人が「積極的」におはようだとかさようならと気軽に声をかけることにより子供達も、その１日
が明るく元気に学校へ登下校できるものと信じます。まず社会経験豊富な大人が手本を見せることが大切だと思います。「まず小さく
出来ることから初めましょう！」

教育等、子供たち（生活水準の高い低い関係なく）平等に楽しく文化ある教育を受けられたら、もっと子供たちの心も輝いていくのでは
ないかと思う。

教育にお金がかかりすぎる。格差がでてきていると思われる。

教育にお金がかかりすぎていることを深刻に受けとめ改善をしていただきたい。市内の施設の老朽化が目立つ。遠足等で出かける
際にも、屋内施設がなく、困ること多い。

子供優先それも小学、中学高校と彼らが進んで参加出来る企画を教育委員会は実施するべきです。しらけた若いお母さん達では良
い子供環境とはいえないと思います。

教育の中では、何でも体罰といって、先生方がやりにくいのでは。時には、手を挙げる時があってもいいと思います。

子供には、徳・体をもっと身につけてほしい。学校での教育でももっと、その面に力を入れてほしい。

教育現場でも支援の必要な子が沢山増えてきているので、現在の教師の、理解と質を高めるための研修、また、支援員などの増員
を望みます。これから、八戸を支える子どもたちが、八戸を好きになり、地元で頑張ってくれるような、子どもを大切にする街づくりをし
ていただきたいと思います。いろいろな活動はなされているのでしょうが、特定の方々が参画することが多く、広く市民に周知された
り、関わるようなことは少ないのではないでしょうか。

文化・スポーツ面、（特に学校関係）学校の枠を越えた、いわゆる部活ではなく外部団体、サークルを重視し、活動場所と指導者の保
障を！

高校まで道徳を学ばせたほうがよい。先生がしっかりしていない、注意するところをしない。ストレスたまる。ネット社会なので人間関
係やいじめで苦しんでいる人が予想以上多いのでなにかをするべきだ。先生が役に立たない、生徒の親が文句を言ってくるのではな
いかと甘すぎる、自分の役職を守っている。みんながもっと快適に集中して学べる環境を作るべきだ。

小、中、高に外国語助手を増やして、言語から生活文化や、物の考え方、思考方法、職業人としてのあり方等広く学べる様な授業時
間を増やす事が必要と思う。

湊中学校では、青潮小学校にある部活がないため、違う中学に行かざるを得なくなっている。大人の都合ではなく、子供たちが望む
物事がその地域にあるように、早急に整えて欲しい。これでは、地域のスポーツの発展は難しく、知・徳・体の調和など話できる環境
にない。

学校に配属されている、ＡＬＴの先生方が、センターなどで、英語を教えてくれることはできないのかな？学校に入っていない小さい子
でも、大人でも、英語に興味ある人が、学べたらうれしいですが、定期的に、そして、安く、近所をＡＬＴの方かな？というような人がよく
歩いているので、交流をもてたら。

学校支援ボランティアに参加していますが、もっと地域の子供のために参加してくれるよう望みます。

体罰の判断基準が厳しすぎである。また、本当に「どのようなときも」体罰はいけないことなのだろうか。刃物で同級生を傷つけた生徒
に痛みを教えるため、たたく指導をした校長が解雇された等の報道を見る度疑問に思えてならない。
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「①子どもたちが確かな学力と、知･徳･体の調和のとれた力を身につけている」に関する意見
自由回答

１０代～２０代が遊べる施設が全くと言ってもいいほど無い。今後八戸の中心になって活躍するであろう若者が県外に行ってしまえば
発展していかないと思います。医療に関しては充実していても子育て、少子化問題には不安があるのでもっと若者が安心して暮らし
ていける町にして欲しい。

教育＝高等教育＝大学のレベルが低すぎ、一般的な大学教育を受けようと思えば仙台～関東圏に行かねばならず、家計に対する
負担が多すぎる。優秀な学生が進学する時に援助し、地元へ帰って来ても働ける場をふやしてやりたい。

中学校、高校時代から八戸のまちづくりに話合える時間が必要で、行政を勉強して欲しい。

就学前児童への教育の充実。子どもの貧困対策。

小学校の英語教育の実態を知る機会が欲しいです。

徳と体を教育で押しつけてはいけない。

小、中学、大都会の私立みたいな学校があると良いのですが、今さらうちの子達は、大きくなりましたので、仕方ないですが、公立も
悪くはないのですが、語学、音楽、美術など、教育学部卒業者でなく、専問の大学を卒業した教職者の受け入れがあれば良いのです
が、これも無理ですね。大きなコンサートホールがほしいですが、これも予算もないし無理ですね。やっぱり、東京方面に行くしかあり
ませんね。

この分野は全てに力を入れるべきだと思う。でも今までと同じでは意味がなく、かなりのレベルアップが必要。八戸にすばらしい特色を
この分野で広げていけば、人口の流出も防ぐことができ、生きやすい地域になるはず。

「公立高校」の中レベル程度の学力の子供たちの為の「普通科」を増やして頂きたいと思います。

教育に関しては、 近子供達は素直な子が多くなってきていると感じています。親が家庭において、子に対して、どんな教育をするの
か、暴力を使っていると、その子も他人に暴力を使っても、いいと思ってしまうのではないのか、いじめをしてもかまわない。又いじめと
は何かも分かっていない。親が子を教育しない、教師まかせが多いのでは。何か不利があると学校側に責任を負わせる。昔とは全く
違う学校になっていて、現在は教師をやるべきではないという事も聞かれる。

人口から考えると教育的な分野で遅れがある様な気がする。施設面もそうだが、学校教育にもう少し力を入れた方が良いと思うのだ
が。老人の為の活動は、充実していると思うが子どもの為の活動が少ない。

八戸だけではないけれど、年寄りばかりに手厚く、子どもの予算が少なすぎる！学習支援ボランティアとして八年活動しているが、学
校は人手が足りない！親の意向によりかなりスゴイ情緒障害の児童も地域の学校の特別支援学級に来ている為、毎日が戦争状態。
専門の知識がある先生もいないので担任にあたった先生は本当に気の毒。普通のクラスにも必ず何人かはあやしい子が混じってい
る。算数のＴ．Ｔも数が足りない為機能してない。地域や親の意識の違いで子どもの学力はすぐに差がでるし、新聞にもあった通り不
登校手前で自分のクラスではなく、パソコン室や図書室等を転々としている子もいる。特別支援学級は児童が８人までだと担任は１人
等現場にあわない規定は臨機応変に対応するべき。秋田は実際に結果がでている。優秀な人材の育成なくして発展は無い！

２５才の時、岩手から八戸に来て一番感じたのは、教育に関して無感心な人が多いという事でした。それから４７年、少しずつ変ってき
たように、見受けられます。やはりその街が発展するのも、根本的にはよい環境で子育てをし、しっかりと教育をする事につきるのか
な。

文武両道とすれば良いが、まずはモラルある人間を作っていく教育が必要

国の将来のため、子供の教育は、一番大事。「保育園・幼稚園は、無料です」ぐらいの事は、してほしい。財源？港地区にハコモノ作
る金があったら、子供の教育にまわすべきだ！！

近は子供達が事件や、事故に巻き込まれる事が多く心が痛みます。でも、それは親や回りの大人が子育ての時期に児童心理を考
えずに子育てしてきた為の結果ではないかと思います。学生の服装の乱れや、道徳等、子供達に教育するのと同時に親にも教育す
る必要があるのではないでしょうか？学校の先生方も次から次と問題ばかりおきるので勉強どころではなく大変だと思います。八戸
の子には素直でのびのびと勉強もスポーツも文化ものびて行ってほしいです。

子供達が住みやすい、そしてイキイキと生活できる事が大切。八戸市民である特典をもっとつけたほうが良い。

何に関しても「中の下」意識が強いのが八戸という印象。地元職など日本の標準またはそれ以上を目指していく意識をもつ教育が必
要だと思う。八戸がもっと良いまちになるには、そこからが大切だと考える。

「②大学等と行政が連携したまちづくりが行われている」に関する意見
自由回答

八戸市内に国公立の大学の創設。できれば総合大学が望ましいが、単科大学でもよい。少子化への対応、魅力あふれる知的な八戸
の町づくりのため。

各分野との連携は必要、大学や企業及び都市計画の専門家等の意見、そして市民の考え方。しかし市民の声や地元商店街には自
分勝手なところも。

教育は特に重要だと思います。今ある大学のレベルを上げること。八戸工業高等専門学校をもっと活かした政策を取り入れた方が良
いと思います。新しく、医療系の大学を新設し八戸の優秀な人材を県外に少しでも出さない工夫が必要だと思います。

大学の学長や教授が目立ちすぎ。学生がもっと前面に出てこなければ面白くはならない。例）Ｙｏｓａｋｏｉソーランは北大生と企業とで
作られた一大イベント。

公立大学の創設

学校により人数が極端に違いすぎる。これは住みよい町づくりができていないため、「住みやすいところ」に集中するためであると思
う。まずは開発を万遍なく実施してほしい。
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「②大学等と行政が連携したまちづくりが行われている」に関する意見
自由回答

八戸には、大学、専門学校が少ないように感じる。（青森県全体にも言えると思う）これからは就職難でもあるため、大学に色々なコー
スや、専門学校をふやすなどしていっても良いと思う。

公立、国立の大学がないので、進学の選択が市外、県外になってしまい、人材が流出してしまっているのではないか。（高専では大学
の代わりにならない）文化、産業、福祉、必要な事は山積みだろうが、あまり、多方面に手をつけてしまうと、どれも中途半端で終わっ
てしまうのでは。

公立大学の設置を望む

東北大より岩手医大との連携を強くすべきである。新幹線があるとはいえ、仙台までとばされるのは経済的な負担が大きい。とばすな
ら市が交通費を補助するくらいでなければ、連携の効果は少ない。

教育に関する審議会について、他の審議会は、話し合うテーマについて公表し、公聴の機会がある。しかし、教育委員会関係は常に
当日までテーマが状せられている。教育委員会が市議会につながっていないことが問題であるが、全国的に問題視されている「教育
委員会関係の組織」を市は率先して改革し、風通しの良い、開かれたものにしていかなければならないのではないか。

八戸にも公立の大学が出来ると良いと思う。

息子が、関東地方の大学に進学しており、八戸地方にも、もっと魅力ある、大学が増えると、大学卒業後、そのまま地元で、就職でき
ると思う。

大学が少ない。（医学系の大学が必要）

情報発進力のある人を前面に出し、様々なＰＲ活動をしてほしい。優秀な人材を各分野で育てて八戸に貢献できるよう学生とのコミュ
ニケーションをはかっていくと良いと思う。

連携については、八戸大学や工業大学などの活躍がよく新聞などで取り沙汰されているが、市との連携はあまりきかないので、もっと
連携してもよいのではないかと思う。

八戸には、大きな大学があるわけではないので、大学と、というよりは、大学をまきこんだ、地域・生涯学習施設（公民館・図書館な
ど）との連携が大切だと思う。

高等教育施設がほとんどないことが残念です。八戸の若者が地元で（大学などで）勉強できる環境をもっと整備していただきたい

市民の教育はもっと必要でしょう。他県に住んだ事があれば、八戸市も他の県内市町村同様に排他的で保守的かつ、利己的な印象
を受けます。官民学の連携もによる資源の活用と学力ベースのボトムアップは必須と考えます。もっと八戸市以外の４年制大学の力
を借りても良いのではないでしょうか？

以前ＰＴＡで行政とのやりとりに参加させていただいた時にも、現場を分かっていない行政と現場に細やかな目配りが出来ない現場と
の格差を感じました。大学連携のまちづくりも公民館の各種講座も良いものが行われているのでしょうが狭い部分にとどまっており市
民への周知にはほど遠いものと思われます。

「③公民館活動や各種講座により、生涯を通じて学び続ける機会が充実している」に関する意見
自由回答

無人の公民館（分館）も、定期的に掃除してほしい。しばらく使用されていないのと、使用者のマナーが悪いため、すごく汚い。

公民館の活動は、大人メインになっているものが、ほとんどですが、夜、子供が参加できる、英語教室だったり、華道などを安く、でき
る行事が、あるといいです。八戸市は、階上町や、おいらせ町に比べると、予算や人員確保に大変なのかもしれませんが、格安だっ
たり無料の、体験教室が、少ないと思います。

どこでどのような講座があるかわからない。そして入りずらい。子どもが遊びながら学べる場が少なく、あって行っても駐車場（街中
は）が高い。

老若男女がもっと学べる場を多く作って欲しい。

活動内容は各公民館により様々で取り組みに温度差があるような。

行われている事の内容が対象者よりではなく、とりあえずやらなきゃならないから行うと言った印象がつよいです

高齢者の方に、趣味を持ってもらい活動的になってもらうことで、健康維持、経済活動、地域ならではの文化の継承に良い影響があ
ると考えます。

公会堂を早く新築してほしい。

市民活動の場所が整備されていない。

公民館の利用は年齢的に高齢の方が多い様に思われますが、幼児～学生迄の広告、お知らせ宣伝が必要です。

生涯学習にしろ、市民スポーツ教室にしろ、時間とか、場所の設定等が、公務員、会社員など、土日祝日等休日の人達限定のような
物ばかりに思える。また、そういう事を考え企画する人達も、公務員の方々が提案するのだから仕方ないが、サービス業に従事してて
いる人達にもそういう機会が平等に与えてもらえる様になれば、と思います。

市民大学の講演は非常に楽しみです。

文化の分野で、公会堂、公会堂文化ホールを利用する際の規制を緩和して欲しい。会場申込みを１年前にして欲しい。（今は１０ヶ
月。）年間に利用する頻度の多い団体を優遇して欲しい。（同日になると毎回くじ引きなので。）指定管理制度とはいうが、（市の健康
課主催の「健康まつり」もくじ引きだと聞いている。矛盾していると感じている。→県、市主催の行事は優先して会場確保しているが）
指定管理者は決定できないと言う。権限はどこが持っているのか、市で検討して欲しい。

もっとたくさん各種講座を増やすべきだと思います。有料じゃなく。色々な企業と協力して、講座を増やしていくのは出来ないでしょう
か。
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「③公民館活動や各種講座により、生涯を通じて学び続ける機会が充実している」に関する意見
自由回答

各公民館、一部の人達には活用され、活発化に思えるが（月～土）日曜日（祭日）の活用が、不十分。もっと多くの人達にオープンで、
使えるようにして欲しい。公民館の職員も日（祭日）にも出勤させて欲しい。

是川公民館の建て替えについて。公民館を利用しているのは、団地に住む人がほとんどある。現在ある場所だと、車がないと高齢に
なる程、大変である。聞くところによると、旧是川と団地で網引きをしている感じがする。長者、吹上、根岸、等々の公民館には、たくさ
んの講座と人が集まっている。やはり立地にも大きな比重があると思います。英断を望む！！

大きなイベントをする会場が市民会館のみという事でいつも不便さを感じています。又、市民合唱祭に参加する度に思うのですが、使
い勝手の悪さ（控え室とリハーサル室、ステージ間を上ったり下りたり等）老人人口の多い中、大変な労力がいります。改良をお願い
します。（エレベーター設置等）

公民館活動などについて。公民館主催の講座が、魅力的な内容ではないと思う。他地区の公民館の講座内容も知りたい。

人口減少が今後 大の取組と考える。公共施設特に公民館は、役割を明確にすべきだ。

公民館の活動が平日に多く、土・日が少ない。夜の部もあれば参加できるのだが。

充実していると思うが、参加したくても、子供がいるとできなかったりする。スポーツなどに関する情報が足りない気がする。

公民館活動費は高い。

各公民館の講座をネットで調べようとしたら、全公民館の講座が白紙状態であった。各公民館の窓口には印刷物があるのになぜ掲
載しないのか。今や、高齢者でもネットの時代です。

公民館で、講座を受けたいと思いますが、時間（講座の）が限られていて難しい。美術館の建設予定はまだでしょうか。子供達でも鑑
賞できる美術館が欲しいです。中学校、高校時代から八戸のまちづくりに話合える時間が必要で、行政を勉強して欲しい。

公民館での講座の時間帯に疑問があります。現況、女性の働く時間も遅く迄の人も増えている中、講座を受けたくても、間に合わな
く、泣く々、あきらめてる現状です。家族の介護で、行きたくても行ける時間帯じゃない等。知人に寄ると、日中、ヒマつぶしに公民館通
いしてると言います。せっとと働いて、税金払ってるのに、そういう施設を利用出来ないとボヤいてる職業婦人です。是非、夜の部も、
考えて下さい。

公民館活動のバリエーションも豊富に、そしてその講師の募集も公にしてほしいです。

公民館に、サロンをつくり、年代に関りなく子供と老人、など、つき合える所を常設して欲しい。

「④芸術・文化に親しむ鑑賞機会や活動機会が充実している」に関する意見
自由回答

はっちについていろいろと 近は頑張っていると思っていましたが、せっかくの立派すぎる程の設備なのに人が入っていません。また
行ってみようとも思えません。一般市民がもっと利用したくなるようなところにならないものでしょうか？ずい分お金をかけたようです
が、残念でなりません。何だかおかしいと思います。

“娯楽”という点で、なぜおいらせにあるような大型ショッピングセンターがないのかなーと思います。観たい映画はわざわざおいらせ
まで行かなければ観れないｅｔｃ。

美術館の建物が古い、駐車場がせまく、お客さんがあまり来ない。音楽活動を気軽にできるような施設はできないものか。騒音トラブ
ルを起こさないように活動ができる場所がない。（個人で）

音楽をやっている人は心が豊かで、精神の病気にかかる人が少ないと思う。南郷のジャズのように音楽活動を盛んにするとともに、
音楽を聞くだけでなく、自ら歌を歌ったり楽器を吹いたり弾いたりして、市民の皆が心豊かになれば良いと思う。高齢の方にとっても、
頭を使ったり、指を動かしたりするので、ボケ防止にもすごく役立つと思う。

美術館の建物が古い、駐車場がせまく、お客さんがあまり来ない。音楽活動を気軽にできるような施設はできないものか。騒音トラブ
ルを起こさないように活動ができる場所がない。

「歴史・伝統文化・芸術」のまちづくりを提唱します。ただ、次の点を変えていく必要があると考えます。美術館が、旧税務署の建物の
ままで、みすぼらしく、観光客に恥ずかしい。建替すべきと考えます。博物館の近隣が良いのでは？博物館・美術館・伝統工芸館と
いった施設を一つにまとめた「文化・芸術村」があれば観光の大きな目玉になると考えます。

美術館がとても貧弱。文化度をあげるためにはずかしくない建物にすることから始めて欲しい（十和田市のように盛岡市のように）

小さなことですが。はっちの後に水飲み場が有りますが、モニュメントの虎が不気味です。さぞや著名人が創作したものかと思うが虎
舞いの雰囲気が違いすぎます。子供も楽しめるかわいいか親しみやすさのあるモニュメントであればと思う。通行人がぼやきながら
「なにこれ…」「かわいくない」「作ればいいと言うものではないよ」芸術家の皆様には申訳ないが、なんだか見るのも気が落ち込む感
じだ。良さがわかりません。老寄りのぼやきかな？ちなみに、市庁前辺のロータリーのかわいい小憎さんほほえましく。三社大祭の感
じが出ていて見る人の心をなごませている。四季折々の雰囲気はなかなか。街中の通行人の目を楽しませいいる。つい見て、笑顔
に！！

八戸市は公共施設の箱物設置が昔から下手である。分散しすぎている上、場所も分からない。まつりんぐ広場は八戸図書館新設す
べきだったと今でも思う。

八戸市の文化教育は、八戸市の文化だけに片寄り、外の文化が極端に少ない。毎度おなじみの事ばかりで、地域ＰＲも何かのパクリ
ばかり。以前、ブータンの方が南郷でそば作り等をしていたが、八戸市はブータンから何を取り入れたのかは、ほとんど聞かない。
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「④芸術・文化に親しむ鑑賞機会や活動機会が充実している」に関する意見
自由回答

県人は箱物を作るのがお好きのようです。旧３市では、青森市のアウガ、弘前市のジョッパル、当市のはっちも、県では公式競技ので
きない「県営スケート場」等です。行政のご担当は結果の功罪とお考えのうえで進めて下さいますように。

地域の人々が、芸術に、ふれることで、心が豊かに、八戸市も豊かになると思う。

青森市、盛岡市規模の美術館がほしい。（定期的に企画展を開催すれば、集客も望める。市営バスの本数を多くする（臨時的に））

芸術、文化に関しては、本物、一級、というものを是非催して欲しい。一人でもふらっと芸術・文化に触れられる様な環境が良い。

他県の催し物を拝見すると、その道・その道での一流の方々を招いて開催されている。

娯楽施設、ショッピングモールの充実（遊ぶ場所が少ない。県外からも集客できるような施設の建設を！！）例：ラウンドワン、イオン、
動物園、遊園地ｅｔｃ

友人が八戸に遊びに来た時、案内できる所は今の所種差海岸、縄文館です。これに美術館があると言うことなし。はっちでは、案内
だけで物足りません。三沢（寺山）十和田に足を運ばざるを得ません。維持費は大変だと思いますが、癒しの空間が欲しいです。

三社大祭の山車のデザインが、大型化、詳細化に過度に偏重し、都市スケールに不調和し、デザインとしてのセンスが疑われる点が
改善されてほしい

美術館、図書館は、青森市や十和田市に対等できるものを作ってほしいです。美術館と図書館は同じ建物が理想的だと思います。市
民が一日ゆっくりできるような公共の場であってほしいです。

活動は盛んと思うが、市民が身近に気軽に楽しめるかは別な話のようだ。

文化・スポーツ施設がおそまつである。他地区（県外・東北地区内でも）街中にこだわることなく、駐車場も含め、大改革すべき。

近では、観光ばかり力を入れていますが、もっと地元の人が楽しめる街作りをしてもらえればいいと思います。もっとファッションを
楽しめる街や、音楽やライブなど若者がこの街に居たいと思う街にしなけば、次々と県外に出ていってしまうのではないかと思いま
す。高齢者だけでなく、若者にももっと目を向けてほしいと思います。

はっちと是川縄文館の外観はすごくよいですが内部の間取りがいまいちです。すごく作品が見ずらく、順路が分かりずらいです。

美術館が、あまりにも、貧弱で、催し物も少ない。

勤労青少年ホームの見直しについて。他の市のように有料にしてもいいので広い年齢層に貸してほしい。夜のクラブの種目を増やし
てほしい。日曜、祝日、午前も開放してほしい。無料の為か、職員の態度に不満。北上市、釜石市、十和田市、青森市は以前より見
直されている。市体育館が冬期間特に借りれない為、勤労青少年ホームを開放してほしい。午後６時まで借りたい。

文化面での、市民の考え方が、閉鎖的です。図書館で、本を借りる時、本にルビを振る等が多く八戸市民の文化程度の低さが、現わ
れています。私自身、気を付けて、公供な場所では行動しております。

県外の大学にいる娘が友だちを“はっち”につれていったのですがとても好評だったそうです。八戸をロケした映画やドラマがいままで
もたくさんあって観光地としても魅力があるのだと思います。ちなみに私は「看護婦のオヤジがんばる」という映画がまた見たいです。
昔の八戸の風景がいっぱい出てくるのですが、レンタルビデオ屋にもうおいてないのが残念です。何年か前映画館で上映したのです
が、みのがしてしまいました。

もっとすてきな美術館があってもいいのでは。

美術館や考古館などもう少し活用し魅力的な催し物を計画してほしい。

商業施設だけでなく文化施設を充実してほしい。２４万の人口であの図書館はありえない。小さすぎ、美術館、博物館も同じ。中心街
の問題も駐車場問題など、以前からの課題に答えを出すべき。

文化・スポーツ施設が貧弱すぎる。

三社祭の山車組で土地確保出来ない組は、市内から遠い場所を国から貸して貰い製作人員、後継者等苦労して町内の為子供達の
為と頑張り小人数で製作して居ります。今のままでは近い将来参加出来ない組が出る事が目に見えてる。山車組で旧柏崎小学校跡
地に小屋掛させてくれる様市に願い、市で学校隣町内に相談して二、三人に反対されてたった一回の相談だけで取消してしまい、あ
る人の話では市長の一言で物が決ると言っていたが、関係役人初め市長迄もかとあぜんとする。何事でも市長が先に立ち八戸を発
展市民が安心て暮せる様に腹をくくり、市政を取って貰いたい。前の市長もあまり良くなかったけど今の市長はなお悪い。あまり取留
の無い事ばかり書いたみたい。ごめんなさい。

八戸市は、市の規模の割に図書館と美術館が貧弱だと思う。

八戸市に駐車場をそなえた美術館が出来る事を望んで居ります。今の美術館は分かりにくい場所でせまくてがっかりです。もう少し広
くて明るい所に出来ないものかしらといつも思っています。

魅力あふれる街づくりを進めていただきたい。魅力ある人がたくさん住んでいる。魅力ある建物がある。（十和田市のような美術館）

文化的施設がどうも中途半端な感じがする。他都市のようにある程度の規模の施設を希望する。

芸術・文化・スポーツのみならず、収入が多ければ何でも楽しめるが低収入・低所得者はそれどころではない。

規模の大きい映画館がぜひほしい

２４万都市にしては、文化的施設があまりにも貧弱に思われます。

青森市に比べると、文化・スポーツ等のイベントが少ないと感じます。
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「④芸術・文化に親しむ鑑賞機会や活動機会が充実している」に関する意見
自由回答

美術館の建設を強く望む。現状の税務署（旧）の建物では、恥かしい。現状を変えようとしない、市政に頑張ってほしい。

八戸市の美術舘は他市町村にくらべて、駐車場もせまいし、全体に規模も小さく貧弱に思います。当市の文化、芸術の活動の場とし
て、これからも発展していくよう願っております。

文化の面で美術館を広大な緑の沢山ある場所への移転を希んでます。今の美術館の展示場は狭くて暗い。観光客も市民も遠くても
ゆっくり鑑賞したい場所を八戸市としても考えた方がいいと思います。

八戸市の将来都市像に明確な意思性が感じられる街。都市計画学者の英知も期待する。（体育施設、美術舘、図書館、駅前広場、
公園利用等）・高等教育機関が存在し、人材養成の機会の潜在性が髙いのだからこれを広くアピールして欲しい。

市街中心部に市民が集える施設が必要だと思う。文化センター的な大きな建物でその中に美術館、各カルチャー教室、子育て支援
施設などできる空間があるといいと思う（「はっち」とはまた別な物）・正式な茶室を作って欲しい！！市内五流の文化教会茶会が開か
れているが、南部会館ではたりず（道路をわたっていく）公民館等を利用しているので一個の建物でゆったりとできる本物の日本伝統
文化を満喫できる空間が欲しいと思う。

税務署跡ではない。本格的な「美術館」が欲しい。

読書する人々が減っている。現代はテレビ、ゲーム機、パソコン、ケイタイ、スマホと、とても便利で情報が早く伝わり、良いのですが
反面、色々な事件や、サギにあったり恐ろしい時代になっていると思います。こういうものに熱中せずに理性を持って考える力が必要
と思われます。

三月末まで中心街にあった「福年ファクトリー」をもう一度復活させて、市民芸術の活動を支援して頂きたい。文化、芸術に特化した街
づくりは、とても良いと思います。

三社大祭について、表通りの信号機と電線のある場所で見ていたがはるか前の方で半数ぐらいの山車がたたんで、ただ通過していく
のを見送るだけでとても残念でした。他の町内の山車は電線近くまで来て停止をし見学者に披露し、とても感動しました。見学者に対
し見てもらう意識が見うけられとても感謝しています。どうか来年に向け検討して、いただければと思います。

市、美術館がもう少し大きく充実した建物であって欲しいです。全く目立ちません。

子供たちの音楽や劇等の発表の場を多くつくってほしい。又、小中学校等で、八戸ふるさと検定を実施してほしい。

美術館が新しく出来れば市民の集いの場としていいと思います

八戸の美術館は本当に残念だと思います。一日も早く八戸市の文化向上の為建て替えるべきだと思います

中心街の空きビルなど、一般企業が買い取り運営していくのもいいのですが、自治体が管理して、現存のモノより大規模な図書館や
美術館、コンサートホールなどを作って欲しい。それこそ“アートで街おこし”ならなおさら。半端なアーティストにお金をだす事はないと
思う。あれはいったい何が残ったのでしょうか？？？中心街の衰退は市民病院が郊外へ移ったのも原因のひとつだと思います。

文化施設がとても少ない。美術館、公会堂が、もう少し利用しやすく充実できるとよい。老朽化や狭さも気になる。駐車場も利用しにく
い。遠くても、青森市まで行って鑑賞したくなってしまう。

行きたくなる様な魅力のある美術館がほしい。

八戸美術館を大きく広くしてほしい。

街中を歩いても人が少なすぎる。街中に魅力がない。はっちや街カフェなどの楽しめる施設をもっと建設してほしい。図書館や美術
館、水族館が小さすぎる。ぜんぜん楽しめない。

特に美術館整備に取り組んで欲しい。

美術館を！！今の所ではせっかくの芸術も生きないのでは。八戸らしさのある美術館があればと思う。

まちづくり等は民間に、行政は後方支援。例えば「はっち」に関していえば、運営を民間に。余り規制や枠をはめない方が多種多様な
催事や出店出来た方が、バラエティーに富んでよろしいのではないかと思います。

芸術、文化については、魅力のある企画が少なく東京へ行った方が良い、と感じる。

「はっち」がいろいろな展示や即売会、発表会等もりだくさんですが、何をやりたいのかはっきりしません。エスカレーターの昇り降りが
不便な設計デザインです。一階のロビーで討論会のようなのを時々みかけますが話しているのを聞くだけで参加型ではないように思
いました。弘前、青森へは時々出かけますが、産業では八戸の方がまけてないと思うのに、どうして弘前、青森のような立派な公共施
設がないのでしょう。せめてそこそこの図書館ぐらいはほしい。政治力がないからでしょうか。市としてのまとまりや対応があやふやだ
からでしょうか。観光や歴史で見劣りしているからでしょうか。知事が百石出身の人なのに青森にばかり（ワラッセの館、Ａファクトリー
等）お金をかけているようでは不公平です。市も新しいアイデアを作って納得させて何かを作ってください。

東京に行かなくても、八戸でも鑑賞できるように、一日も早く新美術館を！！芸術品を展示することで年間を通して近隣から市内に人
を呼ぶことができます。市民の感性が培われます。

アートや文化、アーティストが、若者が、シングルマザーが住みやすい町になって、もっともっと素敵な色あざやかな八戸になれば良
いと願っています。

もっと国際的、文化的な町でも良いと思う。都会でない分、文化を充実させどんどん世界にはばたける町、環境を作れたらなぁと感じ
ています。

歴史的にとても価値のあるものがたくさんあるのに、保存状態や宣伝がよくない。

八戸の美術館は魅力に乏しい。

今までの博物館、美術館は有るのは知っていても行った事が無いし１時間程度だと外出する気になりません。
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自由回答

もっともっと教育・文化・芸術に力を入れてほしい。いらない箱物を作るより公会堂を建て直してほしい。ゴスペラーズ、ａｎｄｒｏｐ、空想
委員会などアーティストが八戸から出ているので音楽の街として知名度を上げる事ができるのでは！

海のまちなので、大きな水族館があったら良いと思う。地元の人も観光客も楽しめるので良いと思う。

ガールズ＆パンツァー大洗町のような等のアニメ作品のタイアップしてみてはどうか。アニメ作品の舞台のモデル誘致してはどうか。

市の文化、教育政策について、各分野の要望を集約して欲しい。文化協会の他にも、小さな同好会もある。物だけを求めるのではな
く、心も豊かな市民になりたい。市立美術館を建設して欲しい。

今ある美術舘は税務署の建物を利用したものであり、駐車場は狭く、新しい美術舘が早く出来ればいいと思います。青森市に広い美
術館がありますが、八戸市にも、広い美術館、広い駐車場を望みます。

はっちをミュージアム（博物館）としたとき、何を展示しているかが理解できない。

文化面で少し遅れている感じがします。美術館等

八戸市の も遅れている部門ではないかと思う。博物館にしても岩手県の遠野市より何年遅れて建設したのか。美術館ももっとしっ
かりしてほしい。俳句・和歌などもっともっと盛んになるように、全国コンクールの実施、小中学校での指導を強めてはどうか。（八戸の
伝統でもあるから）

美術館を充実させてほしいです。

２３万都市の美術館はとても、お粗末と、感じています。

音響の良い公会堂や、立派な美術館がほしいと思います。八戸公会堂は音響が良くないので、素晴しいアーティストが、こないように
思います。

はっきり言って、三社大祭は、自己満足の祭りで、ねぶたの様な一流の観光資源にはなれません。ねぶた等、多くの旅行者が来る祭
りは、「夜祭り」なのです。ブラジルのカーニバルもそうです。全員参加型なのです。三社大祭もすばらしいのですが、ねぶたの様な
「テーマパーク的」というより「博物館的」で後世に残す為の遺跡的イメージがあり血がさわぎません。これは、観光資源として考える
時の限界を示しているのです。血がさわぎ（生きている象徴であり、夏という炎が燃えるイメージ）その血を燃焼しつくす先は、（火は水
により消火される：水克火⇒水は火に勝つ）冬え向かっていく様である水に流される火、つまり精霊流しとして、ねぶたは、水に流して
やるのです。その生命の流れが、人の心をゆさぶるのです。人は非日常の時、興奮し、命を落としやすくもあります。その生命のたぎ
りが他の県にある祭り（阿波踊りや大木をガケから落とす神事等）があります。岩手には、七夕があります。この様な、生命がたぎる、
血がたぎるものがほしい所ですね。

たとえば祭りにしてみても、青森県で一番と言われる様にねぶたの良い所を取るなどして、もっとダイナミックで、観客参加型にした方
が良いと思う。ねぶたは参加型でダイナミックに対して、八戸は、ただ静観している感じで、１度みると、来年も来ようと思わないので
は。

青森県第２の都市としては、美術館・文化ホール等の施設が小さくて、もの足りなさを感じている。市の中心街にもっと人が集まるよう
にするためにも山車やえんぶり等八戸ならではの施設が必要。（青森のワラッセや五所川原の立佞武多館のような施設）

市民が元気に活気があり祭り期間中以外で一年を通して人が出る産業が潤うような街づくりをして行って欲しい。年間行事をたくさん
作り、何度足を運んでもあきのこないイベントを願います。

お年寄りも大事だが、もっと若者が楽しめる街、若者が、離れない街づくりも大事だと思う。八戸には、ラピア、ピアドゥしかない！そこ
に飽きたら、遊ぶ所がない。もっと大きなコンサート会場などを作って県内、外から人が来るといいと思う。

箱ものの建設、市公会堂のキャパが少なすぎる、多目的に使える広いドーム様の施設希望、駅に近く高速道からもアクセスしやすい
八戸駅周辺など、見本市・大型のイベント・アーティストのコンサートなどに利用できるもの。廃校になる学校の利用、地域で利用の
外、民間払い下げの有効利用。学校図書館（廃校分）の図書はどうなるのでしょうか？ブックスタート開始であれば図書に力を入れて
もよいのではないか？もし始動するのであれば手伝いたい。（時間的条件などあえば）過去、学校図書館の仕事をしていました。（教
育委員会にて）

今まで産業振興に力を入れてきたので、文化施設などが少ない気がします。

八戸市美術館を充実させましょう。

市公会堂が小さい。（多市町村くらべて）

文化的、まちづくりを進めて欲しい。

芸術・文化的な面はあまり活発ではないと思う。興味を持ってもらいたい

文化は人の心を育てると思います。音楽等（特にクラシック）、文化的なものに子供たちがもっと親しめるような町であって欲しいと思
います。

美術館が街中にあるのに、人が集まりにくいところが気になる。

オペラ、美術鑑賞が好きなので公会堂、特に美術館を本格的に作って上京しなくても名画を誘致して下さる様な誇れる会場が出来る
なら寄付も惜しまないと思います。それが又内外の人をよぶ事にもなるかと。

まつりんぐ広場やはっち等、個人的には中途半端に感じられるものが多いです。美術館を改善して欲しいです。

美術館が小さくて、分かりにくい所にあるので、行きにくい。駐車料金もかかるみたいだし。もっとアクセスがよい場所に作ったら、みん
なも行きやすいと思う。
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自由回答

八戸には街づくりのビジョンが無いように思える。史跡、文化財、国宝等が点在しておるが、いずれもそれらは点であり、それを線にす
ることも考慮する必要がある。また街の活気は中心商店街の活気である。大店法の施行以来中心街は寂れ八戸も右へならへで同様
の状態、それらを一新するには大なたを振わなければ八戸の魅力は解決しないと考えている。大なたを振える人材がほしいものであ
ると考えています。

三社大祭はとても素晴らしい八戸の誇る祭だが、若者たちがだらしない格好でダラダラ山車をひいているのがたまに気になり残念。
青森ねぶた祭のような活気が欲しい。良い方に若者に輝いて欲しい。若者がそんな気持ちで祭りに参加できるようルールや工夫があ
ればいいなあ。

芸術・文化・スポーツに親しむことは心を豊かにするので、強化してほしい。

公会堂の新築が必要で色々な分野からすぐれた芸術を鑑賞したい。あまくだりで公会堂を運営してほしくない。

是川の縄文館についてですが、どうして、あのような箱ものを作られたのでしょうか。市民の何に役立っているのでしょうか。（学校の）
生徒さんたちは、有無を言わさず、連れていかれ何のためになるのかわかりません。もう少し小さな規模でもよかったのでは。お金か
かりすぎ。ムダ。前は美しい田んぼだったのに。興味がないのに、“ぜひ来て下さい”などと、さそいばかり来るらしいです。（学校に）ど
の位の来場者数なんでしょう…レジャー施設でも作ってくれればいいのに…子どもが行って遊べる所、遠足にでかけても、アスレチッ
クなどある公園、遊んだり、スポーツしたりできる公園、そういう物であれば、本当によかったのに。

冬期間に楽しめる場所・施設があれば良いと思っています。その一つとして、図書舘など東地区方面にあっても良いのではないかと
も思うのですが。

芸術・文化活動がふえてきていていいと思う。スポーツはかたよりなく、親しめる環境にあってほしい

観光地はありますが、雨が降ったら、遊んだり観光する所がなく、旅行者は困ると思います。遊ぶ所が無いと思います。だから、家で
ゴロゴロして、タバコを吸い、酒をのむのだと思います。だから寿命も縮むと考えます。がんばってください。

活気ある町作りをお願いします。八戸の歴史を学ぶ機会（教育・イベントなど）を増やして欲しい。

教育環境の充実、芸術・文化に親しむ機会の充実、災害に強い町づくり、医療環境の充実を重要と考えています。

耐震で引っかかって公民館が閉鎖になりました。子供会で早く使いたいので建て替えを早くお願いしたいです。

十和田市美術館並みでよいので、八戸美術館の建設をお願いします。八戸にイベント会社を設立し、舞台やライブを積極的に集めて
ほしいです。

美術館、博物館、図書館に魅力がない。県立美術館の様に遠方から人を呼び込める様な建物と催し物を企画してほしい。それが観
光につながると思います。

三社大祭を文化遺産登録になどと訴えながら，八戸市全体で力を入れているようには見えない。小中学校、高校、大学の児童・生徒
の参加，後世への受け継ぎが必要なのに，祭り期間にも部活，大会，講習などで参加できない状況になっていることに疑問を感じる。
同様に，お盆中の部活や試合を実施することもだが，幾ら教科書や道徳授業で“先祖を敬まう心”や“地域に根差す心”を唱っても，こ
れでは無意味では？折角，八戸市の良いところがたくさんあっても，社会全体で取り組める環境になければ，すたれていくのではない
か。勿体ない。

美術館の建設予定はまだでしょうか。子供達でも鑑賞できる美術館が欲しいです。

広くゆったりした図書館。青森、七戸まで足を運ばなくて良い美術館を望みます。

中心街が活気があり、出かける事が楽しくなるような街になってほしいです。芸術作品、アートなども鑑賞できる、きちんとした美術館
なども建ててほしい。市民は、もっと八戸市内の中で楽しく出かけられる場所が欲しいと思っています。新幹線などとても便利になった
のは良いのですが結局、仙台や東京へ人が流れていってしまっているように思います。

南郷図書館の図書カードの無駄。初めから八戸の図書と南郷のカード共通にしとけばいいのに。はっちの建物大きすぎ。普段あまり
人がいない。税金の無駄。八戸公園のなべに大金をかける税金の無駄。南郷の図書館のとなりの文化会館、税金の無駄だと思う。
税金の無駄が多いと思う。

三社大祭にしても種差海岸にしても観光に力を入れることに不満がある訳ではありませんが、観光の前にまずは八戸に住んでいる
人のために住みやすく、環境が整備され、また本来あるべき姿の祭を市民が楽しめるようにしなければならないと思います。市民が
楽しんでこそ、外からいらっしゃる方々にも喜んで頂けることにつながると思います。

健康、文化その他、各庁舎がばらばらで交通の便が悪く利用しにくい。年を重ねるにしたがって各行事の参加がむずかしいです。こ
れらが近い所に集まる又、図書館、美術館等大きく一ヶ所に集まれば大きな広場となり、人の集まる場所が出来るのではないかと考
えております。

三社大祭の山車。はっちの中になぜ展示できなかったのでしょう。入口から入らなかったからという風の噂もききましたが、もし、そう
であるならば、バラしていちからはっちの中に組み立て直すくらいの根性！…があるかないかの問題ではないかも知れませんので、
その件は、ここまでにします。でも新幹線の出口の横に、ドーン！と全開した、豪華な山車がひとつあったら、とてもインパクトあったと
思い残念です。春先に、金メダリストの羽生選手が参加したアイスショーを見にきたファンの方が（他県の方です）どこかで、山車の小
さなものを見て、「八戸には、こういうものがあるのか。今まで知らなかったので驚いた」とブログに書いておられました。だから、私は、
新幹線のりばや、はっちの近くを通るたび残念な気持ちになるのです。

文化面で、もう少し力を入れて欲しいと思います。まつりんぐ広場に文化施設（中央の音楽、演劇など）を開催できる音響などのしっか
りした建物を作ってもらいたいと思います。はっちは、一部で活用されているという広報もありますが、実際は、市民の為の施設には、
程遠い感じが、あります。

図書館、美術館など文化的レベルの充実を望みます。

美術館等、芸術、文化施設が貧弱。南郷にある様な茶室が市内にもあってよいのでは。
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過去東北北海道では、秋田、山形、苫小牧、札幌、釧路に住んでいましたが、図書館の規模が一番小さく、他の都市より貧弱、全く、
お金をかけていませんね。残念です。

生まれ育った町で、大好きな所です。今のところ、住みやすいと思っています。ただ、美術館とか、他県からの友だちに見せるところ
が、あまりないように思います。仕事ばかりで、何も町中をみてなくて、これから、まわりを見わしていきます。

各地区に一ヶ所の図書館があるとよい。でも多分無理なので、公民館で図書館の本の予約、受け渡しができる窓口があると良い。文
化度をあげるために図書館を拡充してほしい。

種差海岸の情報センターは、学習施設のようだった。作った目的が良くわからない。建物自体は、とてもキレイだし、都内の現代美術
館のミュージアムショップみたいに、県内の、工芸品や、芸術家の作品を展示販売すれば良いのにと思った。

八戸の行事等をテレビで放送する時間を入れたら良いと思う。文化、教育、スポーツ。

文化、芸術に力を入れて欲しい

児童館、公民館、博物館などのソフトを充実すべきと思う。専門職を機能的に配置すべきで、退職校長先生の館長順送り配置をまず
止めるべきです。非常勤職員を多数使いすてている現状では、決してソフトは育たない。博物館は一応学芸員の方がプログラムして
いらっしゃる様ですが、図書館、児童館、児童科学館は残念な状況と思います。個々の学校では不可能な科学体験や調べ学習を社
会教育分野で魅力的な企画や支援体制でサポートしなければ、子どもたちの自発的な向学心は育てられないと思います。自治体に
よっては、きちんと学校司書を配置しているところも、大学院生以上の科学指導員を配置しているところもあります。加えて充実した博
物館や科学館が高度な体験学習の機会を与えているところもあります。八戸市はどれも弱い。大学院以上の専門職スタッフを正式に
職員として配置して、充実を図ることが急務です。

文化、芸術面の水準の低さを感じる。美術館を充実させてほしい。現美術館は、他県の方に紹介するのが恥ずかしいくらいです。

芸術・文化面に対してもっと力を入れてほしい。必要のない建設工事よりも美術館の建て直しなど検討をしてほしい。

文化施設は足りないと思う

美術館を充実させていろいろな人の絵の展示をして欲しいです。八戸駅の近くであれば近隣の人も来るのでは？公会堂の音響施設
が良くないので歌手の人があまり来ないと聞いたことがありますが、そういう面も工夫すれば他県からもくると思います。

”お祭り広場”？（長者山下の元市民病院跡地）は一体何をするためのものなのか。税金の無駄遣いとはあのことだと思う。いつまで
元税務署を美術館と称して使っているのか。中に入っても一つも文化の香りなどせず、ただ事務所の仕切りをとり払ったような雰囲気
にはただただがっかりさせられる。観光都市を目指すのであれば、ただ”三社大祭の山車”のようなものだけをアピールするのではな
く、もっと文化的なものの底上げをしていく必要があるのではないか。

屋内スケート場より、三社大祭のあり方を、市民をまじえて少しまじめに考えた方がいいのではないか？祭り関係者ばかりではまわり
がみえていないのではないか。

「⑤市民がスポーツに親しみ、楽しめる環境が整っている」に関する意見
自由回答

南部山体育館に観客席があれば良い。

スポーツ施設の充実をお願いします。あまり整っているとは思えません。

八戸市はスポーツ施設が本当に少ない。もっとテニスコートや運動場を増やしてほしい。

室内リンクは不要であると思う。それによって市民税が高くなるし市民に負担が多くなると思われる。

八戸にはスポーツ・文化ともにすばらしい団体が多いのでもっと市全体をあげて応援をしたり告知した方がいい。そして、近隣市町村
からも人をよび込んで、八戸でお金を使ってもらったりと、産業に結びつける考え方も必要だと思う

スケートリンクなんて中学卒業してから１回も行ってません。ほとんど小学、中学、高校の生徒だけでしょ。市民のほとんどが利用した
くなる様な建物じゃないと意味ないと思ませんか？頭にくる！！

スケートリンク必要ないと思います。市民から屋内スケートリンクの必要性を聞いた事がない。市長の自己満足？ぜったいいらん！！
プロ野球が試合できる球場の方がいい。

市営のスポーツジムは常連客ばかりで、新規客が大変入りにくい。

月会費の高いジムだけでなく気軽に足を運べる、ジムやプールがあればいいと思う。月会費を払ってまで通えない。運動はしたいが。

市運営（長根体育館）は車が止めにくい。やたらと制限しすぎ、参加したくても、車の止める所がけずられている。体育館の職員の対
応が悪い、誰の税金であなたたちは、生活しているのかをわからなすぎ、他の市からきた人たちもそう思っている。

人口減少の現在これらの分野を含めて箱物は必要無いと思う。室内リンクも採算割れ確実と思える為反対である。

室内スケート場はいらない。私の周りの人は皆言っています。

八戸市は、レスリングやスケート、ホッケー等有名であるが他にもスポーツは沢山あります。岩手県の大会に参加しても、市長や、教
育委員長等、挨拶に来ています。特定スポーツに限らず、八戸市の協力が欲しい。

八戸市で伊調姉妹が大活やくした“レスリング”をもっと、普及させるべきだ。

サッカー専用スタジアムの建設（長苗代）→広大な田んぼの地主さんはこちらの土地を売りたいと聞いたことがある
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「⑤市民がスポーツに親しみ、楽しめる環境が整っている」に関する意見
自由回答

運動が苦手な人でも気軽に楽しめる、施設があれば良いと思う。スカッシュや卓球、ランニングコースなど。スケートをしたい！とはあ
まり思いませんが。

私自身は、利用した事が無いので、よくわかりませんが、東体育館や、南部山体育館は、テニスコートが月１回取るのも難しいと聞き
ました。もちろん希望の曜日、時間帯が重なるからだと思いますが、環境の充実が必要なのかとも思います。

スポーツをする場所等を、増やしてほしい。

他県から引越してきて感じる事は子供や大人が身体を動かせる施設が整っていない、という事。子供が自力で行ける大きめの公園
が豊富にないし、アスレチックもない。多額の税金でアイスアリーナをつくるのも良いが、使用するのは限られた一部の人のような気
がする。現存するサッカーチームのホームアリーナも整えられていない。

スケート場の建設は、市民の大多数が反対です。！！（無駄そのもの）

スケート人口は、今の八戸にはない。｛スピードスケートは、みてもおもしろくない。｝（サッカー場（フットサル）等の方が市民が利用しや
すい。）市民の気持ちをくんだ行政をして欲しい。

中途半端な施設ではなく他にまけない立派な施設を希望。マリエント×はっち×。八戸駅近くに大ＳＨｏｐｐｉｎｇモールやスケート場他。
百貨店を作ってほしい。

八戸市にはアミューズメント施設（ラウンドワン等）が少ない町だと思うのでそういう施設が増えればもっと活性化してにぎわって盛り上
がると思います。とくに郊外ではなく市内中心部に増えればもっとにぎわうと思います。

屋内スケート場の設置に反対です。一部の市民にメリットがあるだけで、市民全員にとってどれだけメリットが有るのでしょうか。長根
リンクのオープン初日の様子が毎年テレビのニュースに登場します、それを見て去年より滑っている人が減って行くのが解かります。
近の子供にとってスケートは魅力の無いスポーツになったのかも。昔は何も遊ぶ物が無く、冬と言えばスケートしか有りませんでし

た。今はゲームに無中です。時代（時間）を昔に戻す事は出来ません。屋内も屋外スケート場も同じ。屋内スケート場が出来てもス
ケート人口が増えるとは思いません。これから八戸市民の人口が減り続けるでしょう。子供の人口も減り続け更に、スケート滑る子供
も少なくなるでしょう。税金だけが嵩み、無用の長物とならなければいいが。少子高齢化で、税収もどんどん減って行くでしょう。本当
に必要な物に優先的に税金を払うようにして行かないと、税金の無駄使いに成ります。１０年先、２０年先、３０年先を考えて、物作りし
てほしいです。

子どもの肥満解消にマラソンなど各種スポーツが重要であるが、八戸にはマラソンや陸上をやるクラブがない。（月１～２回の八戸ク
ラブのみ）もったいない。環境があれば伸びる子がいるはずです。

スケート場の建設は不要。むだ使いだと思う

７／３０（水）デーリー東北の記事に、「ワッツ経済効果５億２２００万円」とあった。地域活性化という視点から、スポーツに力を注いで
いたたぎたい。野球、サッカーと一流の選手がプレーする姿を「八戸で」児童に見せるためにも、スタジアム、競技場の新規建設（野球
であれば、一軍選手を呼べるもの、サッカーであれば、Ｊ１に参入できるもの）を望みます。中途半端のものではなく、一流のものを。

ヴァンラーレ八戸がＪ２、Ｊ１を目指すためにも、今の陸上競技場の設備では、認められないと聞く。地域の活性化のためにも、施設面
の改善を検討していただきたい。

長根球場又は東球場にプロ野球の試合ができるようにしろ。駐車場がない。環境設備を急げ。

野球場（長根）なくなるけれど八戸に１ヶ所大きい野球場があると良いです。何ヶ所有るけれど小さすぎます。大きいのがあればプロ
の野球も来てくれて八戸がうるおいがあるのではないですか？大きい野球場が出来る事、願っています。

スポーツ施設は少なく、それも老朽化。学校の体育館も結露など設計ミスもあるようだ。（ロッカーが小さい階段が小さい）

施設・設備の整備拡充のお願い。（公共のスポーツ、文化施設）これからの子供に心と身体を鍜えるための立派な施設を計画的に整
備してほしい。市営のもので、広く土地を確保し、多目的にも併用できる連携型。県営？と思わせる運動公園は、出来ないものだろう
か。種差の自然も活かしながら、今なら出来る土地確保。街中ばかり意識でなく、交通機関もリンクすれば、立体的構造につなげた
い。

文化・スポーツ施設がおそまつである。他地区（県外・東北地区内でも）街中にこだわることなく、駐車場も含め、大改革すべき。

子供、特に小学校・中学でのスポーツの指導者不足は痛感する。津軽地方では、積極的に幼少期から、スポーツの指導を受けてお
り、中学までの実力は県南地方はスケートを除けばお粗末である。もう少し教育者以外からの協力を得て行うべきである。

野球場、アイスホッケー、公会堂等の施設整備（もう少し広くして客席を多くし、いろんなイベントや、ゲストに多く来てほしいため）

長根公園から野球場をなくさないで欲しい！（立派なので）

国際スポーツをたくさんできるようになりたい。

スポーツイベント、スポーツ交流が全く、情報も含め、伝わってこない。

屋内スケート場建設に合わせ、オリンピック選手育成プログラムを設け、幼少期からスケートに親しむ環境を整え、秀れたコーチによ
る年間教育を行うべき。

文化・スポーツ施設が貧弱すぎる。

運動公園などの施設が中途半端である。陸上競技場野球場、サッカー場、アイスアリーナ等すべての面で、プロを呼べない。駐車場
や観客席、サブアリーナ、どうして作るものがすべてハンパなのか？将来を全々見すえていない！！

２０２０年のオリンピックにむけてスポーツに力を入れて欲しいと思う。八戸はスケートの市でスケートに力を入れてるのはわかるが、
他の競技にも目をむけて欲しい。
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「⑤市民がスポーツに親しみ、楽しめる環境が整っている」に関する意見
自由回答

身近なところにホッケー、サッカー、バスケットのプロチームがせっかくあるのだから、もっと八戸市でとりあげて子供達が（大人も、も
ちろん）盛りあがれる環境にしてほしい。現状では、まだまだ足りない！！

若年層の減少によりスケート人口は年々減少している。今日、多額なお金を使って屋内リンクを建設する意義があるのか。長根公園
は多目的公園として幅広く利用されており一般市民にとっては大切な施設である。維持管理費も多額であり将来につけを残すことは
明白である。数年後に問題になった場合は、理事者や全議員が責任を負うべきである。全員で賛成したわけですから。

スポーツに親しみたくても、場所がないです。学生は、学校、一般市民の場所が、少ないです。

芸術・文化・スポーツのみならず、収入が多ければ何でも楽しめるが低収入・低所得者はそれどころではない。

プロ野球（一軍）が呼べるしっかりとした施設をつくってほしい。

青森市に比べると、文化・スポーツ等のイベントが少ないと感じます。

どうして競技人口が少ないのに屋内スピードスケートリンクを造るのか不思議です。せっかくのプロバスケだって本当の本拠地八戸市
だったのに！！うまくプロのホッケーとかプロのバスケとかなると思うプロのサッカーとかを使いながら施設を造ったり使ったりすれば
いいと思う。もったいないと思います。観光にもなるし。八戸市にも道の駅を４５号線沿に出来れば欲しいです。

スケートの町八戸！早くリンクを作りスケートの町として又全国に名前をはせてほしい！

サッカー、アイスホッケー、バスケットボールとプロやプロを目指すチームがあるが、少し大型のスポーツ競技場がない為に残念に思
うところがある。スケート場の建設の話は聞きますが、体育館や陸上競技場も検討お願いします。

野球場、サッカー場、スケート等々プロを呼んで来れる球場がないのが残念です。特に私は野球が好きなので広い野球場がないの
がさみしいです！！

文化、スポーツ等の子供達の活躍は目を見張るものがたくさんありますが、施設の充実や議員の方々の認識が不足しているように
思います。なのでより以上に育っていかない。

体育館が少なく、思う存分スポーツ等が楽しめないのが残念である。体育館を増やして欲しい。

東運動公園の様な西運動公園がほしい（プロ野球をよべるような、そしたら新幹線駅も生きると思います）

屋内スケートリンクの活用をスケートの大会で活用してほしい。各種大会を八戸で開くように市としてアピールしてほしい。（県知事の
考え方は、八戸を大切にしていないように感じます。）

障害者スポーツにもっと力を入れて欲しい。障害児（特に車椅子等の身体障害）が地域の学校に通える様、教育環境の整備と教員の
研修の機会の確保をして欲しいです。

ヴァンラーレ八戸、フリーブレイズ、青森ワッツなど、少しずつスポーツが楽しめる環境が整ってきていると感じる。しかし、まだまだ充
実しているとは言えないと思う。

若人が住まないと、「スポーツ」「教育」等々、無駄な投資になる危険ある。企業→職場→人口増加→街の活性化→（教育・スポーツ・
芸術～への参画）

運動する場所が少ない。使わない公園より、安全に運動等の出来る場所、機会を増してほしい。

屋内スケート場が欲しくて建てるなら、ただの欲しがりで終わらないように、その後の運営をきちんとしなければ意味がない。どっかの
スケート場の使い方が分からない市のように、中古車フェアでスケート場が使われるようであれば、これだけ議員その他がさわいだの
は何のためだったのかと思う。そもそも市はそういう見込みがあって屋内スケート場が欲しいのか疑問。箱物を建てたとう実積だけが
欲しいなら今からでも止めるべき。はっちなんて大失敗の箱物だ。どうせこけるなら美術館にした方がましだった。

室内運動場について、ランニングコースを設けてもらいたい。（冬期間でも）機動の台数を多くしてもらいたい。更衣室の整備。トイレの
においがする（長根）

八戸中心部をもっと大胆に改造し、魅力のある町にしてほしい。スポーツ施設も、もっと一カ所に集めて、プロスポーツ開催できる施
設を造ってほしい（例・野球場）スケート場の様な赤字が延々と続く施設を造ってどうするつもりですか！！

スポーツ施設の場所がバラバラ・陸上技場等のサブトラックなしで全国的大会が出来ない。

高齢者のスポーツする環境がととのってないと思う。

それなりに頑張っていると思うが、学校スポーツについては指導者がとても不足していると思う。施設が少ない。

スポーツ施設の充実（特にジム）工業地帯の充実。ショッピング施設の誘致（若者向け）

町内にある公園の使用制限を緩和すべき。又、無駄に何も無いスペースを、バスケコート等に改造して、スポーツを楽しめる環境を増
すべき

屋内スケート場の設計が進められているようですが、そのスケート場の中に幼児、低学年用のスケート場を作れたらと思います。（外
国、アメリカ、カナダ）には子供用のスケート場があります。

スポーツ施設等を利用するのに金ばかりとるな

屋内スケート場が建設されますが維持費が千万単位でかかります。毎年、大会が誘致できる訳もなく遊ばせておくのではなく、宿泊
施設を造り、小・中・高校生の練習、等できるよう、全国から募集してスケートの強化と維持費の節約になるのではと素人考えですが。

カーリング場があっても良いのでは。

団地等の保留地を市が買い取り、緑地化．公園化．運動場化にどんどん行ってほしい。大人も子供も遊び場や運動場、休み場所、木
陰での昼寝など出来るスペースあれば良い。
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「⑤市民がスポーツに親しみ、楽しめる環境が整っている」に関する意見
自由回答

スポーツ施設の充実・スケート場はもとより、国際的競技ができる大規模施設を～八戸を通過して他地区へ行くのを八戸の子供がみ
ている？ようでは、全国世界レベルの選手を期待してもいかがものかと思わざるを得ない。八戸の子供はがんばれるはず。

年齢、性別に関係なくスポーツが楽しめる施設があるといいなと思います。たとえば、ジョギングコースなどの整備・充実やサーフィン
などのマリンスポーツ。できれば「長根リンク」のように国内で名前が知れ渡るようになれば人が集まると思います。

スケート場は一部のかぎられた人達しか利用せず。将来的には、市のお荷物になると考えます。

自然に親しめるキャンプ場や、屋外施設が、他市町村に比ベ（津軽や、上北郡）極めて乏しい気がします。やませの為設備も困難とも
思われますが、子供が自然の下で体験する公共のアウトドア施設を充実させて欲しいです。

スポーツ施設は町村に比べたら充実していない。

スポーツの町もいいが種目を精査しなければ将来必ず失敗する。

屋外スポーツ選手に芝のグランドを提供してほしい。

芝のグランドで子供達を練習させるとボールを見ないで相手にパス出来る様になり、スライディングも太ももの外にステーキ大の傷を
造らなくても良くなります。若い男女が少ないと人口は増加しないのはあたりまえです。

気軽にスポーツが出来る様、もう少し、公園などの整備を求めます。

東運動公園は駐車場が狭く、大きな大会ではとても不便である。長根もなくなるので、西部地区に駐車場の広い運動公園を整備する
べき。

スポーツ環境について。既存のスポーツだけでなく、新しいスポーツに触れられるチャンスがあってもいいと思う。また、チームスポー
ツより、個人技を好む人達が一堂に会する機会があっても面白いと思う。

障害者の方が（車イス、歩行）リハビリや運動で東運動公園や東霊園内の通路（特に若い人汗流して練習しているのを見かける）を利
用しているが将来は、安全なコース、環境の配慮があっていいのでは。

プロ野球が見れる野球場がほしい。

スポーツが盛んな町にしてもらいたいが、運動施設が少なすぎる。市民体育館も冬期間は予約が取れない状態です。テニスコート
等、ナイターが出来るのは東コートのみだし、日曜日は大会等の為、一般の人が使えない。テニスコートを増やしてもらいたい。新井
田コートに増設し、ナイターをつけてもらいたい。

小・中学生から運動公園等の使用料をとらないようにすればよいのではないか。（生涯スポーツの関点から）

スポーツ施設の充実。収容人数の大きい野球場の建設。複合的なスケート場の建設

長根リンクの利用人口と長根体育館の利用人口を考えた行動をおねがいします。体育館の地下は雨がふると湿気で床が池のように
なり、重大事故がいつでも起きる状態をそのままにしてよいか考えて下さい。

ヴァンラーレ、ワッツなどともっと積極的に取りくんでみては（観光、お店のＰＲなど）

市民がスポーツを楽しむ環境が整ってないような気がする。Ｊ１を呼んで試合をするような、サッカー場が無い。八戸は、サッカー人口
が多いのに。

私自身がスポーツをする環境はある。が誰でも手軽に出来るかは疑問あり。

スポーツ、文化共に施設、設備、指導者の育成が必要。スポーツ県を目指しているが現場まかせの感がある。

若い働き盛りの人達のスポーツが不活発。企業の勤務態様にも問題あり。高齢者が多く、スポーツを楽しんでいる。

子供が陸上部に入って、初めて判ったが、八戸には、県大会が開ける会場が無い。むつや弘前、青森に限られるそう。すぐには無理
だろうが、施設を整えて行ってほしい。

高規格の屋内スケート場は必要ないと思います。

箱物施設は極力増やさないのが、重要だ。屋内スケート場が収支マイナスになるのは、火を見るより明らかだ。建設しないのも決断
のひとつと考える。よしんば、建設するならば、他のスケート場（屋内含む）は、解体するべきだ。

屋内スケート場が、昔の溜池の上に出来る（作る）のは心外です。現在でも沈下が見られるので建物の基礎は特に強固にしてほしい
です。

スポーツレベルや学力等も全国的にもっと、レベルアップする様に積極的に他の都市と交流（外国も）して欲しい。

学童のスポーツ参加状況は良く知らないのですが、就学前の小児が楽しめる安全でアミューズメント施設が八戸には少ないのでは。

市内に娯楽設備が少ないため、市外へ若者が遊びに出かけていく。市内にお金がおちないから、市政も厳しいと思う。スポーツがこ
れだけ出来る環境にあるので、大きな大会を出来る様に駐車場をきちんともうけて下さい。そして、子供に夢をあたえて下さい。

自由にスポーツできる場所（屋内）がほしい。中学生～高校生までの歳ぐらいが遊べる場所がほしい

長根のスケートリンク新設はいかがなものかと思う。毎年の多大な赤字がわかっていながら、どうして建てるのか。本当にそれを市民
が望むのか。市民は冬場に楽しくスケートができれば充分と考えている人が多数ではないのだろうか。納得がいきません。

八戸市のスケート施設も充実して欲しいです。八戸市は、「スケート発祥の地」と聞いているので。
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「⑤市民がスポーツに親しみ、楽しめる環境が整っている」に関する意見
自由回答

アイスホッケーやバスケットボールやサッカーなどは、実業団によりイベントや試合が多く、市民が楽しめる環境が整っていると感じて
いますが、スポーツとは好みが別れるもので特定の人しか受け入れられないものもあると思います。なるべく、多くの市民にスポーツ
を楽しんでもらうために、どんなスポーツが好きか、アンケートをとり、そのスポーツに重点をおいて、イベントやスポーツ教室を開催し
て力を入れたほうがよいと思います。

市民プールが閉鎖されるのは、どういうことか？いいのかな？スケートもいいが、偏らないように！！

（旧）新井田インドアリンクにジムがあればと思う。新井田川の土手に、散歩・ジョギングコース（１０Ｋｍ位）が整備されれば良いと思
う。（橋を横断しなくて済む様な）

スポーツ施設がなさすぎ。青森市なみに大きい体育館等必要。

スポーツ活動は評価されるが、文化的活動が評価され難い。良質の芸術に親しむ機会が少ない。

柏崎小のあと地をプールにしてほしい。

新しいリンクが早くできてほしい。

興味がある人、そのスポーツをやっている人しか楽しめずもっとこういうのがある、開催されるなど、アピール、宣伝すべき。あとで
知って参加したかった、みたかったなどがあった。途中から八戸市民になっているので、入りずらい感じがある。

市内にはスケート場は、多くあるが、プロ野球など多くの人を呼べる、りっぱな野球場を作ってほしい。

屋内スケート場の新設は不要。

県外から人が訪れ八戸市にお金を落としてくれる物が欲しい。スケートリンクの整備をして、国際大会、日本大会、大学生、社会人の
合宿、県外からの応援が訪れ、八戸に宿泊などもあるのでよいと思う。

スポーツは小中学生の段階で、部活動の先生のレベルを上げないと、県外の学生には通用しないと思う。

スポーツ施設や公園整備が、整っているとはいえない。八戸は、寒い冬が長いし、道路も凍るので、市民が冬季期間中軽い運動など
できる施設があるとよいと思います。

今後、公共施設（俗に箱ものという）は必要ない。スケート場（屋内）の新設に反対します。

芸術・文化・スポーツに親しむことは心を豊かにするので、強化してほしい。

新しいスケート場は必要ないと思う。

八戸の人口が減っているから子供達にスポーツ強化、環境をしっかりできる人材をおいてほしい。はこものばっかり建てる小林市長
はどうかと思う。

スケートのまち八戸とは言えない。青森では、スケート場にすべれない子どもや大人のために、リンクの上にのせて使う支え（道具）が
あるらしいです。八戸にはないのですか？子どもをつれてなかなか行けません。

屋内スケート場設立に関しての市民からの要望、意見の聴聞会があっても良いのではないか？将来的に長根運動公園はどんな青
写真があるのか？あったら提示して欲しい。八戸市には長根の体育館、東体育館、そして南郷区にもあるが、八戸市内に三つ目の
体育館が欲しい。

スポーツはかたよりなく、親しめる環境にあってほしい

スポーツに関してもっと市民が親しめる環境を整えてほしい。

プロ野球を呼べるような、球場、ドームがほしいですね。そうすれば、他県からも応援団、追っかけの人達が来ます。宿泊します。おみ
やげ買います。資金の流入が見込まれると思います。交通の便が良い八戸に是非、球場（ドーム）を作って下さい。子供達に夢を与
えて下さい。お願いします。

プロ野球の一軍を公式に呼べる（迎える）球場の設置（設営？）プロサッカーを公式に呼べる（迎える）サッカー場の設置（設営？）子
供のうちに本物をみることはとても大切なことだと思います。南郷の道の駅に手を加えてプロを呼べるようにしてもよいのでは。廃校
の活用。既存の施設に手を加える方が、他の地域に作るよりよいのでは。

高齢者向けのスポーツもあればいいと思う。

気軽に行けるスポーツ施設を希望します。（例えば街中に屋内プール等）

スポーツの機会はあるが周知されていない。県外・市外出身者と地元の人との隔たりがある。

うみねこマラソン以外にも都心でも行われているような新しいマラソンの企画があればいいなと思っています。

スポーツ面で野球・サッカーなどプロの試合が開さいできる様な施設をつくるべき！特に県の大型施設に関しては各分野で青森市に
集中して、県南地方に住む人々に何のメリットがないので八戸市もがんばってもらいたい。

スポーツを楽しむ機会は比較的十分に用意されていると思うが、その他地域施設で何をやっているのか、広報が十分ではない。ポス
ターや回覧板だけでなく、学校にむけた宣伝やその他の手段での地域へ向けた宣伝の必要があるのではないか。

市民プールを使用して思う事ですが、シャワー等身体を洗う事ができるところがほしい。球場のそばの自販機はいつも売り切れ状態
だ。

親子が一緒に活動できるボランティアやスポーツ、いなか等の体験、いくらでも有ると思います。

市の施設等で整備するものとしないものが両極端な気がする。 近ではスケート場スケート場と騒がれたがまわりでスケートをしてい
る人は少ない。にもかかわらず長根の球場などは旧態然のまま今どき電光掲示板もない。村の球場以下の現状。

文化、スポーツに於いては、プロや世界大会を呼んだり開催できる施設を少しでも必要と思います。私も若い時は野球をしていました
が、２軍のプロではなく、１軍の本物のプレー見たいと思いましたね。それは見て、向上心が芽ばえると思うこともありました。

室内スケート場を早く建設して、昔のように子供達がスケートに親しみ、氷都八戸が復活する事を願っています。
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「⑤市民がスポーツに親しみ、楽しめる環境が整っている」に関する意見
自由回答

屋内スケート場の早期完成を願っております。ワールドカップ等の世界大会を開催することにより、八戸市の活性化、スケート人気の
回復につながると思います。

市を挙げてスポーツチームを応援する気運を高めて欲しい。

八戸市民は、とても釣り好きな人が多い。しかし、港や岸壁など立入禁止が多く、マナー違反する人も出て来ている。もう少し、釣り人
の立場を考えたり、釣り公園を整備したりするなど工夫してほしい。（海の事故も含めて。）

八戸出身の金メダリスト（五輪）がまったく有効活用されていない。今まで何人誕生しましたか？アマレスの全国大会も、聞いた事がな
い。八戸に誘致するぐらいしてほしい。税金で屋内スケート場作るなら、大会誘致、シーズンオフの有効活用も真剣に考えてほしい。
「年間の維持費で、こんなに赤字です。」いつもの役人のキメゼリフは絶対許さない。

スポーツ施設においても、もっと施設を充実させて国際的な大会を開催できるようにしてほしい。陸上競技場、球技場、スケートリンク
ｅｔｃ．これだけの人口がありながら設備が全く足りていない。

長根体育館が古くなり移転するのではないかと言う話を時々聞くことがある。中心にあり慣れ親しんだ「長根」と言う場所が他市町村
の方々にも（各種大会時）知られている。建替時は是非同じ場所にお願いしたい。

スポーツをしている子供達に公共の練習場や大会のできる施設を増やしてほしい！

色々な公園があるがスポーツに関連した公園があると良いと思う。少子化により部活が無くなり選べない。

室内スケートリンク建設もいいですが、国内のスポーツは、やはり野球が主。プロ野球１軍の試合が出来る球場建設が必要。

野球場やサッカー場などのスポーツ施設をもっと増やすこと。

スポーツ施設も足りないと思う。特にスポーツ施設は体育館等老朽化進んでいても直す事もなく、設備も整っていない。どうしても青
森弘前方面と比較すると、圧倒的に環境が悪いと思う。

スポーツ施設の充実を計り、スポーツ関係の大会や合宿を進めてほしい。

「⑥外国の文化・歴史・言語等の学習を通じて、国際理解が深まっている」に関する意見
自由回答

外国人と触れ合える機会をもっと増やしてほしい。

姉妹都市締結を進め国際化をうたっていながら、実態は相手国の来訪者に応対できるほどの語学力をそなえた人材もおらず、パンフ
レットや資料も日本語ばかりで現状では絵に描いた餅、つまり机上の空論と言わざるを得ない。

市や家庭、教育の場において、国際化に対応しているとはいえない。外人や日本語を話せない市民に対し日本語の使用を強制した
り石をぶつける等の非人道的な対応が目立つ等、国際化からはほど遠い実態である。

外国語の専門学校（２年～３年）が設立されれば就職の幅が広がる

若い世代の方への留学の機会への支援がもっと増えると良いと思います。（国際人の育成支援）

円安の時は三沢から多くのアメリカ人が八戸にくり出してきて交流も盛んだったと思うが、８０年代の水準まで交流できるよう取り組ん
で欲しい

国際化、男女共同の意味が？です。

国際スポーツをたくさんできるようになりたい。

交流人口の拡大・八戸圏域、海外との産業、文化交流の強化。

外国語学習をもっと強化すべき。大人も学習出来る機会を増やすべき。外国からの観光客が増えるように、インパクトのあるまちづく
りを！！

これからは、国際的に通じる人材でなければいけないと思っているので、小さい時からの国際交流としてどんどん海外から海外へ、
人材交流を積極的にやってほしい。高齢者同士が、何らかの形で交流を深めて、楽しい日々が送れるよう、行政の人達もがんばって
ほしい。

教育分野、国際化分野、 近の人達に見られるコミュニケーション能力の低下、これを改善していくべきだ。コミュニケーションを自然
に出来るようになれば、言語等の学習に意欲を示す人も増えるはず、国際理解にも興味を持つ人が増えるはずだ。

他市との交流としてねぶたやねぷたの交換参加、国際交流も各学校代表者を数日交換交流をさせてみたら、もっと青森県の事や八
戸市の良い所を考えさせる事ができると思います。

国際交流が盛んになればいいと思う。

国際大会が実施できるような施設がほしい。

国際化は一部の限られた方たちしか感じられません。

国際理解について、三沢市ほどではなくても、まとまった人数の外国人が居住する所や、就業する職場を作り、市民交流を進めてもら
いたい。輸出できる漁業、工業の会社への就業と経営に参加してもらう。又は、外国人の経営者をサポートする。

外国の文化・歴史、言語に関わる機会が非常に少ない。

国際会議場のような規模の施設があった方が良い。

外国の文化を学ぶまえに、自分の国、市のことを知らないと無意味ではないか。
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「⑦男女が性別にかかわりなく、能力を発揮できる社会ができている」に関する意見
自由回答

表立っての差別のようなものはないかもしれないが、まだまだ、男女が性別関係なく能力を発揮できる社会ができているかと言われ
たら、出来ていないと思う。男女の区別だけでもない。年齢の差別のようなものもある。

男女の格差が大きいと感じる。女性の活用をより考えるべきだ。

社会に関しては全く男女平等になっていない、女性はまだまだ働きにくい環境である。福祉関係の社会福祉士以外の給料が安すぎ
る。

八戸の場合、男性より女性の方がたくましく働いているのを感じる。

男女共同参画等について、女性を特化して優遇するような風潮に違和感を感じる。男女関係なく実力があればそれぞれの分野で登
用することが大事なことだと思う。

国際化、男女共同の意味が？です。

実力のみられる人であれば特に女性と考えず誰でも参加させてほしい。

男女の差は多少なりともあってあたりまえ！！であり、女性が得意なもの、男性が得意なこと、男女どちらでも力を発揮できることがあ
ると思っているのであまり意識してないです。因みに自分のところは女性が多く活躍しており、優秀な人も多いです。（私は男ですが）

ハローワークに行くと男女枠は書かれていないが企業は男性希望をよく目にします。応募するだけ時間もお金もムダになります。

男女共同参画では、職に就いている人にとっては、いいと思いますが、全体として、職の選択が少ないと思います。まちづくりにぎわ
いをというには若者たちの力が必須です。「Ｉターン」「Ｕターン」したいなと思わせるまちづくりをしていかなければと思います。

男女とも年齢を必要以上に問わず、活発な意見交換等出来る様な場を設けるのも十分あっても良いと考えられる。

男女共同参画都市、よくわかりません。この言葉を宣言する必要があるのでしょうか？“あたりまえの事”です。予算必要なし。

男女共同参画で「男女とも同じ条件で働ける」のは重要だと思うが、そこに「希望すれば」が付くといいと思う。母性保護の視点を失う
と健全な母体をも失うことになるのではと心配です。体の造りの違いは認めてもいいと思うし、能力を性別に関係なく評価する社会が
望ましいのであって、同じに扱おうとは違う気がするのですが…。

男女共同参画は強制するものではないと思う。それぞれ、個人で判断すれば良い。

将来を担う子供達の教育や育成、又、女性の能力がフルに発揮できる社会体制に期待したい。

年輩層の多い会社では、まだまだ男女の差別はあります。

男女平等とは言っても性差の特性は大きい。そこを勘違いせず、個別の取り扱いは難しい。

都議会などのヤジにみられるように、心から男女の平等を願っている人が少ない事が原因と思われる。心無い男女差別というものが
「男女共同参画」ということを難しいものにしている現状があります。能力ある人を男女の差別無く支え共に向上してより良い住み良い
心地良い社会を造っていけるよう願って止みません。

男女共同参画の小冊子、作成している割には、見ている方がいないのではないかと思われる

鴎盟大学友会の新年会に市長さん代理として出席して下さった部長さんが女性でした。八戸市に家庭を持ちながら活躍している方が
いて感激しました。

女性がもっと活躍出来る社会作りが必要だと思います。特に農村地区がそうです。

未だに男女差別が見られる仕事が多く、また、女性に対する市からの支援がたりないです。

男女は性差があるのは当たり前で、その差、特性を生かす表現が望ましい。男女性別を無視して十羽一絡げに平等平等連呼するの
は左翼的過ぎる。

男女共同参画について、世論や世間体ありきで取り組んでいるのではないか。行政・市民ともにそれぞれの意見すらないのが実情で
は？“ちゃんとやってます”アピールではなく、当たり前に広い視野・窓口があれば、命題化する必要はないのでは？

賃金格差、雇用態形などの面から考えて男女格差が解消されているとは思いません。男女の性別にかかわらず行われているのは残
業ゼロという名のサービス残業ばかりです。（市民病院もその一例と聞いていますが。もちろん日赤も）

男女の“役割分担”が本来あると考える。家庭を、おろそかにし、権利ばかり主張して、離婚が増え続けていては、意味がない。
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（３）産業・雇用に関する分野

「①農林業の後継者の育成が行われ、農林業経営の生産性や効率性が高まっている」に関する意見
自由回答

農業・牧場・酪農ができる土地がたくさんあったらいいなと思います。自然と動物であふれる市がいいです。

なぜに１次産業の人がなくなっていくのか、よーく考えてみなって。１次産業に働けば働くだけの見返りがあるというのならば、産業基
盤を支える。１次産業のなり手が多くなりましょう

農林産業分野における後継者の育成は特に重要と感じます。

第一次産業は絶対に欠せません。地元で取れた食材は新鮮で美味しく、食べるだけで幸せになります。食が満たされれば、明るく心
豊かな町になるような気がします。

第一次産業に力を入れ食材の堤供と６次産業化への取り組みを図るべきである。

八戸市における第一次産業（特に漁業）は衰退し、農業においてはＴＰＰ参加交渉が難航し、先行きが不透明である。

失業者が多いのに農業に従事したいと思う人が少ない。後継者育成されているとはいえない。

市には産業、一次産業を長期的に見て保護していただければと思います。次世代の為に！

地場産業が近年、（特に水産）振るわなく、一次産業の衰退を感じています。企業誘致をしても一時的で、長期の雇用は不安です。長
期計画が、必要ですが、一次産業の安定が、１０～２０年後、安定した雇用を産む様、感じております。

農業を始めたい若い人への支援！！！友人が「農業をしたいが、重機や道具代だけでも高すぎる」と言っていました。いつ何が起こ
るかわからないので、自給自足で食料確保が出来るまちづくりをお願いします。

少子・高齢化がこれからどんどん増加していくので、農林業の後継者問題がこれから増えてくるはずだから、早急な対策を練っておく
必要がある。

後継者を育成するためには「魅力ある農林業、漁業づくり」が大切だと思います。

農、畜、漁業関係の仕事がどういう状況なのか、全くわからない。関係者であれば広報のようなものがあるかもしれないが、関わりが
ない人たちはさっぱりわからない。

農業は経済的な安定が図られないため、借金が多く後継者も育たないのではないかと思う。

現在の小規模な一次産業では生活ができない。農地の集約化等で大規模な経営を目指したい。

「魅力ある町」には個人差があると思いますが、万人が住んでもここに住みたい！と感じることが必要ですよね。自己満足していては
ダメです。他を見てならって、実践し、反省し、改善し、又、上を目指して、すすんで行って欲しいです。娘は３人の母となる予定ですが
農業をすると言っております。国の方針では色々とアイデア（方針）が出ているようですが休耕畑からあちこち点在していては大企業
や会社にとり上げられてしまい、個人農家は、どのように収入を上げていけば生活していけるのか、とても不安な時代です。農業振興
センターはやはり、国からの指示で動いている訳で、地方自治法等で、市でも行なえるような、個人向けの施策があれば農業人口も
増え、さらに、第六次産業もすすんでいくような気がします。先立つものはお金です。種代、肥料代水道代、ダンボール代等、何でもお
金が先に必要になります。借金してまでの生活はおそろしく不安です。個々人にもっと目を向け、中小企業や自営業の人達が安心し
て暮らせる町、お客様が増える町、八戸を目指してくださるよう心からお願い申し上げます。

農林の体験参加がないと思います。小学校でさえ、浄水場・加工産業の見学はあっても、体験学習はないように思います。もっと体験
学習を増やし、いろんな事を知る機会をふやしてみてはいかがでしょうか。

農業、水産業、工業ともに素晴らしい産業であり、関わっている方たちは、とても良いものを作っていると思います。更にその良いもの
をどれだけセンスよく売るのか宣伝するのかを考え、もっと魅力的な産業の街八戸にするべきです。

今の小規模農家は、採算があわない。やめたいけど、ある田んぼをすてるわけにもいかず、苦しんでいる。

困った時は補助金で穴埋をする体質の改善が望まれると思います。農業はＪＡ、全農の指導を。

八戸の根幹は第一次産業。

農家の高齢化による耕作放棄地の増加の問題や若者の第一次産業離れの対策が必要。

農業人口減少、土を使わず機械生産する野菜工場を建設（水栽培？）

農林業で共同化、大規模化。安くて売れる材木の生産化。法人が農地を取得出来るが転売は農地として利用以外は認めない事とす
る。

農業、漁業など高齢化で衰退している分野へは、「公」がしっかりと介入し、若手が起業できる、状況を整備していく必要がある。

何をやっているのかいまいち見えてこない。もっと農業に力を入れて取組んでほしい。

専業農家の活躍はＪＡの広報紙や八菜館、みちの駅で頑張っているようです。林業の育成が大事と思います。

農業もこれから育成、養殖に力を入れたら。若者の育成（農業はこんなに良いというアピールが不足）

一次産業は大切だと思います。後継者の育成に力を入れて欲しい。

八戸市のみにとどまらず、周辺、県内市町村と連携し、農林業が活性化できるよう支援を、食糧が自給できる強みが青森にはあると
思う、さらにエネルギーも自給できるような方向を目指して欲しい。

農業についても後継者不足（米価の下落、農地継持の困数が拍車）などが各一次産業の低迷につながっていると思われます。
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「②飼料基地などの立地特性を生かした畜産業の振興が図られている」に関する意見
自由回答

県の環境アセスがきびしいとか。まだまだ畜産業は伸び代あり。日ハム・キユーピーもまき込んで取り組んで欲しい。

飼料基地の振興や水産品のブランド化（サバ、イカ、せんべい汁など）や新特産品の開発での企業・大学・行政の連携はとてもすばら
しいと思う。それによりマスコミなどでの報道でＰＲはかなり進んでいるとは思うが、第一次産業の発展や雇用の場が少ないと思う。企
業誘致につながる地域の特性作りをしたほうが良いと思う。

林、畜産、農業、市及び関係企業等国の政策に左右されない様市独自の方針を考え県外に若い労働者の流れを留める様働きなが
ら勉強、資格、習得、自立出来る様、地場産業の確保を図ることと思う。

少子・高齢化がこれからどんどん増加していくので、飼料基地などの立地特性を生かした畜産の振興の問題がこれから増えてくるは
ずだから、早急な対策を練っておく必要がある。

八戸市の現状が見えてこない。接点がないので自らインターネット等で調べなければ、わからないため、広報などで現状を周知し、多
くの人に知ってもらうべきだと思います。

「③漁業の後継者の育成が行われ、漁業経営の改善が進んでいる」に関する意見
自由回答

漁業は廃業増加。何としても足元を強固なものにしなければなりません。

失業者が多いのに漁業に従事したいと思う人が少ない。後継者育成されているとはいえない。

漁業を始めたい若い人への支援！！！自給自足で食料確保が出来るまちづくりをお願いします。

少子・高齢化がこれからどんどん増加していくので、漁業の後継者問題がこれから増えてくるはずだから、早急な対策を練っておく必
要がある。

後継者を育成するためには「魅力ある農林業、漁業づくり」が大切だと思います。

漁業で発展した八戸市であるが現在は後継者問題、又漁業関連業種（造船、内燃機、電気等々）が減少の一途に思われます。一事
業者ではむりですので産学官の連係をさらに図りながら衰退の一途である、八戸の主力産業である漁業関連業種の発展を望む次第
です。

漁業は経済的な安定が図られないため、借金が多く後継者も育たないのではないかと思う。

漁業後継者の育成をぜひ。唯一の専学も閉校になり水産都市八戸の未来が不安です。農業のように若者に魅力をアピールして欲し
い。

八戸は水産関係がないと経済が回らないような気がする。もっと自給自足の産業に力を入れてほしい。

漁業の体験参加がないと思います。小学校でさえ、浄水場・加工産業の見学はあっても、体験学習はないように思います。もっと体験
学習をふやし、いろんな事を知る機会をふやしてみてはいかがでしょうか。

漁業も、若者を育てるという環境がないので、若者が減ってきていると思う。

困った時は補助金で穴埋をする体質の改善が望まれると思います。漁業は沿岸については既得権があり、若者や異業種より離れて
参加したくても厚い「カベ」があり、進展の仕様がありません。

漁業の分野で智恵を出し合い大きな加工場を作る。

漁業の街、新産業都市による産業の街、石灰石の地下資源、農林業など、バランスのとれた街だと思うが、産業振興のために地元で
の雇用を充実したら良いのではなかろうか？

漁業の育成が大事と思います。

漁業で盛り上がるべき八戸なので若者の漁業離れは深刻である。次世代を見据えた復興が大事だと思います

漁業もこれから育成、養殖に力を入れたら。若者の育成（漁業はこんなに良いというアピールが不足）

八戸の水産品などもっともっと首都圏に売り込む必要があると思います。デパ地下などでの“八戸フェア”や“八食センター市”など、ど
んどん売り込むべきです。せっかく美味しいものが、たくさんあるのですから。

八戸市のみにとどまらず、周辺、県内市町村と連携し、漁業が活性化できるよう支援を、食糧が自給できる強みが青森にはあると思
う、さらにエネルギーも自給できるような方向を目指して欲しい。

漁業者育成。こちらが充実出来れば、若者が、八戸から離れる事が、さけられると思います。（私も中学から東京に行く事ばかり考
え、東京に住みましたが古里から、離れてみて土地の良さが、わかりました。今も東京に戻りたい気持ちがありますが、十和田湖・種
差海岸は、長野・栃木より魅力があります。食の分野は、勝てないかも。

漁業関係は把握しておりませんが、様々な外圧で魚種、数量なども限られつつあると聞いています。

私は八戸の出身ではないのですが、漁師の生まれで船の免許を持っています。定年を迎え、第二の人生に漁業を営みたいと思い、
船を用意しましたがまだ未熟で両親の仕事だけでは生活が出来ず、再就職もしております。この度、県の方から漁船登録の無い船は
八戸港には泊められないので出て行くように言われました。他の仕事を辞めては、まだ生活が成り立たず、これでは漁師をあきらめ
て船を手放すしかありません。水産都市と言われる八戸にしては、新たに漁業を営むにはあまりにも狭き門です。改善を望んで止み
ません。
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「④特色のある農産品や水産品、土産などのブランド化が図られている」に関する意見
自由回答

市の産物のアピールが足りない。

八戸や近隣の農産（そば、さくらんぼ、その他？）や畜産（鶏、牛、豚）の特産品、ブランド化、アピールは強化していくべきではと思い
ます。

八戸の事を他県の人に伝える時、魅力が一切思い浮かばない。海産物はたしかにおいしいけれど、プライドがそのまま値段になって
いるかのような高額ばかり。海産物以外も同じ。八戸の特産品は近い県にさえ全く無名にもかかわらず、調子に乗っている気がする。

八戸の物産は、消費者に全く根拠の伝わらない、ナゾの「ブランド」をふりかざしている。もっと第三者の目線で商品を見直すべきだ。
特産品を安売りしろとは言わないが、正直、他の地方都市に比べで特に秀いでている物等ない事を自覚すべきだ。ただ高いだけに思
う。

地元食材や特産品のブランド化、販路拡大。（せんべい汁、いちご煮、前沖さば、いかｅｔｃ）

あれもこれもブランド化では意志薄弱である。八戸でしか出来ないものに目を向けるべき。

八戸のふるさと納税の特典が、魅力を感じません。ストラップ、せんべい汁、いちご煮の他、もっと新鮮さを活かしたうに、とかサバと
かイカとかもっと豪華にしたら良いのにと思いました。もしくは八戸でダイエットホテル、断食メニューを種差のホテルで行う等も出来な
いのかと。食べ物が美味しい八戸で酷ですが。もう少しサバでもイカでも新しいグルメの開拓もあれば良いと思います。

ブランド化にむけてのＰＲ方法などか、魅力的ではないと思う、売りたい。買いたいと思うような感じが弱い

昔のように、ブランド関係なく、市民が良く食べられるように。

八戸のオンリーワンを明らかにし、その産業育成を第一にする。

もっと県や市が連携して、青森のブランドを増やしたり、広めていくべきだ。

土産品等、他県によくあるものが多数。水産品の「一部」だけ人気。観光ＰＲが全くできていないと感じる。他県においては特に三社大
祭は知っている人のほうが珍しい状態。企業が増えないため、雇用には限界あり。今後も若い世代が八戸離れする危機あり

安定を得るには、食品のブランド化や注目をあびる（体に良い品質）の物を考え売り出してはいかがかと思う。

まだまだ特長のある品物が必要だと思います

サバのブランド化はがんばっているがイカについてはもっとＰＲに努めるべきと考える。

中央資本の店舗やフランチャイズチェーンに対して地元貢献を促すべき。創業者育成を強化すべき。

ブランド化についてですが、以前より良く考えられる様になってはきていると思いますが、もっとＰＲ等にも力を入れて、産業が、活発に
なって、若い人達が、都会に行くしかない状態を改善して欲しいものです。

食について。八戸は水産の街ですが、中でもいかは収穫量トップにもかかわらず、イメージとして、函館の方が強いと感じるのは私だ
けでしょうか？随分、昔、活いかは食べられないの？と聞かれた時、いかの街なのにナ～とちょっとはずかしくも思った覚えがありま
す。今も相変らずで、もっと名実共に期待にこたえてほしいと思います。

〈漁夫の利〉と言う言葉がありますがイカやサバを〈産地の利〉で日常新鮮なものを安く食べたいものです。（八戸は鮮魚が高値であ
る）

全国に誇れる特産品としてせんべい汁、いちご煮等を掲載しているがはたして八戸市民の何割の人が食して発進しているか疑問で
ある。（普段、食していないと思う）

八戸市の食に関して、八戸市があるめん、応援、管理する必要があるかもしれない。十和田湖は今低迷しているが、何せ食べ物がま
ずい！各お店にある食堂が、プライドがないような食べ物を出す。だから八戸は食べ物が美味い！プロのプライドがある食べ物を提
供できるように指導して欲しい。

漁業、工業の他に、何か別な物で、特性を生かせるものがあればと思います。観光も限界がありますので、現在、輸入に頼っている
もので八戸で作れる物がないかと考えてみました。漢方薬など栽培し、薬品として工場を作れば、働く人も多くなると思われます。南
郷にワインを作る計画があるとかこれからも頑張って下さい。

今までのように輸入が出来なくなるのを考えて、漢方薬を栽培する

私は、青森県外の出身で、八戸に訪れる友人らは海の幸を楽しみに来ているので、八戸の海産物をもっとアピールできたらいいのか
な、と思う。

特産品の県外へのアピール。八戸の特産品は上質のものが多く、県外でもアピールの仕方によって、まだまだ認知度が上がり、たく
さんの人に八戸を知っていただけるものだと思います。Ｂ級グルメばかり目立たせている感じが出ており、もったいない特産があると
思います。特産品アピールの上手な他県をもっと勉強し、八戸をどんどんアピールしてほしいです。

他県に行くことがありますが、八戸の知名度はあります。イカの町、津波がきた町、八食センターと後何があるの？と聞かれます。

八戸産という食品はほとんど手にはいりません。どこで買っているのでしょうね！

近隣に豊富な農産・水産資源を持ちながら、それを活かす仕組み作りに劣ります。資源の質を維持・向上させながら、いかに「売れ
る」商品にするか。加えて、いかに県外に売り込み、外資を得るかを中・長期ビションをもって取り組んで頂きたいです。

美味しい食材がいっぱいあるのにＰＲがへた！！若い人の意見をもっとすい上げて！！管理職の方々頭が固い！！

おいしい食材がとても買いやすい価格で手に入るのでうれしいです。もっと八戸のおいしい食材や八食センター朝市などが全国の若
い人たちにもしんとうすればよいと思います。
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「④特色のある農産品や水産品、土産などのブランド化が図られている」に関する意見
自由回答

一部商品のブランド化は成功しているところもあるが、所栓どこまで客のニーズに応えられるかは疑問。

特色のある農産品や水産品がたくさんあると思います。今後更に期待したいと思います。

「⑤新事業や新分野に挑戦するなど、意欲的な中小企業が増えている」に関する意見
自由回答

経済活動の活性化。起業家育成と創業支援。若者、子育て世代への優遇策、検討（家賃補助など。）少子化・高令化社会の成長産
業支援強化・高令者の就労支援。

若い人の人口が減っていく中、大企業が誘致されても高給取りになるのはほんの数％の人だけ、しかも八戸の人なの？（高校野球の
出身地みたい）という現状だと思います。そうなのであれば、高齢者、障害者の分野に力を注ぎ福祉分野を発展させていった方がい
いと思う。但し、福祉はだれでもできる仕事ではないので、もっと意欲的な人材を投入すべきだと思います。

現状魅力のある企業は少ないと思いますが、今ある企業にどうしたら魅力をもってもらうかの方がよいと思います。流行の企業よりは
福祉関係産業などに力を入れた方が、よいと思ってます。大企業がきても、採用してもらえるのはどれくらいですか？

八戸は、あまり目立ってはいないが、和菓子、洋菓子ともに美味しい店が少なくない。「鶴子まんじゅう」などの伝統的な菓子もあれ
ば、独創的な洋菓子もある。これらをまとめて、ＳｗｅｅｔｓＣｉｔｙとしてプロモーションしていってはどうだろうか。先駆的な例として、宇都
宮市の「ギョーザ」があげられる。宇都宮も観光の目玉がなく、市内にいくつかギョーザの店があったことに目をつけて「ギョーザの町」
で売り出した。「せんべい汁」や「いちご煮」はたしかに珍しく、かつ美味しいので魅力的であるが、ｔｏｕｒｉｓｔからすると一回食べると満
足できる。Ｓｗｅｅｔｓであれば、ほぼ無限大にバリエーションが広げられ、またリピーター生産につながる可能性がたかい。さらに、その
産業拡大にともなって若年層の定着もみこまれる。

三日町の衰退が激しい。若い人の八戸市からの流出を防ぐためにも魅力ある町づくりを心がけるべき。空き店舗を、創業を志してい
る若者に安く貸す制度などを作り、冒険できる環境あれば良いと思う。町の空きビルは高いしぼろい。空きで置くくらいなら、埋める努
力を！

青森市は競輪場、六戸も場外車券場、南部は、競艇等が有る。市でも考えてはいかが。

ＪＲＡが北沼地区に進出したい旨を表明した時、反対でダメになりその前の競ボートでも同様と伺いましたが、財政強化を考えてほし
いと思います。公営ギャンブルは戦後復興の一手段でしたが全て悪と見なさず。パチンコと飲み屋さんだけの町にならない様お願い
します

ベンチャービジネスをもっと積極的に育てて、産業構造をもっと厚みのあるものにすることが、これから発展する為に必要不可決と思
えます。

八戸は第三次産業に従事する人が多く、第一・二次産業に関わる人が少ないと聞きます。生産性を高めて、これから先新しい展望が
開ければと思います。

今日本は、中国や韓国に色々な意味で害されています。又別の意味でＴＰＰ等、国内の農業や工業等、日本という国自体攻められて
います。つまり、その環境的面を「如何にすべきか」という事を、同胞として、考えなければならない。そのキーワードこそ前後のページ
で論じている『商品券』であります。赤字収入でも賞与を支給する日本国株式会社（一般企業で赤字でもボーナス出す事は自殺行為）
は、本来ボーナスは出せませんが、同じ「日本人」としての思いやりで現物支給（工場なら自社製品等）ぐらいはしましょう。商品券は
物で、商品です。それなら次回支給日期日の商品券を現金のかわりの支給しましょう。日本人同志、公務員側も、仕方がないから、
日本国のみ有効の商品でガマンします。９千兆円もの赤字は、他国の人は助けてくれません。日本が企業努力で改善するしかありま
せん。互いの日本人同志の思いやり商品券。日本の企業のみ換金できます。（赤字をへらす為）。商品券ではローンの返済、学資は
出来ません。純粋消費目的です。

例えば、国は９千兆円にも及ぶ借金をしていながら、賞与を出します。一般企業はマイナス収支なら賞与は払えないのに、日本国株
式会社は、借金してまで賞与、報酬を払おうとします。びっくりです。でも賞与を払うなとは言いません。同額の期限付き賞品券（次の
賞与支給日期限：その後は国庫へ返す）で、その賞品券で、学費や、ローンの返済は出来ない、純粋消費する事。を支給する事。つ
まり日本が戦後、ここまで成長して、世界有数の国家になったのは、「内儒」の力です。金は天下の回リモノ。お金は通貨、つまり人間
と人間の心の通い合いの様に、通い合うから通貨なのです。八戸には共通商品券があります。日本の先駆け商品券賞与により八戸
の内儒を拡大し、元気な八戸市にし、少子化を解決し、税収入を増やし、人材育成と、豊かな感性でつつまれる八戸市へ。

どんどん新しい店やチェーン店が増えてる中、八戸は、商工会や地域組合のせいなのか、そういった新しい店、ブームなものが入っ
てこないためいつまでも遅れている。もっと緩和し、 近の新しい店、分野を取り入れてほしい。今のままでは、街中に行くみ力も理由
もない。つまらない街だと思う。

簡単ではないが新規事業、企業誘致など、雇用創出が急がれる。特に若者の（高、大卒の）地域からの流出を防ぐ為にも。

八戸には、企業が少なく、八戸に残りたくても県外に行くしかない人（特に若い人）がたくさんいると思います。このままだと、八戸から
若者がいなくなってしまいます。だから、企業さんが、今以上に会社を建てやすい都市にする必要があると思います。がんばってくだ
さい！！

新企業、店舗など立地を図り、観光施設や娯楽設備など有益な施設を充実させると活性化すると思う。

自分で起業したり、店を作っている人や「はっち」などで自ら活動しようとがんばっている人を応援する町になってほしい。
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「⑥企業誘致により、多くの企業が立地し、地域産業の振興が図られている」に関する意見
自由回答

八戸にラウンドワンなどできてほしい。

企業誘致して、若年者に雇用確保して、希望を持たせてもらいたい。

企業誘致も、消費産業への誘致ではなく生み出す企業への誘致が必要だと思う。市外企業の消費産業に誘致しても八戸はほぼ潤お
わない。

ラウンドワンとか、大きい施設が建てば、とても夢があると思うし、活性化し、お金も廻って行くと思う。若者が、八戸に永住したいと思
う街づくりを期待する。そして、 低賃金をもっと上げるべきだと思う。

大型商業施設の推進、（アウトレットモール、復合施設）。

中央・他県からの工場誘致も大事であるが一次産業の再生に努力すべきではないでしょうか。

企業誘致をし、地元の人材を育成雇用してほしい

企業誘致や地元の産業を育生すべし。

大企業、工場の誘致、雇用拡大。（岩手県、北上市に負けずに！！）

中心街にもっと無料の駐車場を作ってほしいです。そうすればもっと中心街に人が集まると思います。後はラウンドワンみたいなア
ミューズメントパークがあれば楽しいのにと思います。

ＩＴ企業などが地方に来てほしい。

原点回帰すべき。書面だけの企業誘致はやめて欲しい。

若い人たちの声を聞いていると、「八戸は行く場所がない」とよく言います。なので、若い人たちが沢山利用できる、大きいショッピング
モールやラウンドワンなどを作れば、いまの過疎化している八戸を改善できると思うのでいらないビルはもう作らなくていいからそうい
う建物を是非作ってほしい！！

ＩＴ関係の企業がない。若い子たちが都会へ（関東・仙台）へ流れていっていることをどうとらえているか。優秀な子が働きたいという企
業がない。

たとえばアウトレットショッピングモールとか魅力あるショッピングモールをどんと１つ健てて八戸市の方々が仙台、東京、盛岡などに
わざわざ行かなくてもいいような、楽しくショッピングが出来るショップがあったらいいと思う。紀伊國屋とかジュンク堂のような専門書
の買える大きな本屋があったらいいと思う。「はっち」にもっともっとお土産売場を作り１０００円とか２０００円とか買ったら、駐車場が無
料になるとかしたら、もっとお土産が売れると思う。

働く場がなく、若年層が県外へ移住している現状なので、企業誘致を盛んにすることが大切。このままだと、近い将来、八戸は老人だ
けになる。

若い人の流失を防ぐ企業の誘致に更に尽力してほしい。

工業地帯の充実。ショッピング施設の誘致（若者向け）

企業誘置は当然でしょう。人と物を集めないと何も出来ない。市長のやる仕事はまずそれ。

誘致企業も大事だが、地元中小企業にもっと目をむけること。

なんでもかんでも誘致すれば良いとは思わない。

カフェをもう少し多く誘地してほしい。サンマルクカフェ。

優遇税制で誘致した企業が、数年で赤字だから徹退する場合のペナルティは実施されているのか。

企業誘致を積極的に。他の市町村にやられっぱなし

企業立地の条件が厳しく、特定の企業だけが合致するような条件では、制度上の意味がないと思う

誘致企業のおかげもあってか、若い人が多く街に活気がある。老若男女全ての人が助け合うような、そういう市になってほしい

多くの企業を誘致し、雇用の場が増えるのは良いことだが、怪しい業務内容の企業は来ないでほしい。

大企業本意の開発では中国の食品会社と同じでしょう。箱物を造れば何とかなる時代は終ったように思います。

大卒者、大学院卒が就職したいと思えるような企業の誘致をしなければ、優秀な人材は都会に出たきり、八戸に戻って来られないの
が現状だと思う。

少子高齢化、県外への人口流出の増加等、八戸市は諸問題が今後増えて来ると思います。私の住んでいる地域も人口の減少、老
人が増え、子どもが少ない傾向が年々強くなってきています。こういう状況の中で「まちづくり」を考えた場合、なぜ若い世代が県外に
流出するのか？なぜ子どもが少なくなったのか？このことは八戸市だけの問題ではなく、日本国内の問題だと思います。若い世代が
安心して住める社会、都会のようにいろいろな職種があり、魅力ある企業が多ければ、人口の流出がかなり防げると思います。

市政だよりを見るといつも人口減になっている。人口の減らない対策を。企業誘致。若い人達の職場作り。

企業誘致はインフラ整備と美しい街作りをする。

誘致でコールセンターって？あってもなくてもいいような企業はいらないと思います。必要としている人が本当にいるんでしょうか？一
時頻繁にどうでもいいＴＥＬが来て引き延ばすこと延ばすこと時間の無駄を思い良い印象全くありません！

コストコ（外資系スーパー）を誘致して欲しい。絶対近隣からの集客を見込め、八戸の発展になると思う。絶対良いと思う。この間、カ
ブセンターでコストコフェアーをしたらとても盛況でした。中途半端なものを作らず、本当に集客等を見込めるものを作って欲しい。

もっと企業誘致した方が良いと思います。すると雇用とかも増えて近隣市町村から人が集まると思います。

誘致企業の推進により、若者の県外流出をふせいでもらいたい。八戸の拠点は郊外ではなく、三日町を中心としたまちづくりをしてほ
しい

企業誘致に力を入れて欲しいです。雇用の確保をお願いしたいです。
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「⑥企業誘致により、多くの企業が立地し、地域産業の振興が図られている」に関する意見
自由回答

企業誘致でテレオペレーターなどの求人が多数みられるが、安く人を使いたいという思いが見え見え、一度、面接を受けたことがある
が、電話でのクレーム処理の仕事で心の病で辞める人が多いとのこと。その後のケアまではしておらず、人を使い捨てするブラック企
業ばかりが集まっている気がします。また、ハローワークは何の役にもたちません。

企業を誘致し、雇用の確保

観光に力を入れるよりは、子供たち、孫たちと１日中その場所にいられるイオン下田のような大型店舗を何年かかってもいいので誘
致したほうがいいと思います。八戸は何もない町だね！と言われます。「はっち」は利用価値がわかりません。あれは何？と聞かれて
もおみやげはちょっとだけ、資料館でもなく、中途半端な建物だと思います。三日町とか町と言われるところはデパートからデパートへ
行くにしても、外を歩くので雪が降ればすべる。雨が降れば傘が必要です。年よりには不便です。昔はアーケードらしきものがあったと
思います。天候に関係なくベビーカーでも障がい者でも、年寄りでも歩ける町を何年かかってもいいのです。少しずつでもいいので
す。三日町全体が大きなアーケードに包まれるようなものができないでしょうか？京都とか兵庫に行った時、大きなアーケードを見て、
これが三日町にあったらなあ～と思ったので書きました。（お買物大好きなおばあちゃんのわがままで申し訳けありません。）

パチンコ屋ばかりではなく、ゲームセンター等の娯楽施設や、レジャー施設等を増やしてほしい。

大型のアウトレット等を作っていただけると嬉しいです。

北インター工業団地の企業誘致は、どの程度進んでいるのか？まだまだ空地だらけだ。役所の努力が足りない。冬期、ほとんど雪が
降らないので、どうぞ来てください。「港も、有効活用してください。」と、ちゃんと宣伝して努力してるんですか？いつまでも、特定の企
業だのみじゃダメ。企業誘致して、雇用を増やし、人口を増やす努力をまじめにやってほしい。

大企業の進出で品揃えも良くなるとは思うがどこにもあるような街並みが形成されるだけで面白みはない。

中央からの誘致企業を増やして欲しい。ＪＲＡ等の設置で経済効果をして欲しい（一度、話を断ったのは残念！！）

積極的に企業誘致を行っていると評価できるが、質の低い企業ばかり集めてしまっている。テレマーケティングやBPO関連企業を誘
致したが、大体がベンチャー企業で労働環境や賃金レベルがとても低い。労働意識がさらに下がってあきらめている人ばかりである。
せめて、日本の平均的レベルになるような環境になるようよく企業を吟味すべきだ。補助金を出す以上は、継続的に査察し指導して
いく必要があり、八戸の労働条件の向上をはかっていただきたい。

青森県内は低所得者（全国的）が多いと思います。企業誘致の拡大をお願いします。

「⑦新たな事業（ビジネス）を生み出すため、企業・大学・行政の連携が進んでいる」に関する意見
自由回答

公立大学などを八戸に作り若い人を集める。その上でそのまま八戸で就職して根づくような取組ができないか。

今後中小企業及び新たな事業に対する継続的なサポートが必要であると考える。地域住民及び地域の特性にあった事業の適切な
判断機関（起業する際の）も必要であると考える（アイディアだけでなく）

各産業分野毎に、産、学、民のネットワークを構築し検討。国内、国際マーケティング戦略立案（特にアジア）・ターゲットを明確にした
情報発信の担当課の設置。

新たな事業を生み出すために、企業・大学・行政がこれから、より一層連携し、新しいことに挑戦すべきだ。

公立大学の創設

大学と企業がもっと、連携して大学生の柔軟な頭悩を生かして欲しいといつも思っている。

地方では公務員や安定した一部企業を除いて、定年後ゆとりある生活はほとんど望めないと思います。民間企業の活性化と、賃金
がもっと髙くなるよう、行政も指導、協力するべきと思います。

水産、起業ＩＴに必要な教育機関の集績都市になり若者が長く住み続ける街を目指して欲しい。

「⑧品揃えが充実した店舗が立地し、魅力的な商店街が形成されている」に関する意見
自由回答

街中を活性化させたいのか、郊外周辺が活性化すれば良いのか、どう思っているのか分からない。

八戸市内は、魅力がある店は少ない。なので、ネットで買い物する事が多い。

中心街はもう何をやってもダメなのではないか。はっちも１回しか利用したことがない。街には行きたいとも思わない。１度、街を廃れさ
せ、それから、イチから再建し直すほうが早い。子は宝である。子供が大きくなって市外へ出たときも、「また八戸に戻りたい」と思える
ようなまちにしてほしい。

中心街には魅力的なものや店が何もないし、おすすめの店やイベントがあっても、無料駐車場が無いし、道路も狭く、一方通行が多く
てごちゃごちゃしているのでいつも中心街は避けている。

買物に魅力がなく、不便である。豊富なサイズを取扱ってほしい。（例ば４Ｌ、５Ｌ等の特大サイズなど）自分以外にも米国人等が適切
なサイズがみつからず探していた。

まちの中でも大きな朝市はできないのか。若者が遊べる場所が少ないと思う。公園で楽しい事はやらないのか。もったいない

郊外のショッピングセンターに行く人を無くす様に、三日町、十三日町をもっと若者達がくる様なお店、朝市の様な魅力あるお惣菜、パ
ン、スイーツのお店ができるとよいと思います。
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「⑧品揃えが充実した店舗が立地し、魅力的な商店街が形成されている」に関する意見
自由回答

八戸駅から繁華街までが離れているので、八戸を訪れた人は、「八戸って何もないんだね～」と言われることが多い。八戸駅周辺をに
ぎやかにしろとは言わないが、中心部への移動やＰＲを駅などでわかりやすくするといいと思う。そして、中心街もお祭りの時だけ大
勢の人が集まり、普段は、あまりにぎわいを感じない。もっと若者が集まり、子供連れも行きやすい街を作ったほうがいいと思う。店も
そうだが、遊んだり体験できたり、魅力ある施設を。中心街へ足を運びづらくしている要因の１つは、駐車場である。駐車場の値段が
高いため、足を運べない。それよりだったら、駐車場にお金がかからない、イオン・ラピア・ピアドゥに人が集まる傾向にある。街も、魅
力のある店や施設があって、駐車場も安ければ行くのにね！！と、常々友人と話しています。

八戸市として目標とするまちづくりが良く分からないです。何を市民に求めて、何をやろうとしているのか？所得の少ない状況の中で
子供のために教育ローンを親が負担している中で、子供が大学を卒業すると所得税など増額する。八戸市全体が、賃金が安く借金
が増す状況の中で、親としての負担がすごく大きいです。現在、中心街の開発が進んでおりますが、必要なのでしょうか。今は車があ
るので、駐車場の問題がある中心街には若者は行かないと思います。八戸市、再開発の検討が必要と思われる。

中心街について、仕事帰りに食品を買って帰りづらい。三春屋・さくら野は遅くまで開いてない。スーパーマーケットがほしい。コストコ
のような、大型のスーパーマーケットがあったらいい。

中心街に行っても何もなく、駐車場もない。どこに行くのも遠く、１つの店で用事が足りない時もある。仙台のアウトレットモールのよう
な物があればとても便利。

八戸駅周辺も考えた方が良い。（まちまで遠い）

中心街に老若男女が集い楽しめる施設が欲しい。（駐車場、低金額又は無料金を）

繁華街に若者が（学生も）集まる町にしてほしい。現状はただの飲み屋街。

八戸の政策は予算もないせいか、半端なものが見当たります。八戸駅前の再開発は、確かに、電柱をなくし、すっきりした町並となり
ましたが、店舗がなくなり、閑散とした印象です。ここに少し投資して、ファサードの改修、店舗内の改修工事に投資し助成金を出せ
ば、更に活気のある町並になったのではないでしょうか？住宅のリフォーム助成も今年から無くなりました。作年までのリフォーム助
成金は、耐震補強がなくても２０万円助成されました。工事費は、２００万円超です。助成金額の１０倍以上の経済効果があったことに
なります。

都市サービス（ショッピング、飲食店等、美味しい店を、増やしてほしい）

「まちなか」に人を集めようとする努力は認めるが駐車場が有料なので結局、下田のイオンへ行ってしまう。もう少し、気軽に行ける
ショッピングアーケードができると良い。離れたところに小さなものがいくつもできているが非効率。もう少し、他県の人にも胸をはって
観光地をいくつも言えるようになると良い。せっかく、海も食べ物もすばらしいのに。

八戸の海岸は美しい所があるのに宿泊できる所が無い。津軽のように（ウェスパ椿山など）バーベＱができて泊まることができれば、
もっともっと楽しむ事ができ、県内外からの観光客も来やすいのではないのでしょうか。八戸の町は、魅力的なショップが無い。買いた
い物がどこで買えるかわからない。そのため、効外のショッピングセンターに行くのです。（三春屋、さくら野は高価で普段着にはむか
ないので…）

八戸中心市街地活性化を進めるには。私たちがスーパーで買い物をするときに、いくつかの要件があります。簡単に言えば、欲しい
ものが有るか無いかです。いつ行っても欲しいものが品切れしていたのでは、足が向かなくなります。欲しいもの、とはそのものだけ
ではありません。比較できるものの品揃えも必要です。欲しいものが１個しかない場合、比べるものがないので買わない場合もありま
す。鮮度の落ちた鯖が１パックのみで３００円だったら、それは値引きしないと売れません。でも、少し鮮度の良い鯖がその隣に３パッ
クあれば比べて買うことができます。買った時の満足感も出てきます。サイズの大きい、脂ののったおいしい鯖も欲しいときもありま
す。ようするに、中心市街地での買い物客が減少し続けているのはお客様が欲しいと思うものが無いからではないかと考えます。
スーパーで、売り場の要件というものを聞いたことがあります。「鮮度」「安さ」「品揃え」「陳列」「サービス」だそうです。欲しいものが無
いのは、品揃えが悪いということになります。流行遅れの衣料は、鮮度が悪いということになります。街中は、「高い」というイメージは
安さ感が無いということになります。駐車料金もかかるし。陳列とは、単に商品を棚に並べることではありません。メロンの隣にじゃが
いもは並べてはいません。アウターと下着は一緒に陳列されません。街中のどこで八戸のお土産を売っていますか？どこで聞けばい
いのでしょう。中心市街地ＳＲＳＣ構想を自分なりに考えてみました。個人商店が軒を並べる商店街では、郊外のＳＣやＳＳＭに勝てる
わけはありません。頭脳明晰な市職員の皆様や商工会の皆様。活気あふれる八戸中心街を作るために発想の転換をお願いいたし
ます。

中心街の個人経営は昔の殿様商売感覚で、１番先に駐車場の事を考えて人が来てもらう事を考えるべきと思う。

市内に公共性の駐車場が全然無い事、民営の駐車場はあるけど狭くて駐車場の料金が高い事。観光客には、わかりずらい、そのた
めに中心街に人が集らないと私は思う。

種差に無駄な施設を作るな。１度見たら飽きる。三日町、長横町がにぎわうようにしろ。規制暖和。（ピンク産業）パチンコ屋をなくせな
いのなら、競馬を持ってこい。

中心街をもっともっと活性化して欲しい。若い年代（３０～４０代）のいろいろな人々に意見をきき、とり入れて欲しい。

市の取組みで田向、白山台等商店が分散している。市政で商店街形成と逆行した取り組みがされているという大きな課題あり。マス
タープランを遵守した市政を望みます。

パチンコ店が多いような気がします。 近は落ち着いてきましたが。現在はスーパーが多いような気がします。

人口が減少していく今後、縮少する社会を前提として街づくりを行う必要がある。だが新しい道路よりも今有るものでしっかりと利用す
る事が安上がりかと考える。中心商店街も、せめて、駐車場くらいは、無料にすべき。

地元企業が減少しているように感じる。利益が他の地域へ持っていかれて残念です。
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「⑧品揃えが充実した店舗が立地し、魅力的な商店街が形成されている」に関する意見
自由回答

北東北の拠点都市として合併等で人口３０万人をめざしてほしい。駅前、周辺があまりに貧弱地域である。再開発ビル等にぎわい創
出が必要。他の都市からきた人がビックリしている。おみやげ店等もあまりないし、ＪＲと組んで駅ビル、デパ地下、地下駐車場等でき
ないかな。駅前産業道路をＴ字路を十字路にして一日市の方へ伸ばせば駅前の交通もスムースになるだろう。駅前の道路ですが青
い森腎クリニックのそばで大きく曲ってカブセンターの方へ行く道をまっ直に伸ばし八戸通運の中を通って卸センターの道路につなげ
ると八食センターへのアクセスも更に良くなると思います。六日町周辺のキャブシステム化や市内水洗化率向上も急いだ方が良いで
しょう。国宝のある櫛引八幡宮の駐車場確保も急務です。長根球場を八食センター近くに移して２万人収容可の市民球場としてはど
うでしょう。

中心街を活性化してほしい。複合ビルを建設するのはわかりますが、若者が中心街へ足を運んでもらえるよう、若者が来やすい中心
街にしてもらいたい。

私の住んでいる白銀地区や鮫地区は、１人暮らしの高齢者が多く、バスもいかない場所もあります。日々の買い物や病院など、車が
無い方々の交通手段を考えていただきたい。

本当に特化した事をする。箱ものはいらない。中心街の活性化にお金を使うのは無駄→人の流れをきちんと読んで対応する。海を
もっと活用する。サーフィンをきちんとできるように設備を整えるとか。市民がお金を使うより他の市から（観光など）の人々にお金を
使ってもらう

パチンコ屋ばかり増えて商業、レジャー施設など少ないと思う

下田イオンのような大規模商業施設が１つあれば、それだけで若い人が集まり、仕事場もふえるのに、なぜ八戸は消極的なのか（目
先の利益よりも、先々若い人たちで住みたいような街でなければ人口は減る一方なのに）

駅前・周辺がもっと賑わえば良いと思う。

中心街に活気がない。駐車場が少なく、また、無料ではないため、アクセスに不便。 初の数時間は、中心街での買物の有無に関係
なく無料にするなど配慮が欲しい。

八戸のＰＲは少したりないと思うし、中心街を、これからどうするのか良くわからない。建物の老朽化が進み、ますます人がはなれてい
く様に思う。

中心街に無料駐車場を作ると、今より街が栄えると思います。

中心街の駐車料金の見直しが必要だと思う。

八戸駅周辺に魅力のある施設がない（観光・市民生活どちらの観点でも）中心街に車で行くと駐車料金がかかるので行く気が失せ
る。（バスが整備されても荷物が多くなると嫌になる）

八戸は、三日町の建物を変えていったほうがよいと思う。街であるのに、若者はラピアへ行く人が多い。薬局が 近多すぎるように感
じる。

引っ越しして、感じたのは「色みのない街」という印象でした。全体的に”グレー“というか、さびしい感じがしました。いろいろなことが、
合理的で、（時にはとても便利で、助かりますが）無駄がなく、遊び心のない印象です。無駄の中に、少しの心のぜいたくになるよう
な、ちょっとしたものが欲しいなあ、と思いました。八戸市全体が、もっとおしゃれであれば。大学生、頑張れ！！

車での移動が主な為、仕方のないことかもしれないが、青森市や弘前市などに比べても、外を歩いている人が圧倒的に少ない。この
ことが色々な事に影響を及ぼしているようにも思える。パチンコ店ばかり増え魅力的な店舗は全く増えない。その為、若い人達は、市
外や県外でお金を使うことが多くなる。八戸駅西口の開発を、もっと積極的に進めてほしい。若い人達をとどめておけなければ、八戸
の未来は明るくない。

郊外型ショッピングモールの充実により、市内中心街へ出掛ける機会がないため、そういう施設（もしくは同等の施設）を中心街に立
地させるべきである。

東北新幹線八戸駅を中心とした町づくりが必要ではないかと考えます

中心街に投置しているか（はっち等）中心街に投置することにより、八戸市の人口増加八戸市の発展が望めるか不明と思う。

先日新潟県、長岡市から知事が始めて八戸市に遊びに来ましたが八戸駅を降りた時にこの街が２４万都市？とびっくりしていました。
それは駅前があまりにもさびしく、活気が見られ無いと云う事でした。八戸駅前の開発に期待致します。

中心街の活性化への商業者との対応を。長者まつりんぐ広場活用の再検討（駐車場化してる事や一部山車の保管施設でよいの
か？）文化施設への転用はないのか。

今、自営業であるが、ずっと続けられるか不安である。中心街で経営しているが、家賃を安くしてほしい。経営していけなければ、やめ
るしかない。空店舗が多いというが高ければやっていけないのでやめる他ない。

青森市は街全体活気があるし、住み易い街になってきているが、八戸の「街」は、「個」の発展で、街が結びついていない（青森は連
なっている）八戸の街作り構想、ビジョンが、市民には見えて来ない。現状維持、延長はダメ。「変革」を

中心街の活性化、人を集めるイベント、店舗紹介の拡大

北インター工業団地も桔梗野工業団地も、素人の計画かと思うような状況。責任者どうにかしろ。

中心街の活性化を望みます。駐車料金のことがネックでしょうか？効外のスーパーに行ってしまうのでは。

市内（三日町辺り）の活性化を望みます。

大きなショッピングモールがなく、休日がつまらない。混んでいてでも行こうと思う場所が１つもない。

朝市に関して八戸は、朝市で有名ですが、館鼻とか白山とか街から遠い所しかありません。前の様にまつリング広場で、せめて土曜
日、日曜日だけでも毎週、市が開けばすごく便利です。車が無い我々は大変不便していますので、前の様になれば良いと思っていま
す。市内のホテルへ宿泊したお客様（観光客）もよろこぶと思います。
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「⑧品揃えが充実した店舗が立地し、魅力的な商店街が形成されている」に関する意見
自由回答

千葉県にある「ららぽーと」のような複合型大型ショッピングセンターが、八戸にあったら多くの人が来ると思います。

今現在の八戸は、自然的な魅力はあれど、昔にくらべて街などに行く魅力をあまり感じなくなってしまった。人口も減り続けるだろう。
なので、もっと雇用と教育をしっかりとし、若者が出たくない街を作って欲しいなと思う。

街に魅力感じない。充実した商店街にしてほしい。

中心街でのイベントの時、付近のデパートの駐車料金をその期間中だけでも少し安くすると、もっと人が来るのではと思う。あちこち見
たくても、１時間○○円というのでは時間が気になってしまい、ゆっくり見られないので。

三日町周辺が賑わうメリットは何でしょうか。一番お聞きしたいことです。税金とヒトを投入する意義は？

市街地に人が集まるように駐車場の無料化を考えてほしい

店が無い。コンビニでも有れば、良いのに！！高齢者世帯でも、利用出来る様に。夜遅くまで、やっていなくても良いから。コピー１枚
とるにも、バスで出かけなければ出来ない。

中心街の活性化をもっとすべきだと思います。

私の住む鮫町は大津波以降、空き家空き地が多くなり、住む人が減少しました。働き場所の加工会社、南高校の閉校で市内の地区
の中では目を覆う程にさびれています。何とか、行政の力で道路事情（アクセスを良くする）施設など経済的に賑わいのある街になる
よう、お願いいたします。

産業、観光漁業等色々な面でＰＲし八戸は食べ物がおいしいと言われています。しかし中心街は年々さびれ、大きなショッピングセン
ターは郊外へ進出、県外から来てくれた人達は郊外か中心街かどちらへいけばいいのかなー。活気ある街、中心街でも十分楽しめる
八戸にしてほしいと思います。

中心街へ出掛けても、新鮮な物・情報に出会えずワクワクしません。そのため、買物はネットや、都会へ出てしまいます。

まったく魅力的な店がありません。今後が気になりますが、いつも期待していますが、裏切られてばかりです。八戸をかえる気はある
のでしょうか？

中心街より郊外の方ばかりが商業化が進み、中心街に集まる市民の年齢層も高齢者と年々寂しい街になって来てるような気がしま
す。若者達が昔のように集まるような街作りをしてほしいと思います。

中心街をもっと人が集まるようにしてほしい。希望する仕事の求人がない。時給が安い。

三日町通りのアーケード復活、雨天でもカサを使わず、歩行ができる。便利でないでしょうか。

中心街にこだわり過ぎ。

市、中心街に大型無料駐車場があると、人も集まり活性化すると思います。

仕事柄、遠方の方に会う機会が多いのですが、どこにいけばいいですか？どこかいいとこ有りますか？と聞かれても数が限られま
す。遠方の方は、一つの場所に集中にして八戸を感じたいんだと思うので、駅周辺、中心街をもっと八戸らしさを出す店や、インパクト
の有る設置をしていければと思います。長く八戸に滞在できない人にとっては特に。八戸に来る目的に、ファッション等のショッピング
は無いと思います。なので、湊町らしさを至るところに出すインパクトだと思います。

今から、中心街をショッピングなどでにぎわいづけるのは難しいと思うので、中心街ももっと、農産品、水産品、土産等を売り出す。店
を増やし、八食センターや館鼻朝市のような八戸ならではの雰囲気の街にしてもいいのでは。中心街道路並びに大漁旗を並べると
か。

「はっち」の今後の活用内容と空き店舗の利用内容に期待し、集客率が上がりメインストリートに活気がでる事を期待します。

まちなか（さくら野付近）に無料駐車場があると良いと思う。

市内の中心街をもっと活性化させてほしい。空洞化が目立ちます。

八戸市中心街の活気のなさが著しい。以前よりはバスターミナルが設置される等、バスは利用しやすくなっているが、八戸市はマイ
カーが主流となっている為、中心街に出掛けた際の駐車場の問題を解決しなければ、中心街に人は戻って来ないと思う。バスを主な
交通手段としているお年寄は購売力が低いと思われ、若年層の集客に重点を置いた街づくりが急務ではないか。中心街においても
ウィンドウショッピングを楽しめるようにするには買い物をしなくても無料で駐車場を利用できなくてはならないと思う。郊外のＳＣは何
も買わなくても丸一日無料で駐車でき、子供連れのファミリー層にとても便利である。中心街にも１～２箇所、そういう駐車場があれば
２０～３０年前のように人が集まり、人が集まることで空き店舗のないにぎわいのある街が再生するのではないかと考えている。新幹
線で仙台や東京まで行かなくても、若年層、ファミリー層が楽しんで買い物をすることができる中心街になることを数年前からずっと望
んでいる。若年層が希望を持って暮らせる八戸市にして欲しいと思う。

街中の活性化（交通、買い物）。八戸駅の改善（駅周辺の充実、高崎駅の様な感じが理想）

車での移動が多い私は、中心街商店街は使いづらい。田向地区にイオンが出来たのは良かったが、おいらせ町にあるイオン位、大
きいものであったならと思う。八戸の市民なのだから、なるべく八戸で買い物等をして、八戸の利益になればいいと思う。

返送遅くなり申し訳ありませんでした。４０～５０代の頃は週一度位は町に出かけ、ショッピングや食事を楽しみ、町もにぎわっていま
した。今は出かけても楽しくないよね！と友人達と話してます。郊外型になっているからでしょうか？空き店舗を利用して、小さな美術
展や作品展などどうでしょう。バスの運行情報をえられるのもいいです。バスの低ステップがもっと増えたらいいと思います。
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「⑧品揃えが充実した店舗が立地し、魅力的な商店街が形成されている」に関する意見
自由回答

子ども達に聞くと八戸は建物は立派なのが立っているけど一度行ったら次は行かないと言います。折角市内に大きい建物が増えても
いつも同じ。楽しく無いと言ってます。（もっと中身の濃い何度も足を運べる様な）企業に関しても将来が不安だと。スーパー、ディスカ
ウント店は増える一方だけど、多すぎます。他に若者達にもっと魅力あるまちづくりを希望します。県外に行きたくなるのも分かりま
す。郊外も良いですが中心地の活性化、交通の便、もう少し改良が必要かと思います。八戸に活力を感じられません。

人口が減少している中で、売場面積が上昇している。過剰に思える出店ラッシュに、小規模な店舗が食われている。

本八戸駅から町にあがる通りがパッとしない。アーケード街になればいいと思うけど、１０年位したらならないですかね！

私は西地区に住んでいますが、西地区の静かさといえば聞えはいいのですが、何か、八戸市から切り離されているような感がありま
す。何か、大きなものを設置して、若者も喜んで住めるような働きかけはできないものでしょうか？老人の一人暮らしが目立ってきまし
た。何か、魅力あるもの、興味が注がれるものができればと思います。

中心街のあり方について希望。電気製品、日用品等、売られていないので、不便である。今後、老人社会に、さらになっていくので、
大変大きな問題である。若者が遊ぶ街にはなっているが、（歩行者天国など）、各年代の市民が楽しめる雰囲気は無い。町づくりの
リーダー的組織、人材を根底から、改革するべきと思っている。

駅西にも店舗が増えたら良いと思う。

八戸市の玄関口である八戸駅周辺の活性化に力を入れてほしい。

中心街については優秀なコンサルタントを雇うべきだ。

八戸の駅を降りるとがっかりします。駅前の様子は、今の八戸そのものではないでしょうか。駅どおりが、八戸を象徴するような建物
（今のままで表向きのみ、統一されたもの）が並んでいたら、八戸の駅を降りた時、心がうきうきしてくるのではないでしょうか。また、
中心街にしても同様で、「はっち」も思っていたものとは違い、市民病院のあと地もがっかりでした。五所川原市の立ねぶたの館のよう
に、いつでも三社大祭がみられ、おみやげも買うことができ、八戸のえんぶりをみられるような、そんな建物ができることを願っていま
す。一部のえらい方々から聞く意見（形式的なもの、会議）より、市民一人一人が何をのぞんでいるのか、今、この機会に、市では本
当の八戸の街づくりをするために取り組んでいただきたいと強く願っております。

長崎屋の跡地が商業ビルになる様ですが、とても残念です。中心街に緑地公園でも出来れば、街中で音楽活動している方や、散歩、
外でのランチなど、又、三社大祭での観覧席など、まるでゆとりのない街並を美しくするチャンスの一つであったと思います。中心街に
人の流れを創るには、医療機関、学校、公共施設を置く事です。「広くて安い土地」などと考える為にバラバラ、と散漫な街になってし
まうと思います。どうしても中心街に出向かなければならない用があれば、毎日の人の流れは自然と出来るものです。本八戸駅から
一部、アーケード商店街を備えて露店の方々の使用も許可してはどうでしょう。

せっかくイオンが田向に出来たのに買物してもゆっくり出来ずさっさと帰ることになり規模の小ささにがっかりです。ピアドゥ、ラピアは
次々と品物を見て歩くだけて気が晴れます。実際に買うのは半年後だったとしても、中心街は買物したい店がないです。それでも毎日
のように食料品の買物に行き半日ゆっくりできる所があればと思います。チーノの前にヨーカドーがあった頃、よく貧血や季節の変わ
り目に具合いが悪くなりベンチ（あちこちにあった）に横たわったことがあります。ベンチももっとあってもと思います。

市街地（三日町・十三日町方面）に足を向ける機会が少ない。車社会（駐車場）との関わりもあると思うが。

中心街の活性化。自然人口減の歯止め。

もっと若い人が出ていかない、集まってくる町作りをした方が良いと思います。何をするにも人がいないと成り立たないので！

昔は八日町、三日町方面は日中でも買い物客などでとても活気がありました。郊外に大型デパートなどが設置されて、旧中心街は客
足がうすれ、次第に商店、デパートなども停滞してしまい、現在、思うに旧中心街は飲食店、飲み屋街に変ぼうしたように思われ、歓
楽街化しているのではないか？旧中心街を活気ある街に復興させるために、中心街の商店、デパート、大型店の歓誘、そして、駐車
場の確保に力を注げばどうかな。

中心街の活気が弱い。就職で若者が他県に流出している

家族でクルマで入るファミレスが少なすぎると思います。休日は近隣の町からも人が集まるのでクルマで入ることができる駐車場のあ
るファミレスを誘致することは出来ないのでしょうか。八戸駅前の中途半端な感じは、誰もが感じていることだと思います。図書館や支
所があるので有難いですが、家族でぶらっとすることが出来る所がユートリーだけではつまらないです。駅ナカも立喰いそばはあまり
おいしくないし、喫茶コーナーは小さく、ドトールしかないし。

中心街の活生化に関してだが、「無料駐車場がない」ことが人の増えない大きな理由であると思う。私の場合は「…が欲しいから色ん
な店を探しにいこう」と思ったときに、先の問題があるため、中心街だけはその選択肢に入らない。また、若物の往来の人数を考える
のであれば、ゲームセンターの存在は必須であると思う。「暇だから、理由はないけど街中にいく」という人数を増やすことが、活性化
につながるのではないか。

レックやギガパレスがなくなってから、街へあまり行かなくなった。若者は、どこで遊べばいいのか？もっと若者が暮らしやすいまちづ
くりにしてほしい。ブイヤベースを年に何回もやる必要はないと思う。公園の遊具も新しくするなら、古い遊具もさびてて危険なので壊
してほしかった。郊外にばかり建物（デパート）が出来るが、八戸にお金が入るわけではないので、きちんとお金が回るような商業施
設を作り、雇用促進につなげるべきではないか？

中心街近辺での無料駐車場の設置を願います。

郊外型ＳＣでなく商店街をウリにした三日町を形成してほしい（現代版大内宿のような）ショッピングカートや駐車場を共通にして→観
光資源になるぐらい！！

- 72 -



「⑧品揃えが充実した店舗が立地し、魅力的な商店街が形成されている」に関する意見
自由回答

犬を飼ってる人々がとても多いので、ドッグランを設備したら、休日に家族で楽しめるし、外部からも集まって来ると思います。総合的
な施設（複合施設）が、これからは必要、郊外に、食事・ショッピング・娯楽・スポーツが、一体となれば、車の移動も楽だし混雑もなくな
る、外部からも来てもらう。三社大祭を、もっと全国にアピールする方法を考えて下さい。

これまで、八戸でできた友人と何度か遊ぶ機会がありましたが、地元の人にもかかわらず、「八戸は遊べるところがない」と言う言葉を
聞き、驚きました。観光施設が豊富にあることは大変素晴らしいことですが、私達のように、二十代の人間が想像する「遊び場」とは掛
け離れていることは間違いないと言えると思います。以上の点が、私がこれまでにまわってきた他の都道府県に比べ劣っていると思
われるものでした。

八戸駅西口開発の促進。市内空洞化の抑制

２４万人都市の割には、都市らしさも感じられず、残念です。三日町中心街、三日町パーキング前歩道上のお店は、申し訳ないです
が、町の景観をそこねている様に思います。六日町側でも、その様なお店がありますが、どこか一定の場所にまとめてほしいです。統
一感が全く感じられません。早急な対応が必要だと思います。交通量の少ない路地あたりにまとめた方が良いと思います。中心街が
このまま衰退し続けるのであれば、郊外大型ショッピングセンター進出を規制した意味がなかった様に思えます。大型ショッピングセ
ンターを建設して少しでも雇用を増やした方が、まだ良かったと思います。購売意欲のある３０代～４０代のファミリー層が三日町に行
きたいと思える街にしたいのですが、道路のせまさ、駐車場の問題等、山積です。街全体に統一感がないのです。三日町、十三日町
あたりを堂々と黄断する高齢者、危なくてどうしようもありません。何故誰も注意しないのか不思議です。そういうひとつひとつ一人一
人の向上意識が必要です。

盛岡に買物に行くことの方が多い。

八戸市全体を見たら、多分良くなっているとは思いますが、具体的には、どう良くなっているのかというのは正直分かりません。ただピ
ンポイントでいうのであれば、中心街に人を呼び込むにはどうすればよいか真剣に考えているのでしょうか。大型ショッピンセンターが
郊外に移転したり、今は、飲食店等も中心街から少し離れても駐車場を広く確保出来る場所を選んで出店しているという事を考えれ
ば、今のままの考え方では誰も中心街に出店する人は、いないと思うしますます人通りも少なくなるのではないでしょうか。大分前に
なりますが、どこの町かは忘れましたが、中心街に人を沢山集めるにはどうしたらよいか考えたのが中心街に来た人達には、その手
前に作った駐車場に車をとめてもらい（無料か有料かは忘れましたが）、車を中心街を走らせないで（バス・運送業者等の車は別です
が）歩かせる様にしたら人が沢山出る様になったという記事かテレビかは忘れましたが、そういう記憶があります。今はインターネット
でも何でもあるんですからそうもので調べる事も出来るんじゃないのですか。いろんな種類の店舗が中心街に出店してこそ、人も集ま
ると思います。今のままでは、行っても買物する所もないし、見る所もたいしてないと思います。その為の環境づくりが必要と思いま
す。

夜だけでなく、日中も街に若者が集うようなものにしたらいいと思います。三社大祭や七夕祭りなどの行事のときはたくさんの人で街
がにぎやかになるけれど、普段から、人々でにぎわうような街、八戸にできたらと思います。メンズファッション服を買えるようなところ
も少ないですし、高齢者だけでなく、小さい子から若者まで、楽しめるようなものがあればと思います。

商店街の形成より、スーパーなどの店舗の乱立しすぎに注意されたし。

中心街が、以前程、栄えてないのは、さみしいが、そこにこだわる必要もないのでは。若者達が、集まれる場所。高齢者が、集まれる
場所。こう外でも、大型、ショッピングなどあったらいいと思う。もっと八戸のよさをアピールしていってほしい。

中心街に元気がほしい。その為には駐車場がネックだと思う。

八戸市内にもっとイベントが可能な施設や駐車場。小中野や長苗代等の大型店に人が集まるのとは別に中心街に人が集まる街作り
（夜に飲食の為に集まるだけでなく）。買い物して良し、映画でもコンサートでもパフォーマンスでも自由に開けるようなスポット作り。

本八戸駅前とかアンケートとる以前の問題。よく何十年も放置しているものだと感心する。八戸駅前にしてもそうだし。一部の地権者
＋商店主、動かない行政によりこの問題が悪化し続けている。

中心街に、ピアドゥ内フードコートのように、食べたい物をそれぞれに買って楽しめる場所があれば良いと思う。年寄、子供が一緒に
食事を楽しみたいが、それぞれ食べたいものが違うとなかなか外出しないので、ピアドゥよりも、ワンランク上の、寿司・天ぷら・ステー
キ・パスタ・フレンチなどの店舗があれば、中心街に出ていく機会も増え、ついでに買物などするので、活性化につながると思う。是非
作って下さい。大型電気店もなく困っています。マイカーなしではヤマダ・ケーズには行けません。

中心街のにぎわいも必要だけど街はずれも忘れずに投資してほしい。

若者が休みの日に行きたいと思えるイベントや施設がないので増やして欲しい。

どこにまちの中心があるのか今、よく、みえてきません。部分的にばかりでなく、大きな目で見て、どういうまちづくりをしたいのか、どこ
がまちの中心なのか、考えて、とりくんでいただきたいと希望します。文化的レベルの向上と魅力あるまちづくりをお願い致します。

三日町中心街周辺は無料駐車場がないし、店舗への移動が不便。なのであまり行くことはない。役所に用がある時のみ。閉店、空店
舗も多いので、営業している店舗を集約して一方通行の三日町と十六日町のまん中の一体を公園にしてはどうか。図書館も造る。市
民のいこいの場。また飲食店街に統一すれば駐車場の必要もない。八戸駅周辺をもっと都会的にした方が良い。市が委託する特養
を増やす。市の一画に小さな村のような複数施設が造れたらどうだろう。（入所費用は年金をあてる。もし、退所した時は年金支給を
する。）公園や畑等も造る。医療機関も完備。

郊外の大型商業施設やスーパーは充実していると思うが、中心街や八戸駅周辺が活性化していない。恵まれた観光資源や豊かな
食材があるのだからもっと発展できると思う。
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「⑧品揃えが充実した店舗が立地し、魅力的な商店街が形成されている」に関する意見
自由回答

中心街において、様々な取り組みが、されてはいるが、ラピア、ピアドゥができる以前のような活気がない。車社会の今、車を別の駐
車場に止め駐車料金を払って…と考えると足を運びにくい。（店舗によって、使用できる駐車場が違うということも問題？）どうすれば
いいかということは、分からないが、新しい店舗ができたとしても、また行きたいと思わせる魅力がない所が、多いような気がする。若
者が集まる場所となると、それなりにいろいろな問題も発生するとは、思うが、中心街に若者が来るようになると、もっと、もっと、活気
づくのでは？

中心街の駐車料金の無料を希望します。例えば、１時間以内無料（さらに加算事項あり）各店舗と協力の上、一品購入物がある時は
（プラス）２時間、食事された方は（プラス）３時間、映画鑑賞時は（プラス）４時間。駐車料金を気にする人も中心街に足を運ぶようにな
るのではと思います。

商業施設、産業においても、市内に「八戸ならココ！」と言える所が少なすぎる。マチナカ再生にも時間がかかり過ぎ。八戸駅前、本八
戸駅前にもっと商業施設や企業をふやし、中学生、高校生が「将来この町に帰って来たい」または「ずっとこの町で暮らしたい」と思え
る町づくりを考えてほしい。今のままでは、老後に帰ってくれば良いかなと思う町にしかならないと思います。非常に将来に不安を感じ
ます。子供達が暮らしている中で魅力を感じなければ、人口の流出を防げないと思う。何とかしたいです。

街の駐車場代がかかるので行きづらいです（無料のラピアやＪＵＳＣＯ、シンフォニープラザの方に行く事が多い）

駐車料金がネックになっております。今はあるデパートは一日駐車料金は５００円で、休日は友人と買物をして食事をして時間に追わ
れることなく今は楽しんでおります。若い人や家族にショッピングを楽しんでもらうには中心街の駐車料金が一律料金にならないかし
ら。イベント時の中心街では淋しすぎます。

八戸駅、本八戸駅があまりにもさびし過ぎる。他県から、来た人は、「ほんとなにもないね青森」って言われてショックでした。駅は、他
県の人が来たらすぐ行く所なので、せめて、青森に遊びに来て、わくわくするなと思えるようにするべきだと思います。青森は、魅力的
なお土産がたくさんあるのに、北海道に比べて、宣伝が足りないと思います。駅のまわりに飲み屋もホテルも少ないし、買物する所も
なく、他県から来た人が、新かんせんの、持ち時間で見るとこないです。

中心街はシャッター街になり、営業中の店舗も品揃えが悪いので、ネットショップか、都内で買物をすませてしまう。アクセスしやすい
中心街に、多様な店を、呼ぶ必要があると思う。希望する職種が全くなかったから、東京に行くか、妥協して別の職につくしかない。八
戸にない、あるいは数が少ない分野の企業を誘致してほしい。

八戸にない、あるいは数が少ない分野の企業を誘致してほしい。

魅力的商店街。こちらが充実出来れば、若者が、八戸から離れる事が、さけられると思います。

中心商店街と呼ばれている地域が、すでに商業活動においては、中心ではないことを自覚したほうが良い。市役所と警察も市民病院
の周囲に移転した方が良いのではないか？

他県から来た人に、すすめられる場所があまりない。種差海岸や、三社大祭以外見る所がない。大人と子供が楽しむ場所が少ない。
三沢航空科学館へ行く人が多い。中心街でくつろげる所があまりない。フードコートのような所（ピアドゥなどの）があれば良いと思う。

中途半端な建物が多い。田向のジャスコなどもっと大きなショッピングモールがあってもよいのではないか。

八戸市の駅の周辺に何もない。これでは何の為に新幹線が来たのか意味がない。地域の反対もあるとは思うが、これでは恥ずかし
い。個々の利益より、八戸市の活性化を重要視すべき。八戸はいいところなのでもっと繁栄するべき。

「はっち」に関しては、中心商店街を活性化するためのものであったと思うが、「はっち」そのものへ足を運ぶ人は確かに多いような気
はするが、他の商店からはその恩恵をこうむっていない（客が増えていない）という話を聞いたことがある。市は中心商店街を活性化
するための充分な策を練っているとはいえないのではないか。イオンのような企業を活用し、八戸近隣の町村からの外貨獲得をなぜ
狙わないのか。

三日町の衰退が激しい。若い人の八戸市からの流出を防ぐためにも魅力ある町づくりを心がけるべき。空き店舗を、創業を志してい
る若者に安く貸す制度などを作り、冒険できる環境あれば良いと思う。町の空きビルは高いしぼろい。空きで置くくらいなら、埋める努
力を！

三日町再生計画やはっちなど、市再生町中計画は理解しますが、淘汰される物があるように、ある程度なにをするにも痛みをともなう
ように、新しい物が出来る時の状況を見すえて開発していただきたい。はっち、縄文館など何十億もお金をかけ建てたのはよいです
が、維持管理など今後何年も金がかかり市財政を圧迫し、青森や弘前の駅前計画の失敗にならないか心配です。

三日町の再生にはっちを建てがんばっていると思いますが、運営団体の自己満足に終わっていないでしょうか。商店街の活性化には
『民』を中心に据え、『官』がサポートすべき。どこかの自治体で図書館をツタヤに運営をまかせて、成巧している例のような、マーケ
ティングのプロに運営をさせるとか。人を楽しませる工夫が大事です。はっちはおもしろくないです。

レジャー施設がもっと欲しい。

中心街がさみしい街になっている。夜には人が集まるので夜の街と呼んでいる人もいる。さみしい。それでも街に人を呼ぼうとがん
ばっている人達がたくさんいるのも知っています。大きい街でなくても良いから、また来たいなと思ってもらえる街になって欲しい。えん
ぶりで観光客も来ることですし。冬の方がせんべい汁おいしいですし。
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「⑧品揃えが充実した店舗が立地し、魅力的な商店街が形成されている」に関する意見
自由回答

中心街再開発の動向が気になる。「はっち」なども、集客できる施設ではあるが、中心街全体の経済効果はどの程度のものだろうか。
大手一般企業（アミューズメント施設・アウトレット等）を誘致するのも一つの手段だと考えられる。この先、ますます人口の流出や高
齢化が進んだ場合、県外もしくは、海外の観光客をターゲットに集客数を増やすことが必要と考える。その為には、大手企業の力も必
要になるのではないだろうか。人を集める方法が定まっていない気がする。全国や世界に誇れるアイテムが多くあるにも関わらず、そ
れぞれが単独で売り込みをしては、大きな集客につながらない。まずは集客をしてから各アイテムをＰＲ及び販売した方が良い。

駅を中心としたまちが理想。

はっちとかそんなもの誰も必要としてませんよ。中心街には、人はもどりません。しっかり、かんがえてください。

惰性で住んでるだけで全く期待できない。はっちを造ったら街に人が集まるなんてアホみたいな発想していくら使ったの。一日に何人
利用するためにいくら使ってんの。

近初めて「はっち」に行って来ました。それ程心に残る物が置いてなく、ただ広いスペースを無駄に使っている印象を受けました。歩
く順路も分からなく迷路のようです。この建物の維持、管理、掃除に、どれだけ今後費用（税金）使うのか心配です。

以前タクシードライバーをしておりましたが県外から来られる観光客、出張の方から良く言われた事でございますが、八戸駅周辺が暗
い、中心街に活気が全くないと言われました。又、中心街から八戸駅まで何故遠いのかと言う事も言われました。芸能人や、出張の
方々が発信して下さるので何とか、コンサート（イベント等）の出来る広い、会場や、活気あるきれいな街を作って欲しいです。もっと八
戸をアピール出来る街作りに期待しております。

例えば「はっち」、今や、市民の憩いの場となっております。回遊性もあり、常に人々が行き来しています。つまり「はっち」に魅力を感
じている人が多いということです。

「はっち」について。何か入りにくい。馴染みにくい。中がわかりにくい。内部が充実していないように思う。親しみにくい。

「はっち」を中心とした三日町周辺に人を呼び込むために改善してほしいこと。（１）安い駐車場を増やしてほしいです。たとえば一日３
００円にして時間制限を設けないなど。駐車場を考えると、モール等に買い物に行きます。（２）「はっち」の展示内容を改善してほしい
です。どんなテーマで開館したかが、謎です。たとえば「八戸」がテーマなら市（や周辺町村）の特産品を沢山販売して、「はっち」に行
けばおみやげは何でも買える、というように。今のままでは、一度見学すると十分です。イベントに参加・見学するにも、（１）の理由で
足が遠退きます。

八戸市、中心街の活性化のために、「はっち」が建設されたと思いますが、祭り等のイベント以外、中心街は昼、夜共に活気がありま
せん。正直な所、「はっち」の意味、存在、役割が市民には理解出来ない人が多い様に思います。行政も「はっち」の役割を市民にもっ
とアピールし、中心街活性化のため、今一度、努力すべきではないでしょうか？今後も「はっち」を維持していくのは、我々市民の「税
金」と言う事を忘れないで欲しい。我々市民の生活して行くための収入が減っても税金は…びた一文まけてはくれないのですからそ
の市民が支えている事をどうぞお忘れなく！

「はっち」にいつまで税金を投入し続けるのか。収益性を重視するべきではないか。

はっちの様な中途半端な建物はやめた方がいいと思います。山車をずっと置いておける（夜もガラス越しに見える様に）はずではな
かったのでは？どうやってあの様な建物を建てるＯＫサインが出たのでしょうか？利用状況などはどうなのでしょうか？

ＢｅＦＭのラジオをよく聞いていますが、はっちでやっている活動はとても良いと思う。もっとＰＲするべきです。知らない人がけっこうい
ます。

先日、はっちへ行ってみました。６０代の友人と待ち合わせで入口の広い所で、イスに座ると、イスの高さが高い。足が床につかない。
まるで座りごこちが悪い。イスもかたい。テーブルがあっても、そこで飲み食いはダメらしい。あつい日で、冷たいものでも飲みたかっ
たのに、次は利用したくない。デパートのイスに座って待とうと思いました。子供も年寄りも座りやすいイスが欲しいです。孫を連れて、
はっちの４階で、遊ばせに連れて行った時のことです。エスカレーターをおもしろがるので、１Ｆから２Ｆで降りたら、３Ｆに行くエレベー
ターがすぐわからない。捜してやっとのり、また、２Ｆから３階へ行くのも捜す、同じく３Ｆから４Ｆも捜すと、ちょこまか動きまわる男の孫
を連れて、目的の場所へつくまでも年寄は疲れました。利用者の使いやすさを考えない、建築の立派さだけ。もう利用していません。
ちなみに八食の２Ｆの遊び場は無料で広々として遊ばせるのに便利です。そんな場所を、市で作って欲しいです。市庁と公会堂の間
に？やすみ屋みたいな屋根付きの小さな所があります。どれ、座って休もうと思って入ったら、年寄が座れるイスがありません。孫も
座れません。全く、ひと休みもできない作り。なんのための作りでしょう？若者ならタムロできるでしょう。人にやさしくない税金のムダ
使いです。

「はっち」は、年２億円の税金を使っているがそのお金は、市民に還元されているとは思えない。

はっちは非常に魅力あるよい建物だと思います。もっと街が盛んになればより良いです。デパート等、商業施設に集客力がなさすぎる
し、若い人達がほしい物が何もない。昔の緑屋（Ｗａｌｋ八戸）、アントレ、キャラクター商品の雑貨・文具店等本当に街に出るのが楽し
みでしたが今は全く。老若男女が楽しめる街づくりをして下さい。あと、高校生が座って勉強できる様なスペースがもっとあると良いと
思います。高校生達はそんな場を欲してます。はっちだけでは足りません。

三日町の「はっち」に関してですが、以前から思っていますが、いろいろ商品をそろえていますが、はたして売れているのでしょうか？
時々入って見るのですが、目を引くもの、買いたいと感じる物が全くありません。他にもっと人を引きつけるような事を考えた方がいい
のではないでしょうか？上の階に行くほど、魅力を感じません。何かとても、もったいない感じがしてなりません。申しわけありません。
なまいきな事を書きました。十三日町～三日町と少しづつですが、静寂している感じです。もう少し活気が出てほしいものです。

はっちでのイベントはいつも楽しませて頂いていますが、駐車場に困ります。
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「⑧品揃えが充実した店舗が立地し、魅力的な商店街が形成されている」に関する意見
自由回答

はっちについて、雇用を産むわけでもなく、使用料は高く、何をするためなのか、だれのためなのか、本当にムダ。ただでさえ、中心街
のビルは空き店舗だらけなのに、また新しいビルを２つも建てるのか、ビルをたてても、人は集まるとは思えないし、買うお金もない。

「はっち」はアウガの様にならないよう努力して下さい。市の財源１０億以上使っているものをちゃんと活用して下さい

「はっち」の音楽スタジオは、利用手続き等が大変煩雑で困っている。もっと市民が簡単に利用できるようにしてほしい。

はっちに行く際、駐車場代がかかることをなんとかして欲しい。１時間だけでいいので無料券発行とか。又、はっちをもう少し地元八戸
市民が楽しめる施設にして欲しい！「観光者向け？」なのかよく分からない中途半端かな。。八戸市民との一体感に欠ける。もっと市
民に「はっちに何があったら行きたいか？」みたいなアンケートがあっても面白いと思う。自分は、「八戸市民が知らない八戸市コー
ナー」があるとｇｏｏｄ。あまり知られてない食堂やお店情報とか。サバやせんべい汁とか有名所よりも楽しい。

箱物（はっち等）を作らない。駐車場も無いし中途半端です。八戸駅周辺を２４万都市にみあうべく整備開発すべきです。新幹線の車
窓から自然緑豊か、と思いますがインパクトがない。せめて川沿いに桜並木が広がれば秋は紅葉、十和田、角館、北上の様に人は
集い、散策によい！ユートリー内の祭のだしの展示。１～２年ごとに入れ替えるべきです。

はっちに置いてある子供とか老人がよくすわっている多数のイス（フリッツ・ハンセンのイスです）１脚いくらするか知ってますか？１脚
５万も１０万円もするイスを何脚も税金で買入（特定業者より）市はきちんと市民に説明しないといけませんよ！それとも小生がネット
や報道番組に流して天罰を与えましょうか？→八戸のハジをさらすことになる為おさめておきます。とても悲しいです。反省して下さい
ね。

中心街をもっともっと中心街らしい街づくりを願います。十三日町～八日町のところ中心街とはいえ汚れています。特に十三日町のバ
ス停にタクシーが停止してるのは、ほんとうに迷惑です。三春屋さんで買物した方が、タクシーを止めて、荷物を積み込む時に時間を
かけて、申し訳ないという感じがない。十三日町のバス停のところをタクシー乗り場に利用しないで頂きたいです。ただでなくとも、八
戸は、道路がせまいのに、何とかして載きたいです。小林市長さんに、もっと、市のために、いろんなことをして頂きたい。無理を承知
でお願いします。もっともっと、中心街のためにすることがあります。お考え下さる様願いたいですね。

街中の小さい店、おしゃれな店、小路をきれいに整備又、補助手当の方法、経営のサポート。三日町は、バスのみとか、自家用車
は、乗り入れ禁止などおもいきった策は、とれないか。年中・歩行天でもいいのでは。

「⑨岸壁や防波堤などの港湾施設が充実し、貿易が活発に行われている」に関する意見
自由回答

八戸市の強味を伸ばしてほしい。（工業・水産業）

八戸市は水産加工が盛んで大きな会社もいっぱいあるので市外からもらうイベントをどんどんやれば良い

国際港としての発展について・八戸港のさらなる発展。例えば近りん諸国（韓国釜山港など。）と競合しても勝てる港。どんな級の船で
も受入れ可能な港（タンカー、客船、特殊船など）

八戸港を横浜の“みなとみらい２１”のようにするプロジェクトをやったら、すごく面白いと思います。宮城から、三陸海岸を通って巡り
着いた八戸港がとても活気のある魅力的な場所なら、日本全国、誰もが憧れるスポットになれると思います。八戸線の各駅前それぞ
れに観光スポットを設け、スタンプラリーとか、八戸港に“ゆりかもめ”を建設し、お台場を作るＡＴＶを“うみねこテレビ”みたいな名前に
変え、テレビ局、イベント会社作って、八戸港をアミューズメントパーク！っていうのも面白いかも。外資系の会社をもっと積極的に受
け入れ産業の活性化を計るとか（もう、やってますが）八戸市内、あっちこちを観光スポットにして、若者も年配の方にも“大好きな八
戸”にしていきましょう！

三沢空港から札幌行きの飛行機が運航するようになったり、八戸港から新しいフェリーが出るようになったりしている。こうした県外と
のつながりを深め、多くの交流をしてほしい。

港を活かしたまちづくり

八戸は臨海型工業都市。そしてハイテク企業の誘致が主。漁港の整備に何年！どれだけ費用を掛ければ満足か！

地方なら地方なりに、八戸は港町なので、港を活気あふれる入り口にできたらと思う。

施設の充実が活性化にあらず。港湾利用料の値下げ、２４時間対応港湾プラス同対応の流通センター、商業英語普及等課題も多
い。

八戸市は一般的に宣伝が下手と思われます。特に港湾施設などは岩手県に比べ数段に劣ります。十数年前になるでしょうか。南郷
村の一個人が、南郷そばを町づくりの為に、営業・宣伝し、テレビでも放映された事がありましたが、そのようなエネルギーを八戸市に
は感じられません。

漁港があるのに市場がないのが難点。せっかくの漁かく量があるのに、本当に残念！。市場があるところは人が集まります。イカは
八戸以外、どこにでもあり、今さらという感じです。本当にウマイ、イカだったらいいのに、これも残念！

海岸都市である強みを、活用していくべき

港湾施設の充実より先に市民生活が第一である（例）下山、道路等。

防波堤を必要とされるところに必ずつくってほしい

防波堤はしっかりつくってください。
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「⑩観光ＰＲ等により、知名度が高まり、首都圏などから訪れる人が増えている」に関する意見
自由回答

交通の便が良く、土地が安く、食物も大変おいしい等のアピールがまだまだ足りないと感じる。

楽しくてウキウキする、人が集まる環境作り。

八戸は、キレイな海もおいしい食べ物もたくさんあるのに、観光が本当に弱いと思います。種差海岸も、海辺が芝生なんてすごいの
に、 近できたインフォメーションセンターは、景観から入る気があまりしません。もっと観光客が｀わー、なにー？´と喰いつくような建
物、やる気のある活気のある海の家のようなお店、建たないのでしょうか、ホロンバイルの向いのトイレは、市のですか？キレイになり
ましたか？あまりに汚くて、近づけなかったです。

観光地がないのでＰＲにならない。商工会議所の役員は若い人にしないと八戸市は発展しないと思う。八戸駅西口が発展しないと２４
万都市にならない

観光ＰＲが全くできていないのと、種差インフォメーション、マリエント、グレットタワー皆、中途半端で残念です

行事や、観光に感する事のＰＲが足りないと思う。若い世代は、新聞を取っていないので、先日の種差海岸のイベント等、全く知られ
ていなかった。三上博史さんが来るのを知っていたら、是非行きたかったのに、後日知った。こういうＰＲ不足は以前から多々感じてい
た。お金はかかるかもしれないが、もっと媒体を使って市民から盛り上げる気持ちを起こさせないと、観光に来てくれた人もつまらない
市民だと思ってしまうと思う。又、遊ぶ所が無い。

八戸の観光（祭り、歴史）のアピール出来る施設の推進。

いろいろな所に観光に出かけた。八戸市の名産品など、有名なものが少ないし、ピーアールがへたな気がする。

八戸の三社大祭についてＰＲがたりないと思う。青森の祭といえばねぶた、五所川原の立佞武多それに劣らない三社大祭がある。Ｊ
Ｒ、ホテル等組みパックツアー等ＰＲするべきでは。

長く八戸を離れて思った事は、八戸が今の心持ちで産業を行う為にはまず地名度の向上を行う事が大切だと思う。その為には、都会
を知る人間を観光対象とし、のどかな景色を見せ、物産品の魅力をなるべく安価で売り出し、リピート率を求めるべきだ。例としては、
県の各観光地を整備された散歩道で結び、その道沿いに宿泊施設、特産品商業施設を置き、さらにそこから観光客の家への商品配
送を行う。各宿泊施設では、洗濯設備が充実し、観光客が少ない荷物で散歩道を移動できるようにする等が望ましいと思う。その為
には、八戸市が率先して立ち上がる必要がありそうだと思う。

いずれもＰＲ不足である。いいものをいっぱい持っている八戸市だがいずれの分野もＰＲ、具体性に欠ける。

観光客に対する接客、マナーなど不親切な感がある。

観光客に満足してもらえる八戸市より、ここで日々生活していく市民が個々それぞれに希望を持て、頑張れるところであってほしい。
貴重な若い人達をもっと力強く輝かせる雇用、産業、農水産業の環境づくりをしてほしい。

三社大祭の知名度が低いと思う。ポスターを貼るだけでなく、製作現場等を祭り前でも見れる場所を提供できれば良いと思う。

観行地を増やしてほしい。←（県外からも人が来るような）はっち←（１回行けばもういい）の活用法を孝えるべき！！何度も行きたくな
るように！

種差海岸が、三陸復興国立公園に指定され、地元の方々は何に取り組むべきか、又行政は何をすべきか、役割があるのか心配して
いるのではないでしょうか？岩手県の行動は新聞報導に因れば早く感じられる。いずれにしても種差の自然の美として環境保全・整
備、観光客の誘客であろうと思います。

観光に力を入れる為、八戸市には他の都市にあり、市にないものは、大型観光バスの駐車場と食事処が不足（中心街）八食センター
のみがなんとか出来ているだけで、中心街と海方面にないので作って欲しい。

県外からも多くの人が訪れ観光客が増えてほしい、と思うが本八戸駅から市役所のメイン通りのさびれた状態を見ると、何とも玄関が
あまりにも活気なく汚れたイメージがあり、もう少し人を呼ぶのにふさわしい町作りが出来ないものかと。この状況では、客ももう一度
来てみたい街とは思わないのでは、と感じます。魅力のない商店街の印象だけ。

私は３０代の頃、日本大学通信教育部に通い、東京をはじめ各都市でスクーリング教育を受けました。その度に八戸のＰＲをしました
が、学生仲間は私の郷里に対しての理解は不十分でした。今後、市長をはじめ八戸のＰＲを宣しくお願いしたい。

八戸三社大祭のＰＲをもっとして欲しい。

観光客の人にもっとクーポンなど渡し、市内観光できるようにしてほしい。

丸松ビル等が改装されると聞きましたが、八戸三社大祭の山車が入るように観光客に八戸をＰＲする建物になるよう期待してます。
（青森市のねぶた小屋があるように）八戸の中心街活性のため市民の願いだと思います

種差海岸…すばらしい景観をもっとＰＲが必要だと思います。いちご煮のおいしさも

他県からも参加したいと思うようなイベントも三社大祭以外でもあれば良いのではないかと思います。

テレビや新聞を観ると、他の市や県でいろいろと観光の目玉になる事や商品の開発のアイディアに感心する時があるので、いろいろ
考えても良いと思う。

八戸は、ＰＲの仕方があまり得意ではないと思う。県外、海外にはもっと八戸の魅力をドンドン伝えてほしいと思う。

三社大祭は「ねぶた」と違い知名度が低い、観光客用座敷をゆりの木通りに作るとか、観光客の誘致を考なければならない。

市ではなく、私供市民がもっと考えを変え、対応していかなければならない事が多い気がしております。さまざまな規制が有る中、一
番大事な千年に一度の震災に対応した市は、すばらしいと思っております。市に要望と言うより、私供八戸市民が、全国の人を魅了
し観光の手伝いをしなければと思います。役所中心では無理があると思います。
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「⑩観光ＰＲ等により、知名度が高まり、首都圏などから訪れる人が増えている」に関する意見
自由回答

地元から、親や友人が遊びに来てくれた時、種差海岸・蕪嶋・八食センターぐらいしか行く場所が思い浮かばず、２泊３日のうち１日ぐ
らいで全部廻れてしまう。他に何があってオススメなのか分からなくて困ります。あと２日楽しめそうな観光スポットとかおしえてほしい
です。中心街⇔バスで１本着いたら即そこ！って所がベストだと思います。どこ行けばイイのか分からず悩む。

沢山いい所が有るのにピーアールが下手だと思います。海、食べ物、お祭りなどもっと全国に知ってほしいと思います。

八戸は海に拓けた町、産業に関る施設は大分出来ていると思う。是だけでは潤いがない。海にしたしむ施設等もっと整備されなけれ
ば魅力のない乾いた町としか言いようがない。種差や蕪島はあるけれどもう少し市民いや観光客も楽しめる場所が欲しい。町づくりと
いう大きいテーマ、活気あふれる町、是は人、人がなければ活気が生れない。八戸は海、山、里、川あり、そして夏は海風が吹き涼し
い冬は雪が非常に少ない。此の素晴らしい気候に恵まれた誇れる八戸、何故売出せないのか不思議でならない。同じ東北の南部の
方でさえ雪が積る、企業の誘致に腰を据てやってもらいたい。せっかくの地元の若者をよそに出さずに済む。人口を増さなければ理
想の町づくりは大変だと思う。大変失礼な事を書いてしまったが尚一そうの努力をお願い致します。

八戸市は観光ＰＲが他県に比べると、下手だと感じました。他県から来る人から聞くと、もっとアピールするべき、少し控えめに宜伝し
ては、目にとまりませんよ！と言われたことがあります。

三社大祭の山車の展示会場及びえんぶりの通年催しなどで観光客が多くなると思われる。（山車の里、えんぶりの里、八幡馬の里な
ど）

もっと八戸市をＰＲしてほしいです。☆市内をもっと盛り上げていってほしいです。

八戸のＰＲをもっと充実させてほしい。新幹線でただの通過駅になっている現状を把握し、積極的なＰＲ活動をお願いしたい。「地元の
人のまち」でもよいが、それだけであれば閉ざされたまちとなってしまう。結果、企業も少なく雇用も確保できない。よろしくお願いしま
す。

観光ＰＲが全くできていないと感じる。他県においては特に三社大祭は知っている人のほうが珍しい状態。

観光にもっと「力」をもっと入れてほしい！中心商店街に若者が来るような街にしてほしい！他の市町村や他県に負けないような１つ
や２つでもいいので大きな自慢があってもおかしくないと思う

以前の発展地域のイメージがややうすくなってきているイメージがある。八戸中心街のあり方、利用など、はっちに続き、アピールでき
るようにしていって欲しい。

八戸の観光ＰＲが足りない。全国的にもっと八戸のＰＲを充実させてほしい。

観光で、街に人を呼びたいのか呼びたくないのかわからない。三社大祭に関して、言えば、青森市や弘前市のように中心街の電線
を、地下にする等の、対策が必要であると、思う。

八戸は我々が知らない、隠れた場所にこんなすばらしい所があったのかと思う程たくさんあります。ただ私の思うには、南部の悪いく
せが、謙虚なのか、口べたなのかしれませんがＰＲ不足が影響していると思います。もっと前向きな考え方で一般市民行政と一体に
なって前進していくのなら、もっともっとすばらしい八戸町づくりができるんではないかと確信しております。

観光ＰＲはやっているんですか？もっと別な方法もあるのでは？頭を下げ、腰を低く、おんであんせを心に！

ＲＡＢのＺＩＰと言う番組を御存知だろうか？１週間以上青森県の話題（祭りなど）について放送していたが、八戸三社大祭の話が全然
出て来なかった。（祭り期間中）にも関わらず。ねぶたや、立ねぶたの事はじっくり放送していた。寂しすぎる。八戸の観光発信は、どう
なっているんだろうか？

三社大祭をもっとＰＲしていけばいいと思う。ねぶた、ねぷたに圧倒されて、三社大祭の山車の知名度も低い。

ＰＲをもっと積極的にした方がよいと思います。

三社大祭などはすごいお祭りですが、近隣から車で来ると駐車場がなく大変不便です。観光ＰＲで首都圏から訪れる人も大事ですが
市内からでかけるのも大変な時があります。他の観光地のように駐車場を増やしたりシャトルバスを運行したりするなどの工夫がほし
い。運行に時間がかかりすぎ。

観光地の駐車場が少ない。（三社大祭時）

日本一の山車祭と言うのであればもっと全国にアピールする必要があると思います。ねぶた、ねぷたとそればかりです。

観光する場所にこまっているので、どこをどう見たらいいかなど、わかりやすくしてくれるといいと思います。

他県の美術館に行くことがありました。比べると八戸市の美術館は建物が芸術的ではないし行列ができた特別展をみたことがありま
せん。美術館を造ると相当の金額と維特費がかかるだろな。

観光ＰＲの日曜朝市での態度、言動、ある一部の方のお客様に対する、言動の評判が悪いのにびっくり。やはり顔ですから、信頼の
ある接客をのぞみます。

観光スポット等は、よく頑張ってくれているが、如何せん将来に向けての住民のまちづくりは、まだまだ活気がない。地元商店街も、今
は見る影もなく、臨接するスーパーへ行く老人たちも多い。住民の意識を活気づける何かはないものか。小ぎれいな小さい街づくりみ
たいなもの。と常々感じています。

八戸は観光についてはＰＲがすごくへただと思います。もう少しマスコミを上手に利用出来る様に努力をする様に希望します。

以前よりも知名度はあがり、朝市、三社、えんぶり等観光客も増えたが、町全体が古い考えを少し変えて、若者を育てる方向にあれ
ばと思う。

えんぶり、三社大祭にもっとＰＲしてほしい。
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「⑩観光ＰＲ等により、知名度が高まり、首都圏などから訪れる人が増えている」に関する意見
自由回答

観光事業では航空機利用で八戸基地を利用の九州、沖縄のみならず台湾以南に自前（チャーター便も可）のもので行う。

観光について。新幹線もフェリーも八戸は通過する場所になっているような印象です。もっと八戸に引き止める何かを作るべきだと思
います。「はっち」ももっと一般の人が楽しめるイベントを企画してほしい。一部の人だけが楽しむイベントが多いのでは…？地元の芸
術家やアーティストだけだと飽きてしまうし、みんなが知っている人を呼んでイベントをしてほしい。種差の新しい施設も、やっぱり期待
はずれだしグレットタワーも縄文の施設もマリエントも中途ハンパで１回行ったらもう行かないです。だったらイベントを充実させてほし
い。

種差が国定公園に指定されて１年以上が過ぎたので、八戸駅からのアクセスをもっと考えるべきだと思う。ＪＲだけでは不便！！

アンケートで初めて「八戸」のことを考えました。いろいろな分野でのとりくみをしていて町づくりの大変さを知りました。八戸にも観光を
目的にくる方もいますが、全体的に、一年中、毎日、いつでも来て、案内できるところがないと思いました。

種差は国立公園の指定を受けてから、県外ナンバーの車が多くなった。これが、一過性でなく、末永く、訪れるようにしたいものです。

お祭りについて。八戸は山車、青森ねぶた、弘前ねぷた、五所川原立ねぶた、どれも同じ物がなく、みごとです！競いあうのではな
く、協力しあって青森グルメＢ１等々と、県外ではなく、県内に呼びこむ事を企画したら良いのでは？景色も、日本海・津軽海峡・大平
洋・個性と迫力はすばらしく、宝だと感じます！青森県で足りない所、県内同士の協力性、とても残念でもったいない！認め合って共
に発展できよう願っています。

八戸はお祭や食、たくさん良い所があるのにもっと宣伝して有名都市になっても良いと思う。約２０年程他の都市・地方に住んでいて
思った。

子供から大人まで市民一人一人が、八戸に誇りを持って市外、県外、海外の人たちにも、八戸を自慢できるようなそんなまちになって
ほしい。

はちこ不要

八戸市だけでなく、県内何ヶ所かに住んだことがありますが、八戸市が一番何においても、中途半端な街づくりをしているように感じて
います。お客様をつれて、八戸市を案内しても、胸をはって案内出来るところがなく、若者が八戸市をはなれたい気持ちもわかるよう
な気がします。せっかくある資源を、頭のかたい、ある一部の方々のために、上手に生かしきれないでいるのが、今の八戸市ではな
いのでしょうか。

むつ湊の魚市場周辺をもう少し整備すべきです。蕪島に「道の駅」夜でも休めるカフェ、必要です。お土産がないといわれます。又、夜
間の観光に力を入れてはどうか。

中央からの出張者からよく聞くセリフで、２５万都市にしては、「もったいない」と！街の様子を見た目での感想です。知名度はだいぶ
上ってるので、リピーターの来る町にしたいですね。海がありますからね、温泉とか出れば冬の楽しみ出来きますかね！

青森県のなかで八戸市が一番ＰＲのしかたがうまくないと思う。後、新幹線が八戸でとまっている間に、もっとＰＲするべきだったと思
う。他県に都心にＰＲするべきだと思う。もっと市が活気ある八戸市になって欲しい。

観光資源が豊富で魅力的なところがたくさんあるが、いまいちアピールが足りないように感じられる。青森県を代表する都市としてア
ピールをしてほしい。市民ひとりひとりが八戸市の魅力を理解していない気がする。アピールポイントの統一（意思統合）を図るべきだ
と思う。

はちこが田舎くさい。名前が変。

観光ＰＲが下手と思う。他県から来て４０年になるがすばらしいもの、優れた人が沢山居られるが何かもう一歩前へ出ない奥ゆかしい
所がある。

事業の宣伝や報告類に、パンフレット等を作成して形を整えるものが多いと思いますが、効果には大きく疑問を持ちます。予算の問題
もあると思いますが、継続性を持たせた、事業展開を望みます。

八戸は、遊ぶ所がないイメージ。楽しくないから、県外へ行く。ライブ会場など作れば、県外からも人が来るし、いいと思う。

プレイピア白浜などの跡地を使い広い無料の海浜公園を作っては、どうでしょうか。これだけの広く美しい浜を活用しないのは、残念
です。自然の保護を忘れずに、自然に溶け込むような、建物をとり入れ、日本のどこにもないような場所を作って欲しいと思う。観光に
ついてだが、蕪島、館鼻朝市は、かなりの観光客が訪れているが、そこにつながる駅周辺、観光ポイント間の移動や、ポイント周辺の
整備がされておらず、観光客の動きを上手く利用できていないと思う。陸奥湊駅周辺、鮫駅周辺は、市が責任をもって、テーマパーク
的に整備することで、より多くの観光客を誘致できると思う。（大正ロマン風な建物、男山酒造風な建物で、統一すると良いのでは？）
新井田川沿いをシンガポールの、クラークキーのようにしては、どうか？

もっと世界一美しい市議会議員と騒がれた女の人に八戸をピーアールしてもらいたい。

季節ごとの観光資源を明確にすると良いのでは。温泉資源が整っているのでスタンプラリーの様な事をしてみたら。

テレビ番組やスポーツの大会、学生の練習試合、合宿などで、八戸に（またその周辺に）来ているのを見かけることがある。こうした
人々に八戸市のよさを伝え、また来てもらえるようにしていけるといいのではないか。・かんばん・宿泊した人にプレゼント　ｅｔｃ
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「⑩観光ＰＲ等により、知名度が高まり、首都圏などから訪れる人が増えている」に関する意見
自由回答

八戸の観光をもっと宣伝しましょう！三社大祭、えんぶり、全国的にこういう、云われがあり、そのためのまつり事を、市全体が一つに
なって、やっていますと、発信していきましょう。観光客の口コミでおいしかった食べ物、楽しかった珍しかった風習等、からの八戸の
魅力をもっともっと伝えて、人の流れを作る為の、お祭りの時のガイドさん、を増やすとか、すみませんが、市役所の方々、もっともっ
と、仕事して下さいヨ！のほほ～んと、毎日、役所に通うでなく、どうしたら、街が活性するのか？観光客を呼び込めるのか？市民一
体となって、考えましょう。お願いします。

観光ＰＲをいくら行っていても、宿泊先が少ないため今以上の観光客数は望めないと思う。

八戸市豊崎町にある樹齢８００年の杉の木。見た事はありますか？一目見たらその迫力に圧倒されます。隠れた観光スポットです
が、隠れていちゃダメ。瑞豊館と、寺と、神社で協力して豊崎の通りで何かイベントを行えれば、すばらしいと思います。八戸駅も近い
し「市」の中の大自然。巨樹。豊崎はポテンシャル高いです。八戸市の観光、パワースポットとして有力です。住人の一人一人の能力
も高いです。

観光に力を入れて下さい

「三社大祭」「八戸駅」「せんべい汁」「種差海岸」等、魅力ある素敵なものがあるのに、宣伝ベタと言われます。実際見ると「オーッ」と
感動してもらえるが、そこにたどり着くまでが弱い。またリピーターを作る為の工夫などが必要。それを考える若い人達の力、女性の
視点（するどさ）、八戸をもっと良くしたいと本気で考える人達などの力を集結して、将来“八戸市が住み良い町”と言われる様に頑
張って下さい。

種差海岸等の観光施設を、充実させ、全国的に八戸をＰＲしてほしい。（三社大祭など）八戸駅週辺を、もっと魅力的な街にして欲し
い。

現状は青森との違いを感じている。青森通勤１０数年だが、今年も７／７（月）からＪＲ青森駅では業務放送以外は、ねぶた囃子が流
れている。７／３１になっても八戸駅は何もなし。八戸駅の夕方の音楽は疲れを誘う音が流れている。玄関口のイメージ、とても悪い。
祭りの高揚感なし。

豊かな食材の宝庫であるのにＰＲがへたなのがもったいない。全国展開してブランド化を図れば観光客も増え雇用も充実するので
は。全てにおいてＰＲがへた。

もう少し観光に力を入れてもいいのではないか。種差の道路を車道、歩道そしてサイクリングコース用の道路を整備する。そしてなに
かおしゃれな町にしてほしい。八戸にはこどもの国があるが私の知っている人たちは、いわて子供の森に行っている。もう少し自由に
遊べることを何か参考にしてはどうでしょうか。八戸には大きなショッピングセンターがない。なんでも反対しないで他県の人々を呼び
こむぐらいのショッピングセンターを高速道路の出入口につくれないだろうか。今、八戸の人々は他県にいってショッピングし観光して
いるのを知ってますか？

青森のねぶたと違い、八戸の祭りは町内会等の手づくりだという。祭りがあまり知られていない事を先日の客の話しでわかった。もっ
とアピールしてほしい。

蕪島は天然記念物に指定されており、観光地としても有名です。しかし県外から訪れる方から訊くには、八食センターの方が有名なよ
うです。中には蕪島のみを知らない方もいました。津波の心配もあるため、蕪島周辺の設計は困難であり、立地条件としても少し都合
が悪い事も多いと思われます。だから風情を保つ事を考えました。変える所と残す所の境界線をはっきりさせ、津波の心配があるの
であれば鮫の内陸側を活気的にしていけばと思いました。高齢者が増えていく中で交通手段の確保は大事になります。それの確保
が叶わない方も多いと思われるので、健康ランドのようなものを建ててみてはどうでしょうか。南部山健康運動センターがすでにありま
すが、やはり自家用車等が無ければ移動が大変です。

せっかく教育熱心な土地柄であるのに、そして優秀な出身者がいるはずなのに、お医者さんや、教育者など以外に、八戸には、能力
を生かせる場がないのでしょうか。もっと八戸をＰＲして活生化できる能力を持った出身者が沢山おられるはず。もちろん難しいからこ
そ今だにあのままなのだとは思いますが、「三日町付近の道路」をどうにもできなければ「せっかくの、あの、りっぱな、三社大祭を活
かせない」と思い、いつもいつも残念に思っております。（外国のように、思い切った「パーク＆ライド」（→すみません。ハッキリした呼
び名がわかりませんでしたが…）のようなかたちにはできないのでしょうか？以前、中途半端に、片面を、カフェ風にしたのを新聞で、
見ましたがあんな排気ガスのそばでお茶したくありませんよ）

三社大祭を全国的にもっとＰＲした方が良いと思う。三井アウトレットのような大型ショッピングセンターを作ってほしい。

アンケートとは直接関係のないことかもしれませんが、書かせて頂きました。八戸えんぶりについて。冬の祭りの１つとして、ホーム
ページ等を充実させるなどして、ｗｉ－ｆｉ・スマートフォンの普及により、情報の発信に努めるべき。後継者不足の対策。

八戸三社大祭は、どこの祭りにも負けないと思うのだが、青森のねぶた祭りばかりが、とり上げられることに、いつも残念に思ってい
る。新幹線も通過点になってしまった今、八戸も、もっとアピールしなければならないと思う。

八戸市の魅力、自慢できる所が少なく、県外からの来客があった時に困る。魚介類は新鮮で美味しいことをもっとウリにし、街中に店
舗がもっとできたらいいと思う。ねぶた祭りは全国的に大きくとりあげられるが、八戸の三社大祭はとりあげられることがほとんどな
い。山車の繊細な美しさ等もっと伝えるべきだと思う。

八戸三社大祭。重要無形文化財を各地からの観光客が、いつでも見学できるように三社大祭の山車の展示舘を作り、多くの観光客
に見てもらいたい。大震災からの復興と八戸市の発展になれば良い。

三社大祭で観光客を増やしたいなら、もっと宣伝をしてほしい。まったく、足りてない。
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「⑩観光ＰＲ等により、知名度が高まり、首都圏などから訪れる人が増えている」に関する意見
自由回答

市内循環バスは他県からの観光客の方々にはとても便利だと思う（市民にも）。自身はまだ訪れていないが、種差海岸に新しい八戸
をピーアールする施設ができたとの事。そのおかげで駐車場が狭くなって大変と言うことを聞いた。事実であれば残念。市内でも駐車
料金や駐車のことで普段から苦労している。ブラリ街に行きたいが行けない！

八戸市でも、青森市のように、祭りの期間を長くして、より多くの観光客を集めたらどうか。

観光資源を有効に活用し県外から多くの人が「八戸に行ってみたい」と思う環境づくりをする。現在では、自家用車での観光客が多
く、観光客が観光スポットを目指す動きがみられる。八戸駅を中心に公共、民間で観光ルート、駐車場など観光客を受け入れる構想
が必要ではないか。そのためには市民も、車の運転マナー、歩きタバコ、などマナー向上に努めなければならない。三社大祭、場所と
り、待ち時間周りを気にせず喫煙、観客の子供がクサイ帰りたいと。朝市、看板にはペット、歩きタバコ禁止とあるがペットはいるし歩
きタバコが多く、出店者がくわえタバコで営業しているし、駐車マナーが悪いのも、ほとんど地元の人達では？簡単に考えれば外から
金が入るように、活動をやってれば良いではなく、活動をやって効果を求めてほしい。

私の周囲の人の中には八戸を住みやすくというより、すでにある八戸の良い所を、（主に観光資源や、新鮮は地元の食材）外部に
ピーアールし、注目して欲しいという希望が多いように思います。しかし私は八戸が住み良い街に変わっていけば自然にそのような事
は発信されると思います。従って今回のようなアンケートはとても良い企画だと思い、その機会を与えられた事に感謝します。

国宝、自然（蕪島）に来ていただいて、八戸を、知ってもらいたい。

種差や朝市など、観光資源として利用できそうなものがあるので、 大限に生かしていけるといいと思う。お金をかけて整備すべきと
ころとそうでないところをしっかりと考えていければ観光客を増やすことができると思う。

観光資源はあるのにうまくＰＲされず他の地域からかなり差を広げられている。

無理に観光を創り出す必要はない。

八戸市は産業面においても観光面においても全国にひけを取らない部分が多いと思う。しかし、前述した通り、三社大祭のＰＲ不足
や漁業の低迷化など、今後改善すべき点は多い。特に観光面に力を入れる事で外部からの金銭的収入が見込まれるが、さらなるＰ
Ｒが必要と思われる。少子高齢化時代を迎え、収入源も少なくなってきているが、外部からの収入を増やす事に目を向け、市民の生
活をもっと潤うものにする必要があると思う。職業上、全国に知り合いが多いが、「正月から断水した八戸」は有名でも「三社大祭の八
戸」、「イカの町八戸」の事は誰も知りません。

三社大祭など全国に誇れる祭りがあるにもかかわらず、ほとんど全国に知られていない。観光ＰＲに問題があるのではないでしょう
か？

まちづくりが地域主導でなされ、それを市が後押ししていくのは結構なことですが、これからの将来を担う子供達がどのくらい八戸のこ
とを好きなのでしょう。就学児も含めた年齢層の目線も相入れながらいろんなアイデアを広範に募ることも必要かと。地域にまちづくり
を求めるよりも、中央へ発信出来る素材を持ったまち起こしも必要かと。良く耳にすることですが、遠方から来られたお客様に八戸の
良い所を案内するという点で皆一様に絶句し「どこがいいべ？」と思いを巡らせ戸惑うようです。また中央に行くとたまにＪＲ各駅で、
“えんぶり”などのポスターを目にしますがあれがどれだけのインパクトを及ぼしどれだけの集客につながるか疑問です。良い素材は
沢山ありながら、それを活かし切れずにいることに情けなさを感じます。

私は県外の出身ですが、「八戸に住んでいる」と言うと、みんな名前は知っているようですが、「八戸って何があるの？」「あえて八戸に
行くってことないよね」という感じのことを言われます。美しい自然や観光資源があるのにとても残念な気持ちになります。八戸のすば
らしい所をもっとＰＲしてほしいです！！

八戸駅周辺をもっと観光客の人が楽しめる駅にして欲しい。

７／２９の「ガムテープを貼らないで」の記事を読み、がっかりしています。場所取りの工夫を考えてほしい。時間を決める、テープを残
さないことを約束する（連絡先をきくなど）他県からも観光客が来てくれると思うので八戸市民として恥かしくない、気持の良いもてな
し、マナーを皆で考えてほしい、市の方からもそれらの指導をしてほしい。何かにつけ青森県はワーストワンばかりが目立ち、何ともさ
びしい限り、少しずつ、汚名挽回できるように。自分の生まれた街が良くなって、好きになるように。又、マナーについて言えば、緑の
ある場所に粗大ゴミを捨てていて、ほんとうにあきれる。散歩に出かけ、車道を外れると何と多いことか。

お祭の時の場所取り反対です。道路にガムテープはり、その後は汚すぎる。誰もが見たいのだから、場所取は中止してほしいです。
地方から見に来た人が困っています。私も昨年まで見に来ていて、びっくりです。ゴミも多く、地方から見に来た人は人の頭しか見え
ないです。市で何か良い考えはないものかしらと思っていました。今年から私も八戸に住むのですがマナーが悪いのでびっくりしてい
ます。

親や友人が遊びに来てくれた時、種差海岸・蕪嶋・八食センターぐらいしか行く場所が思い浮かばず、２泊３日のうち１日ぐらいで全部
まわれてしまう。他に何があってオススメなのか分からなくて困ります。あと２日楽しめそうな観光スポットとかおしえてほしいです。中
心街⇔バスで１本着いたら即そこ！って所がベストだと思います。どこ行けばイイのか分からず悩む。

観光スポットにきれいなトイレを整備してほしい

八戸に親戚や友人が来ても連れて行ける観光地が少ないと思う。（蕪島や種差ぐらい！？）もう少し楽しめるスポットがあっても良い
のでは？
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「⑪求職者が希望する多様な雇用の場が確保されている。」に関する意見
自由回答

市外から引っ越してきたからか、特に思うのは 低賃金や時給のあまりの低さに愕然とします

仕事がな困っている人たちも沢山います。中にはわがままな人もいますけど会社がきゅうに倒産している人たちもいます。もっと雇用
のことも考えて下さい。

企業間の格差があり、永年雇用に結びついていない。

仕事が少ない。給料安い。これで人が集まるわけないでしょ。

自分の生活は楽ではありません、自分の努力もたりないと思っていますが、楽に生活していける仕事もないように思います。自分の
子も、東京に行きたいそうです。もっと、なにかできないのでしょうか。人が消えます。

八戸の雇用の少なさには正直大変です。雇用されたとしても、まともな企業も少なく、時給も低い。もう少し改善された方が安心して住
めます。

低賃金をもっと上げるべきだと思う。

八戸は物価が高いのに、 低賃金や収入の水準が低すぎると思う。結果的に商業（飲食業、サービス業）が発展しにくい。市の活性
化を図る為には、 低賃金を上げ、収入水準を上げるべきだと思う。

定年が６０～６５才の所が多くて働きたいと思っている人がたくさんいるのに、会社が受けつけてくれないので、働く所が少くなってい
る。

八戸は全国的にも住みやすい町だと思っています。共々に、若者のあふれる町づくり、子育ての充実した町づくり雇用安定の町づくり
に取り組んで下さい。もっとより良い町づくりをしようではありませんか。役所の方々よろしくお願いします。

何を言っても、かわりばえしないから、無駄かもしれないけど、雇用安定できるためにも、大企業や、中小企業（特に中央の会社）の八
戸支店、八戸営業所等をふやし、給料水準を関東圏に近づく様にしてもらいたい。八戸は全国的にもワーストに近い、この不名誉を
全国上位にもっていく事が望ましい。そうすると若者が八戸に長期滞在する街をつくれる（まちがいない）役所の方々はもっともっと真
剣に取りくむべき。

雇用について。特に定年退職（６５才以上）でも、年齢に関わらずにその能力、技術を活用し、多様な雇用の場を確保されたい。

高校、大学を卒業した若者が地元に残って生活できる多様な雇用の場がなければいけないと切に思います。屋内スケート場を何億
円もの血税を使っても使う人がいない。また、将来いなくなる。

賃金が安すぎる。選ばなければ、就職があるかもしれないが、給料が安かったり、ブラック企業も多い気がする。

求人倍率と求職者が希望する業種がミスマッチしている。 低賃金で求人出す所が多い。一次産業が元気ない。

企業が必要とするものと求職者が希望するものが違う雇用改善策が両方の立場の方々に合っていない

魅力ある産業都市、自分も働いてみたいと思わせる仕事内容、雇用条件等を明確に具体化してみせるべき。

いずれもＰＲ不足である。いいものをいっぱい持っている八戸市だがいずれの分野もＰＲ、具体性に欠ける。魅力ある産業都市、自分
も働いてみたいと思わせる仕事内容、雇用条件等を明確に具体化してみせるべき。

４０～５０代の再就職に向けての資格取得などの支援を増やしてほしい。

中高年の方（女性）のフルタイムの仕事がほとんどない

八戸市内に希望する仕事が無く、都会で働いている若者を何とか地元で働いてもらえる様に政策を尽くして下さっている事は、広報
や新聞等で理解しております。しかし、全体的に行うのは、あまり効果が無く税金も無駄使いになると思います。八戸から住所変更し
た若者１人１人にアンケート用紙を送り、八戸で働けるには、何が必要か個別に対応すれば、確実に、人口増となり、少子化問題も、
解決すると思います。他県に住んでいる若者への対応が難しいのであれば地元に残っている家族と親子が話し合い地元に戻れる方
法を検討してみる機会を与えていただきたいと思います。就職や保育園等のコーディネイトが、成功すれば、八戸の人口減少問題
は、解決すると思います。大変な作業かと思いますが、その専門の窓口を作って下さり、広報して下されば、必ず前進すると思いま
す。よろしくお願い致します。

主婦が働ける職場を増やしてほしい。

働きたくても労働のわりに賃金が少ない（保育、福祉はサービス残業が多く、しかくがあっても生涯働きたいと思わない）。観光ＰＲを
もっとして、八戸に観光客を呼んでほしい。そして地域の中で祭りのあとなどゴミ拾いしたほうがいいと思う。（七夕祭りの時のように）

職安での求人内容（給料、労働時間、残業等）が、実際とは違いすぎてるのが、多すぎると思うので、調査等が必要だと思う。

時給を上げろ。

まずは雇用できる元気な職場が増えないとならないので、産業が発展できる研究に力を入れる必要があると思います。

求職者の希望どおりの仕事などありえない。農業・畜産業の求人は多い。

現在、青森で短命県返上なんてキャンペーンやっていますが、時給 低に近いのでそれも八戸で上げられないのかと思います。

低賃金が低すぎると思います。せめて都心に近い給与体制になれば。八戸でお金を使いたくても、使えません。４０歳になると途端
に給料が低くなるのも嫌です

大学を卒業しても地元就職は不可である。やはり、企業誘致が大切かと思う。

八戸は雇用が少ないし、給料が安すぎる。

若い人が働ける場の確保をもっとしてほしい（ＩＴ以外で）

雇用の場が多くなっている気がするが、求職希望の場が一致していないのでは。

- 82 -



「⑪求職者が希望する多様な雇用の場が確保されている。」に関する意見
自由回答

「帰郷したい」と子供に言われた。勧める企業（職業）が？

子供達が帰って来て、就職・結婚できるような八戸市にしてもらいたい。

八戸はもっと産業が多く集まってほしい。そして若者が八戸で職に付けるようならないと八戸市または他の町も良くならないと思いま
す。まず職場につけるよう願う。

とにかく就職するにあたって、この会社をやめたから、この会社に入る為にスジを通す必要があるみたいな雇用はやめてほしい。青
森県内は足のひっぱりあいになっている気がする。実際、足のひっぱりあっている人がたくさんいることの話も、けっこうききます。

青森県内の雇用に関して、八戸市内においても、南部と津軽のような、カベがあり、なかなか就職がむずかしい場面がある。この会社
に行くので「スジを通す」みたいなことがひんぱんにある。これをやめてほしい。

若い者たちが、「帰ってきたい」と思うような、仕事をたくさん作れる行政であってほしい。

お祭の時だけではなく定住してくれる人、其にはやっぱり雇用が大事、働く場がなければ若者が来ない。若者が住めば子供が生まれ
にぎやかになる。是が活気の源。

東京から転居してきましたが、雇用が少なすぎて、こまりました。

子供が、八戸で働きたいと言うくらいの企業をぜひ持ってきてもらいたい。大手企業です。優秀な人達は、みんな県外に行ってしまい
ます。それでは、八戸の展望もない訳です。ぜひお願いしたい。

仕事もアレコレ言われ断わられるのが現状で就職が出来ずに困ってる方、沢山いらっしゃいます。母子、父子家庭の方の問題、子供
が主になり仕事に就けない方もいます（子供を預けれる環境にない方の場合です）

帰郷したいが就職口がないのが現状である。若者の働ける企業が増えることを望む。

中小企業の社員の勤務状況・例えば休日出勤手当など手当の見直し、消費増税に対する社員の給料の見直しを八戸市からなにか
対策を出してもいいと思う。休日出勤手当などを出していない中小企業が八戸市には多いと思う。

皆がある程度の収入が確保できるように産業開発に力を入れてほしい。都内からきてみましたが、若者からお年寄りまでの人たちが
アルバイト又はパートをかけもちしないと生活できないと言っていました。すごく心が痛いです。

産業が多くなりつつあるならば、無資格でも教育しながら覚えていけるような企業を増やすベき。資格限定するのなら試験に向けて支
援・援助する等。雇用はあり余っていても長く勤められる企業が少ないし、まず給与低すぎる。これでは求職者のフリーターが多くなる
一方。

八戸市に雇用がなく大変困っている。就職しても社保関係がなく雇用保険もない。先が心配です。収入も少なく、結婚できるだろうか。

市外から来て、特に一人親の子供が、小さい人が、働ける職場が、ほしいです。

当市の人口は２４万人を切っております。若い世代は中央へ進出しています。八戸に雇用の場がないのか、八戸のまちに魅力を感し
ていないのか？またすぐれた文化人たちは、八戸を去っていきます。八戸に雇用の場があり、文化人たちも活躍できる「まちづくり」が
重要だと思います

「Ｉターン」「Ｕターン」を受け入れる器ではないと思います。

働く場所があって町には人がいっぱい集って若い人達がいっぱい行ったり来たりの街を想像しています。八戸は、陸、海、空が便利
なのでこれを利用すべきです。

産業が栄えて若い人が地域でお仕事が出来きることがいいけど、町内をみても若者がいない。

八戸市の 低賃金が、全国の平均より低いのは、どうしてですか。生活が苦しくて、とても大変で、今後が不安です。

賃金のベースアップが必要です。お給料が安いので、若者等は県外へ出ていってしまうと思います。お給料・所得が増えれば、税収
も増えてくると思います。そのためには企業の利益も上げなければなりませんが、色んな部分で足りない所が多いと思います。正直、
今の行政では、町作りの方向性がまったく見えません。

全体的に給料が安い。安すぎます。

職種にもよるのだが、数ヶ月に渡り募集（店頭広告等）しているものの、経験・興味があっても年齢だけにこだわる事業者が多く見受
けられる。広い視野をもって、雇用体制を行ってもらいたい。

企業が増えないため、雇用には限界あり。今後も若い世代が八戸離れする危機あり

他の都市部はアーケードにしたりして工夫しているが、八戸はすごく不便だ。その為中心街で働きたいっていう人が少ない様に思う。

八戸市の企業はまだまだ、子育てをしながら働く女性に対しての理解が出来ていないと思います。小さい子供がいると面接の時に話
すと、渋い顔をする企業、経営者が多いと思います。

首都圏や県外の大学に進んだ若者達が地元に帰って来れるように雇用を充実させないと高齢化も人口流れも食い止める事ができな
い。地元企業の発展と企業誘致、景気回復、活気ある街づくりが急務と思います。

若い人たちの雇用が難しいのは、雇用してからの教育がされていないせい。若い人は、仕事もできないでいて仕事をおぼえる意欲が
見られない

小さい子供がいると、なかなか雇ってもらえない。

高卒後、大学進学と共に県外に転出される方が多く、また、Ｕターンされる方が少なく感じます。大卒の雇用の場が少ないです。優秀
な人材確保の機会を失ってませんか？

孫の会社倒産で次の会社に入るには狭き門で１募集に４０～５０人以上受けると聞き、その結果半年以上も決まらず、家族であせっ
ています。この先明るい方向に期待します。

若い人が八戸で働ける場を公務員以外でできるといいと思います。（特に大卒の子が帰ってこれる仕事）

若者が地元に残っても生活出来る仕事職種が少ない。公務員と地元の中小企業などでは、収入の格差が大きすぎる。
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「⑪求職者が希望する多様な雇用の場が確保されている。」に関する意見
自由回答

長期的な面から考えると、若者が住みたいと思える八戸市にすることが重要だと思います。「関東に就職したが、八戸に帰ってきた
い。しかし、仕事が無い。」という話をよく聞きます。長期間、安心して働いていける雇用の場を作ることが重要だと感じます。八戸市の
職員採用の人数を増やしたり、経験者枠を創設すれば、地元が八戸の優秀な人材がＵターンで戻ってくると思います。青森県職員採
用試験や、他の行政職員や国家公務員採用試験は経験者枠があります。八戸市も取入れるべきではないでしょうか。正社員雇用が
増え、家族が増え、八戸の人口が増えれば消費も増え、仕事も増える。よいサイクルが生まれて八戸が長期的に発展すると思いま
す。

八戸で長期間、安定した雇用の場が少ない。高校や大学を卒業して八戸で働こうと思えない環境となっている。バイト、パートなどの
非正規社員では家庭を作ることが難しい。公務員を増やしたり、大企業を誘致することが必要ではないか。

若年層の働く職場が少ない。漁業→工業地帯と発展してきたが現在は両方共に行き詰り感があり、若人の流出が続いている。

大学を出てきてもパート仕事しか就業先がなく、長期雇用が望めない。収入も安定しないので生活不安が付きまとっている、と思われ
ます。結婚も子育ても難しい。学生が多い街は、活気があって元気なところが多いですよ。

若い人が働く場を多く確保してもらいたい。

企業誘致をするのは良い事だが、助成金が企業だけの利益になり、雇用される側に不利益になるようなケースも見られる。仕事が安
定すると、色々な効果が出ると思う。

第３次産業の受け皿が多いため、画一的な人間形成になってしまっている。第１次、２次産業を活発にすることで、職業環境が大きく
改善すると思う。若者の県外流出も防げる

６０才過ぎた自分はどんな仕事ができるのか、相談できる所がわかりやすく教えてほしい。必ず生活できる位の年金がもらえるか暮ら
していけるか心配

６０才以上の雇用が充実して欲しいです。市役所での相談はできるのでしょうか？おしえて欲しい。

若い人達が働く場所があまり無い様です。会社内の環境整備などをして、気持ちよく働ける場所を増やして欲しい。

妻は求職者ですが、事務系の職種が少ないのにはどんな理由があるのでしょうか。転勤族で知り合いのいない環境におかれている
人たちへのふれあいの場のようなものがないと、仕事も決まらない人たちは狐立してしまい、引越してきたことすら後悔します。

求人数が少なすぎる。

学歴が必要でない職種には、例えば中卒でも応募できるように行政から指導して、地元に若者を残していくこと考えるのはどうでしょう
か？何しろ、若者が就職できて健全な納税者になり、結婚してこの八戸に家を持ち、子育てをしていかないと、未来はないと思いま
す。商店街にしても今の子ども達は日曜日に親と三日町で買物をして外食してという思い出を持たずに大人になれば、自分が親に
なっても三日町にはもどりません。長期的な展望が必要なのではありませんか？

子育てをしながらでも安心して働ける雇用の場を増やしてほしいです。

年金をもらえるまでの５年間をどうして生活していくか不安です。定年になってからも安心して再就職できるような環境を作って欲し
い。

若い人が働く場所がないのはかわいそうです。企業誘致をがんばって下さい。

今の仕事の在職中にハローワークに行ったことがあるが利便性はあまり高くないと感じた

社員が八戸市内の会社で働くことに誇りをもてるような、安定した雇用形態・条件のもとで生活できる環境づくりが必要

地元採用（八戸市にずっといること）が求人の条件には書かれていないが、転勤族だと採用されにくいように感じた。

若者の働く場を確保して欲しい。人口減の１番の問題だと思う。

雇用が充実して豊かな生活ができる。そのためにも収入等も安定でき、人口増加に繋がるようにしてほしい。

若い人達の働ける職場、産業がもっともっと必要と思います。皆都会に出て行くので、地元で働きたい人が、本当に大変困っている。

雇用について、生まれ育った八戸が好きで、この町で役に立ちたい志を立て学力、体力を身にしっかり着け、友人多く、先生方から応
援され望んだ県職試験、２年続きで面接落ち、県外に出る事になる。こうやって若者は、ここを出てゆく。

八戸の中小企業は、まだまだ、労基本や給与水準等の人事関係のレベルが、失礼な話し、低いと思われます。経営者はもっと法を守
り、働きやすい職場づくりをするべきと思います。

若い人が、やりがいを感じたり、働いてみたいという職種からの求人が必要だと思う。介護員の求人ばかりで、やむを得ず働き、離職
しているように思う。

子供は、今、大学在学中ですが来年には就職活動が始まります。八戸市は、社員としての雇用が少なく、パート・アルバイトが多いで
す。何の為に大学まで、入学させたのか？このままでは、県外へ行ってしまう感じがしています。子供に聞くと、八戸は、給料が安い
し、職種や、求人が少ない、何もない街と答えました。寂しいですね。若い世代の人達が、減って、老人だけの街になっていくのでしょ
うか？

仕事がなくて若い人たちが大変だと思う。社会保険もない会社があったり、給料が安かったりなんとかしてほしいと思います。

ハローワークへ行って、求人情報を見ますが、いつも同じ様な職種が並んでいて、色々な職種の中から仕事が選択できればいいの
になと思っています。
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「⑪求職者が希望する多様な雇用の場が確保されている。」に関する意見
自由回答

若い世代が、正職員になれる様、さまざまな雇用が増えると良いと思う。関東なみの労働賃金になると、若い人が地元に残り、八戸
市が活性化し、少子化問題も、改善される。老後も、安心して生活できると思います。

都市の大学を卒業し八戸に帰ってきても思う様な仕事がないと都市にとどまる人が多いと聞きます。その事は将来的に人口減のみな
らず八戸の衰退につながります。優秀な人材がよそに行かない様な政治を望みます。

地元の青年達が、県外に行かなくてもいい、雇用をお願いします。

子供が八戸で働きたくても働く会社がなく、子供と一緒に住む事ができない。老後が不安である。

八戸には若者が就職したいと思う職種、求人が少ないと思う。

雇用も、魅力的な働く場がなければ若者は減る一方だと思います。

特に問題だと思います。多様ではなくとも、安定した仕事に就けなければ、若年者は八戸で生活する必要さえありません。

女子が結婚退職するともう働く場所がなかなかに見つけられずにいる。もう少し雇用の場が欲しいと思う。今後格差がおきないよう
に、願うばかりです。

若い人（大卒の人とか）ばかりでなく、３０代４０代の人達の雇用に力を入れて欲しい。中年の人達の仕事、雇用がないので長男でも
八戸に戻ってこられない。

雇用の職場内でのパワハラが余りにも多く、事業主は心すべきと思います。

就職難のためか劣悪な労働環境で働いている者も、どうしようもなくている。

６０才の私は震災の後、雇用がなかなか見つからず大変でした。今、若い方も大変だと聞きます。いつでも明るい顔でいれるように八
戸にも雇用の場を下さる事を願います。

地元に残る若者の就職先が見当たらない。労働条件、賃金と格差が広がるばかり。未来がない。活気にあふれた町づくりが必要。大
学は机上の論理現実性に乏しい、信頼性が低い。

大学進学等ため八戸を離れた人達が地元に帰れる多様な職場が有り、生かせる八戸に成ってほしい。

若者が地元に残ったり戻どれる様に産業をさかんにし、企業誘致、雇用の場の確保をしないと若者が減り弱い地方都市になってしま
う。

必ず、市長に見て頂く事！この世で一番大切なモノは「人」です。政治、経済、文化他すべて、人間の存在が無ければ、全て成り立ち
ません。今少子化が問題となっていますが、根本的な問題は、家族なのです。プリミティヴな観点からいえば、動物が子孫を作る為に
巣を作り、家族を作り、子供を得て、それこそが、その生物の未来を保証するものなのです。今の様な雇用状態（正社員になれず、非
正規雇用者が多い状態）では安心して子供を得て育ててく事に限界を感じてしまいます。公務員などは特別ですが、一般の会社は、
はっきり言って廃業という「リスク」が、常についてまわります。それは、「バブルの崩壊」という問題がトラウマになっているし、その影
響で、リストラ等の後遺症で苦しんでいる人もいます。これではやはり子供を産む事が、大きなリスクと化してしまいます。たしかに行
政が子育てにお手伝いをして下さっている事は大きな救いになりますが、結局「支給」という行政が好きな方法による救いで、そこに
手品的ブラックボックスがあるのです。

バブル以前、会社等、経費が領収書で落ちていた頃、全体的に潤っていたのに、経費で落ちなくなったとたん、お金は回らなくなり、
終的に仕事が無くなって雇用状態が悪くなり、公務員等の様に国庫が、マイナス収入でも賞与さえ払われる所もあれば、無職の者

が増え、アルバイト等で、やっと食いつなぐ状態。これで子供を育てられようか？子育てと雇用は密接につながっていると思われる。
よく、「無駄な経費のさくげん」といわれるが、その無駄な所でめしを食っていた人もいる。タクシーや料理屋、飲み屋。洋服屋。贅沢と
いわれるが、そんな仕事が天職の人もいる。その天職が生かされてこその産業、文化ではないのでしょうか？

雇用の問題が街の発展の 大の課題である

若い人の職場が無いのが困りますね。

働く場が少ないし、賃金も都会と比べて、安すぎだ。息子は高校卒業後、関東で就職して、そのまま地元の方と出逢い結婚した。話を
きけば、やはり同じ仕事の内容で、八戸とは、賃金の格差が生じてると思う。

時給制パート勤務しています。老後の収入源について不安がある。年金では、とても生活できず、リタイア後の生活への不安が深刻
です。パートでも、特に市県民税の負担が多く、家計を圧迫しています。

求職のミスマッチがある。特に介護職について

もっと中央の企業と連携して雇用を拡大してもらいたい。土地や建物の税金をへらして建物が建つように優遇してもらいたい。水産
業、農業の会社化などをして雇用をふやして下さい。

希望する就職先があまり無い、あっても募集が無い。

若い人の雇用の場がほしい。大学を卒業しても、もどって仕事を八戸でしてほしいと思いますが都心に行ってしまう。
この４月に大阪府から転入してきました。八戸はたいへん魅力的で将来性のある町だと思います。生活して感じるのは、以下のような
良さです。産業が多く、働き場が多い。仕事がある。仕事がみつかるなら、住、教育、医療環境はアピールできるだけのものがあると
八戸に住んでしっかり生活できるような仕事がたくさん提供できるようになってほしい。

パートで仕事をしている女性ですが、 低賃金よりかなり低い賃金で働いています。賃金は、今いくらなのですか？八戸全体のパート
の時給は上げる事出来ないのですか？一定の時給を上げて欲しいです。（生活がとても苦しいです）

高齢者の雇用の充実をもっと図るべきと思う。

雇用面（健常者、障害者とも）において、充実させてほしい。定年過ぎた方たちの働く場、機会が多くあったらいいと思う。
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「⑪求職者が希望する多様な雇用の場が確保されている。」に関する意見
自由回答

職安で提示している雇用条件と実際入ってからの内容と違いがあり、次を探そうにも年齢、家庭環境等、なかなか次を見つけにくいと
いうのが現状、給与面において違いがありすぎ

雇用について。以前医療関係で働いていましたが、医療の仕事は、大変な割に給料が安いと思います。労働時間も長く、サービス時
間が１ヶ月にすれば、けっこうな時間になります。医師たちが、もうけすぎていると思います。今は、とても良くなってきましたが、開業
医の医師（年配）の考え方を変えないと医療従事者は、増えないと思います。

八戸市の場合雇用は、あるけれど、社長役員ばかり、お金を多くもらって多くの人は、アルバイト、又はそれより少しだけ多くもらう程
度です。行政の方から指導して、格差社会をなくして下さい。

企業が儲けだけを目指し、コストカットすることを考え、国外に企業を持って行き、国内の求職者の雇用の場が確保されない。正規社
員より、パート、アルバイトを企業が求めてしまうから悪循環ではないか。

先ずは雇用、次に賃金格差、雇用が無ければ、人口は減る一方になる。

雇用確保についてのＶｉｓｉｏｎが見えません。

低賃金での雇用が目立つ。将来性のある企業が少なく、子供達が、都市部へ流出する可能性が高いと思う。

産業の発展と雇用は特に重要。街の「にぎわい」は若者の雇用にあると思う。

求職者が未だに多いが、労働意欲が低い人が多いのも事実。低所得者の問題もそうだが、支援と保護の境界線をしっかり見極めな
ければいけないと思う。

八戸の雇用は少ない！！魅力ある店が増えてほしい。

元気な高齢者は知識や技術が豊富で色々な場面で助けられます。こういう方を雇用できる環境を広めて欲しいです。

若い人が働く場がない、あまくだりのせい？

仕事が無い！働きたくても無い！生活保護が多く働く意欲が無くなる。

時給が安すぎるのでは？子どものいる家庭の、お母さんが働きにくい雇用状況ではないか？（時間帯など）土日に休みとれないな
ど。

賃金が低すぎる。１．５倍は必要。

私の考えるところ八戸市の人口減少の理由の一つとして安心して一家を養なっていける職がないのでは。私の知り合いの長男夫婦
家族が八戸の自家に県外の方から戻って職をさがしたところ、家族を養うほどの賃金がえられず又、その妻も思うように職もえられな
いため、また、元の県外の職に戻りました。知り合いの方は又、二人だけの生活をしています。こうした、生活基盤である職の問題を
改善する必要があるのではと思います。ただ産業開発についてはただただ環境汚染の問題が講じてくるのではと心配です。

今後、住み良い八戸市である為に少しでも早く雇用促進して頂きたい。

障害者の雇用の拡充

私は今、姑の介護をしています。働いていません。主人１人で働いていますが、生活が大変です。子供２人の為にも早く働いて貯金し
たいです。福祉の方にも力を入れて下さいます様、よろしくお願いします。

近、知人２名が来て「毎日ハローワーク行ってるけど春から仕事が無いからどこか無いか？」と言われました。家のローンや育ち盛
りの子が２人いるので大変そうです。ハローワークすごく混んでいます。

若い人達が地元希望にもかかわらず、県外、首都圏に行かざるをえない現状、（雇用の場の少なさ）子供がほしくても、つくれない（低
所得の為）・若い人達が県外に流出しない又、県外から戻れる八戸市であってほしい。

ＴＶで人口が減り、将来的に自治体消滅か？など取りあげられているのを見て、八戸市は大丈夫なのか？と思います。地方で給料も
安くて、楽しみも少なければ若い人は出ていって帰ってこないのでしょう。魅力のある街、住みやすい、働きたいなど、多方面から変
わっていかなければならないのでは？と思います。

青森県においては若い人が県外に流出して産業がよくないので力を入れてほしい。又高齢化が進む中、５０代、６０代前半でも雇用
の場を作って下さい。

失業して２年半になりますが、今だ仕事が決まらず毎日の生活がたいへんです。健康で元気なのに仕事がしたくても出来ない、つら
い日々を過ごしています。年はもうすぐ６０才になります。いつも年で落されてしまいます。

高校卒業後、地元に残る若者のパーセンテージを上げて行かなければ、中核都市、２４万都市も、あやういのでは。

低賃金の底上げしてほしい。子育て世代にも働きやすい環境、雇用の充実。

ビルでも人を安く雇い、非正規が増えるのでは意味がない。まずは、 低賃金を上げることを優先するべきだ。このままでは、若い人
が八戸から居なくなってしまう本当に。そして、このような収入では家庭を築くことは不可能に近い、＋子供となると、本当に子供を不
幸にしてしまう。私は不妊症とみられる症状があり、９年以上治療していますが、保険がきかないため治療費がたかすぎて支払いが
難しく、大変こまっています。そして、結婚もあきらめています。少子化を食い止めたいのなら、婦人科の治療費を市で負担するなど
の支援していただきたい。子供がほしい、結婚したい男女をもっと支援していくべきであると思います。今すぐ、若者の支援をお願いし
ます。このままじゃ、本当に八戸なくなっちゃう。そして、人を本当に大切にする八戸市であってほしい。これからの八戸市に期待した
い。

年齢制限なしとは言えませんが、健康で経験豊富な中・高年の雇用を望みます。若者とシニアが一緒に働く事により、お互いに得る
物があり、人格づくりにも良いと思います

行政が中心となり、働く場をより確保してほしい。３ヶ月毎でもよいのではないか、働いて賃金を得る機会と喜びが、自立への第１歩、
何回面接しても落ちて意欲をなくしている人が多い。民間でできないことを行政が力をかすべきではないか。短期ならという人は結構
いる。経験が大事だと思う。ワークシェアの考えを検討してほしい。

若い人の雇用を特に希望します。若者が他県へ移ると八戸の将来は厳しい。流出や失業者が増え続ける前に行政が手をうつべきだ
と思う。ハローワークまかせでなく、実際行って状況、実態をもっと知ってほしい。
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「⑪求職者が希望する多様な雇用の場が確保されている。」に関する意見
自由回答

就職率がアップしているというけれど、希望する職業に就くことができない状況である。青森県の 低賃金をもっと上げてほしい。それ
が、出来ない限り、若者達は、どんどん都会へと、流れて行くと思う。

求人は増えていると思うが、パートや臨時ばかりで正規の求人は少なく、賃金が安い。

抜本的な雇用支援制度を考えていただきたい。例えば、緊急雇用支援制度は、期間が短かく、賃金も安すぎると思います。求職者を
受け入れる企業も、期間だけ雇えばいいという安易な企業が多い気がします。

雇用の場が少なく、市外へ働く場を求めている人が多いのでは。もっと、働ける場がほしい。年齢も含めて。

低賃金の引き上げ。

雇用は特に大切だと思う。若い人が希望をもって住める八戸になってほしい。東北をリードする位置にあると思う。

八戸もブラック企業が多くなった

雇用は増えているかも知れないが、受け入れる企業側が、育成していこうという体制が整っていないように思われる。少人数で対応し
ている小規模企業は特に。大企業でも、誘致企業などは、手さぐり部分が多く、未経験や、新卒などは、働きにくいかもしれない。

若者が県外に流出していかなくても良いような町になればいいなと思います。

Ｕターン者が早く仕事に従事出来るよう対応を今以上に強化してほしい。

八戸の近未来を良くしていく為には日本全体の問題でもある少子高齢化による税収の減額に対して、地方でも若い人や女性が働き
やすい、暮らしやすい環境を創る為には、八戸市においては何を積み重ねていけばいいのか？！を考えて行政運営を進めて欲しい
です。

低賃金あげて、残業手当をしっかり出してほしい。（仕事とお金の割があわない）

県外に就職した子供達が、親が年をとり、面倒を見なければならない状況でも、八戸に戻っても生活できない、仕事がないとの理由
で、帰ってこない。全ての事に若者が帰りたいと思える八戸になってほしい

景気を良くして欲しい（市にいってもムリだけど）私は４０代ですが働ける環境が非常に狭い！職安へ行っても採用年齢などで全ては
じかれてしまう。

とにかく 低賃金を上げれる様、国・県・市の補助が欲しい。私は１時間６５０円の賃金です

雇用の場が少ないこと、低賃金であることから、多くの若い人が八戸から離れていってしまっている。商店街、専門店が充実していな
いのも原因と思うが。下田のように大きなイオンができていれば全然違ったと思う。田向の新しいイオンは規模が小さいため人が集ま
らない。

観光面だけでなく、他の場面にももっと力を入れて、今まで八戸に長くず～っと住んできた人たちが住みやすいような街を作ってほし
いと思います。八戸のことが好きでも、仕事がないから住めないと困っている人もいるので、地元民に優しく親切な街であったら、一番
嬉しいです！！八戸のことが大好きなので、これからも市の行政の方たちにはさらに頑張ってほしいと思います

若い世代（～３５才くらいまで）が働ける場所を増やしてほしい。Ｕターンして戻ってきた人たちや、八戸が好きで引っ越して来た人たち
がすぐに働けるような制度があればいいな～と思う。

サービス業で働いているが、景気が良いのは大企業の人たちだけで、中、小は相変わらずとても生活が苦しい状態。なんとかしてほ
しい。町が活性化すれば、私たちの売上げもＵＰし、給料もあがるのに

若者は仕事を求め都会に行ってしまう。もっともっと企業誘致して若者に地元に残ってもらい、結婚して子供を２人でも３人でも産んで
もらう。

厳しい中での雇用ではあるが、若い人を育てる企業が少ない様に思える。中、高齢者でも、少ない時間でも働ける様にしてほしい。７
０代、８０代でも元気に仕事するお年寄りがふえてほしい。６０才定年は早すぎるかと…

市政レベルでは限界があるかもしれませんが、 低賃金の引き上げや、派遺に関する法律、規制などを見なおし働きやすい、安心し
て継続して働ける環境をととのえていただければと思います。

産業、雇用の充実は重要課題である。人口の流出を防ぐためには、若年層の働く場をしっかりと作らなければならない。また誘致企
業の定着も非常に大きな課題。

４０～５０歳代でも、仕事が出来て、安心な、生活が出来る様に、してほしい。

希望する職種が全くなかったから、東京に行くか、妥協して別の職につくしかない。八戸にない、あるいは数が少ない分野の企業を誘
致してほしい。

重要課題として、雇用の確保（男女共）に全力で取り組んでいただきたい。せっかく、子供達を育て上げても、仕事がなく、地元を離
れていく状況を変えないと小子化が進み、他の施策も意味がなくなると考える。

雇用の場の確保。特に女子の雇用確保は重要と考える。少子化対策にもなる。

雇用対策をもっと考えて欲しい（若者が居ない）・ＪＲＡ等の設置で経済効果をして欲しい（一度、話を断ったのは残念！！）

ハローワークが求職に登録していても、あまり情報が入ってこない。もっと一般的に何の職種が求められているか、見やすい情況だと
起業も動きやすい。実際ハローワークに出しているが、そこからの斡旋は少なく他からの情報が（民間や首都圏から）多い。

労働条件が悪い。年休取得率など、全ての市民（労働者）が平等になるように対策を立てて欲しい。市で義務づけするなどしてほし
い。

パートの賃金が安すぎると思う
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（4）健康・福祉・子育てに関する分野
「①健康診断の普及や健康教室の開催などによって、市民の健康づくりに対する意識が高まっている」に関する意見

自由回答
短命県返上に向けて、運動施設の充実、食事の改善についての指導等。

医者は、「体調不良となったらすぐに病院へ来なさい」というが、仕事がある以上休んで通院できないのが大多数を占めている。東京
も同じで倒れるまで医者にみてもらえず働かなければ生きて行けない程なのだ。

「健康教室」。行政の方々（健康・福祉）が、各公民館に出向いて、健康講座を開催しております。そこには市民と直接ふれあう場が確
保されております。様々質問がでても、和やかに解決されていきます。それは、「ＦａｃｅｔｏＦａｃｅ」だからです。どうぞ、できるだけ市庁の
箱から飛び出して、市民と顔とひざをつき合わせて、行政の実践とめざす八戸像を訴えてほしいと思います。心から応援しています！

「健康」に関する意識が依然として低いように思います。短命県を脱出するためにも健康・福祉・介護予防などの活動を地域に入って
地道に着実に実践してほしい。

就業時間に健康診断を受けさせない企業もある。土日に健康診断が受けられる状態が必要（特に乳ガン、子宮ガン）日曜健診の回
数を増して欲しい。

未成年のタバコ・飲酒が多いように感じる。（ニュースなどでよく目にする）

一人一人が健診を受けて、自分の体を大切にしてほしいと思います。悪い所がわかれば治し元気に過ごすこと。八戸市は福祉事業
は整っており多いと思う。活用者も増えているときいている。

私達、個人が健康についてゆっくりと生活するための自分自身で市とかではなく（行政ではなく）、考えて勉強して行きたい。

喫煙している人、していない人、負担費の差別をする。（病院への支払い）たばこの害は米国の様に１兆円の損害ニュースの様、重要
なこと。これをやれば変わる。

分煙よりも禁煙に。市庁舎は完全禁煙であるべき。職員も禁煙。少なくとも市内中心街は歩行禁煙区域にすべき。たばこ農家の救済
目的のために市民の寿命か短くなるのは問違っている。それとも、税収のためにどんどん吸わせてるか。目の付け処が問違っている
市政に付き合わされる市民は悲しい。

人間ドックの受診者ですが、どうも本当に必要なのか、この頃迷って居ります。流れ作業的な診断によって本当にわかるものなので
しょうか。これは半分医師に対する疑問でもありますが。

喫煙者（飲食店など）が多いので、減るような取組をしてほしい。

短命県返上のために、健康診断の普及や減塩への取り組みが行なわれていますが、喫煙による身体への悪影響についても、もっと
アピールしてほしいと思います。特に八戸市内のホテルや飯食店は悲惨です。商業施設は客数を減少させないために全館禁煙に踏
み出せないのでしょう。全国平均よりもかなり高い県の喫煙率を減らすためにも、市が率先して禁煙運動をして、県のリーダーとなっ
てほしいと願います。

健康は予防から始まると考える。予防対策に期待している。保育サービスは、都会に比べるとまあまあ良い方ではないでしょうか

健康寿命をのばす、市としてもっと取組んでほしい。短命県から、健康な街八戸へ

後期高齢者の健康をもっとふやして下さい。（定期健診）について。

健康診断や健康教室などはこれから積極的に参加し、活用しようと思います。

健康診断についてですが、例えば心臓なら、心臓の詳しい診断など、結局は健康診断は内容増やしても、大まかな気がするので、１
つの箇所を徹底して詳しく診断できるコースみたいなのが有ればいいなと思います。それを病院だけではなく、健診センター等で。

健診がもっと、気軽に、単時間で出来たら、良いと思います。（血液検査等導入は無理なのでしょうか？）

短命県といわれながらも、きめ細かい生活、食事指導や教室の動きが、鈍い。

健康教室などみんなで楽しく分かりやすく誰でも参加できるものを作るべき。

健康診断だけでは健康にならないと思います。自分で健康を作っていくという考えを持つよう啓蒙活動に力を入れる事。スポーツ、運
動、心身のリラックス等が行なえる環境を整える事。

自分の健康維持は高齢者になると他人に云われて、仕方なく行なうものではない。

健康診断の普及はかなり高まっているが、高齢者ばかりが利用して、若年者はなかなか利用していないように感じる。会社の健康診
断もあるが、以前勤めていた所は休暇もとれなかったので利用出来なかった。休日も利用出来るようにしてほしい。また、他の町・村
は健康診断の料金が八戸市と比べて安かった。

市民の健診に積極的に取り組んでいるようですが、健診センターはいつも混雑しています。ただ、市民全体が健診しているかは詳しく
は把握できません。私自身、昨年は受診できませんでした。〈しなかった。〉

タバコの（他人）が吸って出す煙の害をもらわなくて済む八戸市をめざしてほしい。神奈川県なみに条例をつくったり、外でも禁煙区域
なども、ふやしてほしい。飲食店やパチンコ店等、禁煙にすると（分煙）客が減ると予測が立つ？も店側のクレームもあると思うが、タ
バコ嫌いの人物からすると、煙を浴びると、かなりのストレスを感じる！！他人のタバコが原因で、寿命が短くなったり病気になるとい
う事は、ちょっとした他人に対しての犯罪行為みたいなものです。どんどん禁煙社会の八戸市を目ざそう！！

タバコ（他人の）の影響を受けなくて済む八戸市

健診を受けていなかったのですが、ハガキ、電話での誘いで受けました。電話がきたので、受けようと思いました。ありがとうございま
した。
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「①健康診断の普及や健康教室の開催などによって、市民の健康づくりに対する意識が高まっている」に関する意見
自由回答

青森県民の平均寿命は他県と比べ低い。おまけに子供の肥満も増えているというから大きな問題だと思う。テレビでは 近減塩対策
や体操など取り上げるようには、なってきているようだが、見ているだけで実行に移すまで至らない。健康診断、健康教室などでも、チ
ラシを配るだけではなく、指導員の方々から直接１人１人に指導していただきたいと思います。

現在、青森県では短命県返上のために様々な取り組みをされておりますが、生活習慣病に焦点を当てると、存分に運動が出来る環
境が１つ増えるだけでも、大きく違うと思いました。そして健康な高齢者が増えれば病院を必要とする機会を少しでも減らす事が出来
ると思います。そうすれば、国民保険料の問題も少しは解消されるのではないでしょうか。詳しい事は何も分かりませんが、今は如何
に健康管理が出来る高齢者を増やしていけるかが課題だと思っています。

短命県返上には健康に関しての知織や行動が特に重要と思う。企業への健康診断受診への徹底、又専業主婦（夫）の方への受診
啓蒙等、まだ町内会と連係して行えるかなと思う。

健診に行く時間がない。仕事によってその為に休みをとれない人も都合がつけられるよう、健診センター以外でも健診できるようにし
てほしい。私たち夫婦行きたくても行く暇がない。

近年、健康診断の普及等に取り組んでいるように感じられる。この点に関しては改善されていると思うが、まだ不充分である。福祉に
おいては、もっと改善すべき。広報の方法についても、不充分と感じる。

健康診断や、健康教室の開催を呼びかけても、八戸市民の意識は高まらないと思う。直接家をまわって、食事指導、栄養相談を、や
らないと、人は動かないと思う。長野県は、栄養士が、一件一件訪ねて、みそ汁の塩分濃度チェックを行っていた。そういう取りくみを
参考にしてみてはどうか。

健康な生活⇒元気な高齢者⇒医療費（介ゴ費）抑制

八戸市民の健康の意識の低さにおどろいている。大事なのは、３０代～５０代の健康への意識だと思う。無料券などを配り、自由参加
ではなく、目に見える形で八戸市民へアピールして欲しい。私はヨーガインストラクターをしておりますが、ボランティアで協力したいと
思っているが、どこに連絡して良いのかが分からないです。もし、あったら教えて欲しいと思います。

全国でワースト１位の短命県である事を念頭に入れてあらゆる面での健康増進を行政が進めて欲しいと思います

「②高齢化が進む中、必要なときに必要な医療を受けられる環境が整っている」に関する意見
自由回答

高齢者の増加に伴い、在宅医療、在宅看護に力を入れていくべきである。

高齢者にとっていろいろなサービスを提供してくれるのですが、そのサービスを受ける為の手続き等がわかりにくく、特に高齢になると
煩雑な事務手続きができず、受けられない人があるのではと思います。

救急医療は市民病院の努力で、かなり充実しはじめている様です。しかし高度医療に関しては、まだまだ不足し、県外の病院との連
携が必要と思います。（特に都会の病院と）

介護と医療は別々の事ではなく１人の人間のことでセットなので、それを両立させるため入院が長く出来ず、介護の比重が多くなると
退院になります。その時在宅でとも言われますが在宅医療を担当される医者が八戸は少ないと思います。医療費も軽減し在宅療養
をもう少し充実させるために、訪門・在宅医師が多いのが望ましいと考える。この点を検討してもらいたいと思います。

市民病院等大きな病院では予約しても仲々入院出来ず待時間が長く個人病院では診療があまり良い思がない

夜間当番医や休日当番医について、できれば２３時までではなく、翌日７時ぐらいまで診療時間を増やせば、救急車等の頻繁な利用
が減ると思う（ただし、医師不足の今日にさらに医師に負担がかかるのはどうかと思うが）

福祉は、今後重要。市民病院、市民以外３割の患者は驚き。これから増々の高齢化による市民病院の受入、待ち時間は厳しくなると
思われる。高齢になって、車の運転も無理とか、一人暮し等々を考えた時はしっかりした「受入」が不可欠。これに重点を置いて頂き
たい。高齢者と子育てに優しい街を目指して欲しい。

厚生省の指導とかで止むを得ないと考えている方々本当にそれで良いのでしょうか？市民病院のあり方です。市民の感情からどん
どん離れて行きます。何故紹介状ですか。？何故みてくれないのですか？単純な質問です。役所関係の方々も例外でなく、直接行っ
ても見てもらえないのですよ。

高齢者医療には資金面の問題で限界があります。イギリスや北欧の取り組みを参考に、予防医療の啓発にシフトしても良いのではな
いでしょうか

高齢の方や障がいのある方には不便の街だと思います。街中は歩きにくいですし（ボコボコしすぎ）もっと、よく見ていただきたい。

医療サービスに力を入れ健康な町づくりにしたい。

ひとりぐらしの方の増加に伴って、特認知症や病気等要支援者が増え（例えば、ここ数年で入院、施設入所３人）他予備軍の支援等
今後の対応が案じられる。

高齢者の医療は良くなってきているが、医者の質が落ちて、患者への対応が悪い話を良く聞く。大きな病院でそうなので、困まったも
のです。一部でしょうが。

高齢者の在宅医療について、体制を整えていくべきと思います。

採来この八戸市内で先進医療を受けれるようになればいいなと思います。（市外又は県外に行かなくてもいいようにです。）

医療費が高い。年をとってくれば、病気にかかる種類も増えるし、医療費も増える。医療費のことを考えると、病院にも行きにくくなる。
→不健康な人増えるので、医療費タダにしてほしい。気軽るに病院に行きやすくなる。
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「②高齢化が進む中、必要なときに必要な医療を受けられる環境が整っている」に関する意見
自由回答

医療機関の格差が大きすぎる。（レベル的に）八戸市民が市民病院から締め出され、近郊町村の病院化している。命に高低があるわ
けではないが、なんか納得出来ない事を感じざるを得ない。

市民病院は紹介状がないと診てもらえないと聞いたが、本当のことなのか？もしそうであるなら、それで市民病院といえるのか。

医療費の負担に所得制限をもうけている時点で「魅力のない八戸市」となっている。仙台、盛岡等から転勤で八戸市へ来る家族帯同
者は、必ず医療費の事を引き金に「早めに八戸を出たい」と言って帰っていきます。

医療機関について。八戸では大きな病気にかかると見てもらえる病院がないのは早急に改善してほしい。県内外の病院へまわされる
のは不便でならない

高齢者だからという理由で一般の病院は親身には向きあってくれず積極的な医療も受けられないし、冷たささえ感じる医師もいる。老
人医療機関があっても良いのではないか。（誠意のあるやさしい医師に限る）自分がもっと高齢になったらと思うと不安になる。

有名な先生のお陰で市民病院の存在が大きくなり、私達も安心して住めるようになりました。このような地道な取り組みが、人口増加
にもつながるような気がします。

命に関わる病気等の回復の為、中央にある性能の良い機器等は積極的に購入できれば市民も安心できるし、医療費かｕｐしても納
得できる。

高齢者を優遇しすぎる。医療費負担大幅増を希望する・対して、子供の予防接種ｅｔｃ…。医療費無料化！（所得制限なし）→・所得制
限が有る為に、家計事情故に通院を、ガマンさせてしまう。対し、無料家庭は、ルーズに通院し、不公平である！

医療費がもう少し長い期間無料だと助かります

八戸の救急医療は全国でもトップレベルです。それを活かしてほしい。

救急車を緊急性がないのにタクシーがわりに利用・かかりつけ医がいるのにあちこちの医療機関を受診・子持ち世帯のコンビニ受
診。上記のような方々への対策を充実してほしい。モラル向上の努力を望む

市民病院に今先生が居るから医療が良くなっているが、後継者がいなくなると救急体制が心配です。

「③介護予防に対する意識が高まり、介護予防教室や生きがいづくりに参加する高齢者が増えている」に関する意見
自由回答

健康福祉の分野では、公的な特養施設もその一つになると思います。（大切なことです）（必要な施設です）

昨年、義父と父が相次いで倒れ、こちらと、名古屋でみたのですが（両方とも現在は亡くなりましたが）名古屋ではしていただける事も
その仕事の早さも、こちらでは全くなく、落ちつかない心境にさせられました。名古屋は都会だ、と思うしかないのかもしれませんが、
もうちょっとなんとかならないものかと思いました。あと、介護する施せつも増えてますが、「家に居たい」という思いを抱える高齢者も
まだたくさんいるのではないでしょうか。そういった方たちのために、何かできることがないかな？と考えていただきたいです。育児は
いいかもしれませんが、介護は病院や施せつの言う事を聞くしかできない、または質問をする事も避けられてしまったりすると、支えな
ければいけない家族もとほうに暮れてしまいます。残される者としては、やはり、悔いは残したくないものです。悔いを残さないための
ディスカッションが気軽にできるような窓口が欲しいです！！

介護について、教室は地域ひとつひとつにあるのでしょうが、病院がバス通りから外れている所が多く、また、バスあまり通っていない
所もあったりと、不便だと思いました。車社会ですが○○病院行き、とかのバスは増やしてほしいです。ラピア前→メディカル西病院が
仕事してるととても行きにくかったです…。

今の７０～８０代は、元気で活発で活動意欲が高い感じがするが、５０～６０代は、意識が低い、感じがする。定年退職後の生活を充
実させるための講座等の幅を広げてほしい。

家族、親戚など市内に居なくて、１人で住む人が増え、孤独死も、都会だけの話しでなくなってくる。老人ホーム的なものが、不足して
くる。高額で入れない。（市営住宅と老人ホームの中間のような施設があれば）。墓地が不足、また、墓地が放置されたまま。

高齢者が健康で仕事ができてコミニュケーションがとれて毎日が楽しく、生きがいのある町づくりができるように他県をみならってほし
い！！

介護と医療は別々の事ではなく１人の人間のことでセットなので、それを両立させるため入院が長く出来ず、介護の比重が多くなると
退院になります。その時在宅でとも言われますが在宅医療を担当される医者が八戸は少ないと思います。医療費も軽減し在宅療養
をもう少し充実させるために、訪門・在宅医師が多いのが望ましいと考える。この点を検討してもらいたいと思います。

若年者に比して高齢者が働いているケースの方が多いような。高齢者の現役が多いのだ。

高齢者の生涯学習もすごく良い事だと思うが、介護予防の為にも、定年退職後の人にも働く場が必要だと思う。高齢者は人生の先輩
なので、私たち世代にはない知恵が沢山あると思うので、それを活かす場を地域の行事だけでなく、仕事として活かし、収入につなげ
る事も検討してほしいと思う。

健康診断や健康教室など予防医療に関しては良いと思うが介護に関してはまだ課題があると思う。障がい者の方が身近にいない
為、自立・社会参加の現状がわからない。これからは何らかの機会に関わるようにしたいと思います。

高令者社会が目に見えていると思うので、市が運営する老令施設が多くなってほしいです。

認知症の方の徘徊が、私の周りでも増えている。もっと在宅の方が増えるのだから、市の支援が必要。（声を出せず孤立している人
をとくに）
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「③介護予防に対する意識が高まり、介護予防教室や生きがいづくりに参加する高齢者が増えている」に関する意見
自由回答

老人が増え、医療介護の必要性が高まっている。施設が増え、介護保健のシステムも浸透してきて（少しづつだが）いる。しかし、そ
れに携わる人々のモラルと意欲が、とても温度差があるように思う。賃金なのか、施設の体制かはわからない。従事者によって、利用
者が戸惑どったり、不安を感じている事を行政はもっと把握すべきと思う。

介護予防教室などに通ったりする人は少ないと思う。意識が低く、介護保険を使うか、使わないかと極端である。自立できているよう
な人が要介護であったり、ただ面倒だから介護を使うという人も少なくないと思う。

福祉の面で。介護の現場に携わっている方々に対する報酬が少なすぎます。知的な方々に接する時、危険を伴う事も多いですが、見
合った労働条件とはいえないのではないでしょうか。介護者に余裕がないと良い介護もできないのではないでしょうか。介護の職につ
きたい人が減ってしまいます。

老人ホーム等の施設が不足し、費用も高額であり、改善すべき

高齢化が進む中、一人ぐらしや障害者に、手のとどく介護を希望しますが、どのようにすればよいか、わかりません。となり近所とは
仲良く助け合って暮していますが、年金のみの収入で、大きな病気の時、十分な医療を受けれるか心配です。

高齢化が進む中、今は特養の施設が非常に少ないと思います。私みたいな低所得者は入所したくても人の話によるとなかなかむず
かしいと聞きますが、これからどの様に整えていけるのか非常に心配です

介護職の待遇をもっと良くしてほしい。具体的には、給料、人員確保、勤務体制等。

介護、障害に対してもお金がないと十分なサービスが受けられないというのでは困る。

高齢者の過保護は必要ないのでは、特に全国ワースト１。程々にしないと。（お金が必要）

高齢者や障がい者に、ほほえみ共通バス券が出ている事によって、身体の不自由な高齢者や障がい者が、外出しやすくなっている
ので、八戸は福祉においてすすんでいるし、中心街も、前よりにぎわっていると思う。市営バスの経営は困難かもしれないが、逆に、
街の活性化、経済活動に良い影響を与えていると思う。

老々介護が多くなっている八戸市ですが、それに対して市の福祉の相談員が動いて、現状の把握、施設又はデイサービス、ホームヘ
ルパーへの手続きなり相談を行って欲しい。保育園は働らかなきゃ行かせることができない。幼稚園は高くて行かせられない。もっと
子育ての部分で力を入れて欲しい。

特養老人ホームが不足していると思う。

余計なことかもしれませんが、介護で例えば御本人の為のサービスでお宅に入っても、その御家族様が負担になっています。高齢者
が２０才～４０才も若いであろう者の心配をするのです。だから単身でも生活が成り立つ知識・経験などが必要です。公民館の講座や
教室もありますが、人に何でもやってもらおうとする者はそういう事に目が向きません。生きてゆくに一番必要な家庭科、道徳教育を
重視するべきです。勉強の出来不出来、どこの学校を出たとか職業の貴賤だけではないようです。人様に言える立場ではないのです
がこれっていいの？と思う件が多々あったので。広報に「つきあい、マナー、これってどう思います？」みたいなコーナーがあってもい
いかもしれません。

もともとたくさんの制約があるとは思いますが、わかるような説明と「できない」と切りすてるのではなく「できるようにするには」の前向
きなサポートで対応していただきたいと思います。○その他。県内でも小児科、産婦人科を含む医療機関は抜群に充実していて大変
心強いです。反面、交通マナーや規律規範意識に欠ける面も毎日のように見かけます。子育てをしていく上で、あまり見せたくないよ
うな行動は私自身を含め改めていけたらと思います。もっと思いやりのある街であってほしいです。

高齢者が増え続けるので、行政にばかり頼らず一人一人が介護予防の努力が必要である。

家から出ないお年寄りを外に出す方法はないのでしょうか。バスの小型化、本数を増やす。ユニバースや、ジャスコやヨーカドー等往
復できる小型のバス運行。全ての人が自家用車を持っているわけではないので。

老人ホームの数が不足、入居料金も高すぎる

昨年、健康自立度に関する調査票に回答し、市の、応答を楽しみに待った。介護予防教室に行かずとも、健康に気をつけ、今でも専
門職として働いている。評価は、「よく頑張っていますね。これからも長く健やかでいられるように努力して下さい」などの前向きの言葉
を期待していたのに全部、説教口調のコメントであった。がっかりした。高齢者だって、ほめてのせて欲しいのです。

比較的高齢者が多い地域だと思うので、介護・保険制度も必要に応じて整備していく必要があると思う。

これから、介護予防には特に力を入れなければならない。

高齢者向けのサービスは目ざましく増えて、新しい建設物があるとたいがいがホームかセレモニーホールである。

８０才過ぎても介護保険使用していない高齢者もいます。（健康で！！）子供の遊具ばかりでなく、高齢者様の遊具もほしい。介護保
険の申請をまっているのではなくて、本当に必要だけど、お金のかかる事だから使用できない人もいます。ちゃんと見て！！

介護予防、病気予防をもっと大きくとり上げてＰＲしてはどうでしょうか。なってからでは大変です。

地区ごとに、認知症予防のための運動や、高齢者同士会話できる場所を作って家に一人でいる高齢者を呼び込められないか。

高齢者が、外に出る事は、その先にくる。私ら５０代にも後々、暮らしの参考になります。しかめつらより笑顔あふれた高齢者がふえる
事は、各世代も、負担も減ると思います。街もいろいろ建物が建設ラッシュですが、ティーンズ世代より、高齢者を楽しませるべきだと
思います。乱文・乱字にて失礼いたしました。

国の政策を県・市へ、そして地域へ丸投げ状態かと。予防医療などと言われていますが、何を予防すべきかさえ分からずにいる高齢
者が多く、何らかの疾病を発症した時には、たらい回しが現状。

- 91 -



「③介護予防に対する意識が高まり、介護予防教室や生きがいづくりに参加する高齢者が増えている」に関する意見
自由回答

認知症予防教室や、認知症の方の対応を町ぐるみで活発におこなっている所を以前NHKでみかけた。高齢化が進む中、認知症患者
が増加する傾向にあると思う。ぜひ、前記の取組みを八戸市でも行ってもらいたい。またデイサービス、デイケアへいきたがらない・い
くまでもないお年寄りへのフォロー（訪問・声かけなどの）大人だけでなく、園児や小学生などの子供さんがボランティアでしていただけ
たら（デイへ誘っていただくなど）幸いです。HPで各町内のイベント（文化祭や盆踊り大会など）を、小さな物でも紹介してもらいたい。

若者にもやさしい福祉を。介護は予防よりも、介護者への支援を。

介護施設について。低所得の人達でも多く、利用出来る施設を国、市、で多く作ってほしいと思う。今は、個人の施設が多い様で高く
て気軽に利用できない様な気がする。将来が不安です。介護保険の仕組みがよくわからない。在宅施設サービスは、どうしたら利用
できるのか？サービスを受ける権利はあるが、使い方がわからない。パンフレットを作ってほしい。

「④障がい者を受け入れる環境が整い、障がい者が自立し、社会参加することができている」に関する意見
自由回答

私は一人で生活してアパートで住んでいるが、市からの人がほとんど来る事がない、身体障がい者ですので出来る限り１ヶ月に一度
は来訪してほしい。

障がい者の受け入れ先が整っているとは言えない。低所得者に適切でない支援がされている。ニーズに合った支援になっていない

私は３０代の精神障害者です。２０代後半の頃に統合失調症と診断されました。病気を発症した時は、家族も私もこの病気の知識が
全くなかった為とてもとまどいました。１カ月半入院し、今では薬を飲んでいて症状もおさまり、障害年金もいただけているので、親に
あまり負担もかけずに生活をすることができています。精神障害については、まだ偏見が多く、知識も、持っている人は少ないと思い
ます。なので、中学、高校、大学などで、精神疾患に関する授業をしてみてはどうかと思います。

７～８年前なら「助成金目的で障がい者を雇った」と嘲弄されていたが、だいぶ理解されてきているようだ。反面現在は、「障がいのな
い者でも仕事に就けないのに…」といったやっかみもある。

１０～２０歳若い障がい者の社会復帰に力を入れてほしい。

若い障がい者の雇用をしてほしい。

障害者を受け入れる環境を整える会社、事業所が多くなると良い。障害者だけで運営出来る事業所、出来ると良い

障害者を受け入れる環境は、徐々に広まっているのだろうが、まだまだというのが現状。私の友にも、障害を抱えている人がいる。そ
の人は、青森の大学を転々と回され、今、私の通っている大学に行きついた。つまり、青森はまだ、障がい者を受け入れる体制が
整っていないということだ。これからより一層力をそそぐことを薦める。

街周辺で車イスを押していても段差が多い。一部の所だけバリアフリーになっても良くないと思う

障がい者（知的障がい者以外）の高校進学がむずかしい現状である。対策をおねがいしたい。

障害をもつ身となり何度か窓口に行きました。１度受けつけた用紙に対して次の月行ったら無効と言われた時残念に思いました。心
の痛い出来ごとでした。足を運んだ私に一言あってもよかったのでは。

障がい者を受け入れる体制づくり、社会参加を行政上げて取り組んでほしい。

障がい児者に関しての状況、現状の理解がなされていない。そもそも「障がい者」という文字のがい⇒ひらがな表記にしたことを的確
に説明できる市の職員はいらっしゃるのでしょうか？

障がいをもっていても、おこったり、どなったり薬でおさえていても、デイサービスの方で、たまに出たりすると、申しわけないと思ってい
るのですが、もっと受け入れてくれる所が、あればいいと思います。

介護、障害に対してもお金がないと十分なサービスが受けられないというのでは困る。

たとえ環境が整ったとしても、回りの人々の偏見の改善と理解が必要だと思います。

障がい者・児の受け入れ施設は増加しているものの、その施設で働く方々の労働環境（賃金含む）は、あまり良いものではありませ
ん。支援の必要な方々が八戸市で、充実した生活を送ることができるために、どのようなことが問題として上げられ、今後取り組まな
ければならないのか、行政でよく考えてほしいと願っています

現在、障がいや支援の必要な子どもたちと関わる仕事をしております。その現場で感じていることは、八戸市は、各機関（特に市と県
の機関）との連携があまりとれておらず、障がいや支援が必要である子ども、または家族の方々を支援する方法がスムーズに進んで
いないと思われます。（むつ市の場合、とても良い連携で事業を進めていました）八戸市が中心となり、１ヶ所ですべてが相談・支援で
きる体制作りを早期に検討し、すすめてほしいと思っています。保育所等、広域で入所する子が保護者の方の勤務の都合でよくあり
ますが、その中には支援の必要な子もいます。町村によっては、障がい児加算を出すところと出さないところがあり、すこやかに子ど
も達が成長をするためにも、広域の担当者が話し合いをするべきではないでしょうか。

障がい者の小・中・高がある所だけ評可できる。その後の自立のための働く場所が無いと思う。

障がい者施設が郊外にばかりあるのに、社会参加できるのか、疑問がある。

障がい者に「自立」を強いるのは誤っている。

障がい者を受け入れる施設が少ない

障害者についての知識のなさから、恐いと感じる人がいると聞きます。小さい頃からの教育等により、理解を深め、接し方に慣れるこ
とで、もっと障害者が社会参加ができるのではないでしょうか。
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「④障がい者を受け入れる環境が整い、障がい者が自立し、社会参加することができている」に関する意見
自由回答

障害を抱える方々の意向が尊重されるのであれば医師、看護師、理学、作業療法士の方のいる入所施設の増設をお願いしたいで
す。今の流れ的に地域にかえって生活をおくる為にグループホーム、就労継続、移行支援施設が建つのはわかりますが、実際に抱
えている家族で求めていることとかけ離れてきていて、共倒れになりそうです。また受け入れは難しい。姿勢、医ケア、摂食、呼吸、服
薬管理、車いす申請、夜間の体位変換、二次障害、進行訓練、ｅｔｃなども含めて、考えてくださるところがないのが現状です。行き場
のない方々がたくさんいます。高齢者の施設へ移れないことも理解してほしいです。環境の変化に対応することが難しいこと。高齢、
適齢で、拘縮、そくわん、機能低下、二次障害が生じることも異なりますのでそこも考えてほしいです。施設入所している方も自宅に帰
る日は多いです。しかし、在宅者しか受けられないサービスが多くて、どうにもならないです。各サービスを受けられるようにしてほし
いと切に願います。

障害者についても受入れ先で非人道的な扱いを受けたり、正当に受けるべき収入も搾取されているのが現状。

障がい者に対しての理解が少ない。暮らしやすくない。

障害者に優しい市で、サービスを求めています。車イスのスロープとか。病院に身体障害者の駐車場に普通の人が停める人がいま
す！

主人は障害者で、妻も体が悪いので働けません。低所得者の為、介護負担限度額認定証を使いショートステイを利用していますが、
娘が働いて十万程度の給料を頂いただけで介護負担限度額認定を認められず、ショートステイに行かせる事が出来ません。結果的
には娘が働いても生活が楽になるどころか、ショートにそのお金が消えてしまいます。家族の一人が働いても生活が苦しい人はもっと
沢山いるはずです。生きていれば、怪我をしたり病気もします。病院へ行ければ初診料や検査代、薬代がかかります。しかしそれは、
一度ではありません。毎週、毎月通わなければいけないかも知れない。考えた事があるでしょうか。生きていくということは、我慢をし
ても節約をしても全てが上手くいく訳ではないんです。一定のお金は一定のものでしかありません。お金を支給してるから生活出来
る。という考えは間違っています。その為、給料の金額だけで限度額を決めるのはおかしいと思います。

「⑤低所得者に対する適切な生活支援が行われ、自立する世帯が増えている」に関する意見
自由回答

子育て支援で手当をもらっている人はいいが年金生活で低所得者に対する適切な生活支援がほとんど行われていないと思う。としを
取るごとに年金は引き下げられると生活していくのも困難になります。低所得者に対する支援をお願いします。子ども手当の廃止をし
て下さい！

生活保護世帯が多すぎる。実際は生活保護を受けずとも自立できるのに、受給している世帯が多い。がんばって働いている方よりも
受給している人が裕福に（たばこ、酒、外食、旅行等）暮らしていることが問題ではないか。税金を大切に、適切に使って下さい。

保育料が高すぎて、働き損に感じながら月々支払っています。子どもは将来の地域活性化の宝です。子育て世代が経済的にくらしや
すくなるために、保育料のシステムを検討してほしい

低所得者への支援なども本当に適切かがわからない。不正をしている人も多く本当に必要な人には届いていない。生活保護などで
税金を納めないで支援してもらうことも意味がわからない。

低所得者についてもっと国で４ケ月に、１回ずつでもいいので４万か２万ぐらい支援してほしい。高齢化の人たちよりこれから日本を背
負っていく子供たちの為に、考えてほしい。

生活保護者にも消費税対応のための特別給付金を配給してほしい。

消費税増税後、物価が上り、その上会計時に支払う税金まで増加した。しかし生活保護でもらえる収入はすえおき価格なので生活が
苦しく困っている。

働けるのに働かない人間に救いの手は不要。人格云々の前に、やるべきことはさせるように仕向けるべきである。やるべきことをせ
ずに、何が人格というのか！

低所得者への支援はきりが無いので、対象を絞って行って欲しい。

八戸市として目標とするまちづくりが良く分からないです。何を市民に求めて、何をやろうとしているのか？所得の少ない状況の中で
子供のために教育ローンを親が負担している中で、子供が大学を卒業すると、所得税など増額する。八戸市全体が、賃金が安く、借
金が増す、状況の中で親としての負担がすごく大きいです。

八戸は格差があり過ぎる。一般市民の生活は大変だ。家賃は仙台並、物価は高い。企業も社員は地元採用しない。買物も飲食も金
持っている人は都会へ足を伸ばしている。

私自身が低所得者になりますが、年々、手当てが減り、消費税が増税となると、生活保護を受けている人たちの方が豊かな生活をし
ていると感じます。仕事をしていてもじゅうぶんな所得を得られないのはと、不満を感じます。

低所得の支援を受けているのに新車購入、ケイタイの買替、パソコン購入をしている家庭もあるので適切な支援を望む。ローン返済
できるなら給食費等も払えるはず。

低所得者は言い訳が多く、甘えている人が多いように思う。もっと「なんとかして自分で生きていかなければならない。」という意識を
持ってほしいものである。生活保護費が 低賃金を上回るようなことはとてもゆるせない。税金や公共料金もろくに払わないで大きな
顔をしている人達には納税者としてとても腹が立ちます。

必要な人に与えてほしい。不必要と思われる行為をする人に生活保護や障害手当支給等の面が見えております。抜打で持物チェッ
クや相当の生活が出来ているか？等再度の検査も考えて下さい。受給者管理点検必要な人も居ます。生活保護受給者が車を買い
（他の名儀をかりて）乗り廻している人やダイヤのタイピンを使用してタクシーで通院とか、刃物（ドス）を持っているとか。

母子手当等、不正受給している人が、あまりにも多いです。しっかりと調べて下さい。

生活保護者の実態も聞いて大変だなと思うのが現実です。もっと市民の声に耳を傾けて頂けたらと願います。

生活保護者の現状、実態を、もっと知って欲しい。違反行為をしてる方は除き他の受給者の生活の困難さや事情に耳を傾けてあげて
欲しいです。弱者（高齢者）に対する口の利き方、接し方の酷い方もいらっしゃる様です。
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「⑤低所得者に対する適切な生活支援が行われ、自立する世帯が増えている」に関する意見
自由回答

生活保護の不正受給者を徹底的に廃除すべき（市税のムダ）

もう少し低所得者にたいして生活支援が、ほしいと思います。

どこの地域、自治体でも、「高齢者にやさしい」「子育てしやすい」など謳ってまちづくりをしていますが、その間の世代。青年期・壮年
期に果たして、いいまちになっているでしょうか。結婚し、家庭をもち、仕事をし、給料をもらい、生活していく。現八戸では、ごく一部の
人を除き、共働きしていかなくては、いけない状況にあると思います。マイホームを建てたなら尚更。家族みんなが職には就いている
も、年収２００万以下のワーキングプアという家庭も少なからずあると思います。収入があって、支出がある。支出があって、店がにぎ
わう。店がにぎわえば、まちが元気になる。にぎやかなまち、住みやすいまちづくりは、そういった人たちが住みやすいまちだと思いま
す。そこについてくる、医療・介護・福祉。そうなれば、必然的に高齢者にやさしい。子育てしやすいまちになっていくと思います。働き
盛りの世代が楽しめるまちにして下さい。

生活保護受けてて、いい車に乗ってあそんでる人が多いですね。働こうとしたら何でもできると思います。税金ばかり上げてないで少
しでもそういう人に、厳しくして下さい。ぎりぎりで生活してる人もいるんです。保護受けてるわりには、物を大事にしてない人が多いで
す。

生活保護の担当の人はちゃんとみているのか疑問に思う。生保なのにパチンコ屋に行ったり、車を乗ったりして、安い賃金で一生懸
命働いている人よりも楽な生活をしているのは、どうみてもおかしい。ちゃんと調べて欲しい。

高齢者や低所得者に対して、もっとやさしい町であったならと思います。法律やシステムを知っている者だけが得をしているようで、た
だただ一所懸命に働いている者が損をしているような気がします。広く、手厚く、皆が、この町に住みたいと思えなければ、人口減少
に拍車がかかり、先細りになるような気がします。とにかく、人にやさしい町づくりを！！

八戸市にはとても多くのパチンコ店が多く、又、利用している方も多いと思う。でも一つおかしくないですか？と言いたい事がありま
す。何年も市の方から生活金を頂いておりその用な方も平気でその用な所に出入りしている方も多いと思います。不公平です。仕事
をしたくともできない方たくさんいます。それでもどうにか生活しています。甘くないですか！！

生活支援が行なわれ、自立できていない場合もあるのでは。

生活保護者が車を運転し、別居しながら一家中で受給している例もあるが、係の方達はどうにもならないのか。

低所得者への生活支援が不充分であると感じる。結果的に、親の自立（就労）ができず、子どもに充分な教育を行なえず、負の連鎖
が続く。

適切な生活支援ということについて疑問です。自立する世帯より働かない世帯が多くなっているように感じられます。生活支援がほん
とうに必要かどうかは、どのようなことで決められているのでしょうか。

低所得者への支援については、働く場の紹介や支援が重要と考える。

私達は 低の生活しているのに、妻が働いてお金とり、夫が生活保護をもらっている生活を見ているので、私達にももう少しゆとりの
有る生活が欲しい。

母親が働ける環境を早く充実して下さい。

低賃金者よりも、生活保護を受給している人の生活がうるおっている。（働いていない人が楽をしているのはどうなのか）

ワーキングプアは仕方がないと思う。生活保護受給者の中にも本当に仕事ができないのかなーと思う人もいれば、私達も買えないよ
うなものを生保の人が持っていたりとどうなっているのかと思う場面がある。（生活援助を受けてる人もです）

本当に支援が必要な家庭かどうかの見極めをきちんと調べてほしい。

低所得者に対する支援とあるが、中には本当に支援が必要なのだろうかと思われる家庭がたくさんある。国民の税金で、家族全員が
携帯電話を持っている。持ち家がある。子供に習い事をたくさんさせている。毎年遠くに旅行に行っている。高級車に乗っている。室内
犬を飼っているなど目に余る家庭が多い。書類だけの審査ではなく、その家庭が日頃どんな生活をしているのか、きちんと調査し、審
査すべきである。本当に必要な人たちは、本当に困っていて、申請の仕方すら知らないのです。税金等がこのように使われているの
は非常に不愉快です。

生活保護の見直し。生活保護世帯の方ですが、公園やショッピングセンターや、パチコ店に「たむろ」し「働くとお金がカットされる」と云
う腹の立つ話しを耳にしました。私達の税金です。十分認識させるべきです。高齢者の私でも腰痛、ヒザの痛みがありながらも働き税
金を納めて居ります。市民の生活支援センター（仮）なるものを設置して公園、学校、公民館等々の草刈りや除雪やその他色々な作
業を行せるべきでこの方々の徹底した管理が必要ではないでしょうか。生活保護でなく生活支援に変えるべきです。

低所得者に対する生活支援（生活保護受給）は行われているが、低所得者が行政に頼りすぎ、あれも、これも、してもらいたいという
意識が強くなり、むしろ自立を疎外している気がする。低所得者にもっと厳しくだめなものは、だめと、指導してもらいたい。

心の病気だからとか自分に合った仕事がないと生活保護を受けてる若者が増えている。自らどんな仕事でもやってみようになれない
ものか。その様なアドバイスがなされているのだろうか。働く大切さ、誰かの為に頑張ってみる、努力する大切さを指導する所がある
のでしょうか

暮らしやすい街づくりをしてほしいのと低所得者に厳しすぎると思う。税金の支払い督促の仕方にも問題があるし、払いたくても払えな
い状況なのに追いうちをかけるような物の言い方に不快感を頂いていました。人に接する態度が全然なってない。（収納課に限らず）
市民があっての役所のみなさんなんだから今一度見直すべきだと思う。これだけ人口も増えているんだから市民一人一人がこの街に
住んでよかったと思える街づくりをして下さい。それが願いです。
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「⑤低所得者に対する適切な生活支援が行われ、自立する世帯が増えている」に関する意見
自由回答

生活保護を受けながら、アルコール依存症に落ち入っている様な男女を時折見かけることがあるが、お金をくれれば良いという問題
ではなく、渡したお金が適切に使われているかまで管理するべきである。そうでなければ自立など見込めないし、保護費がふくらみ続
けるばかりである。

生活保護者が、役所に生活費がたりないと言うと、すぐ来て、簡単に、支払をうわのせすると聞きましたが、ほんとでしょうか。一人で
もだいじな税金をむだに使うことのないように必ずして下さい。

低所得者、生活保護者をしっかり調べて対応してほしい。まじめに税金（介護費他）がんばって支払っているのに、生活保護者より年
金等がすくないので皆さんは仕事しているのかといつも思います。生活保護者に仕事をするように指導してほしい。

低所得者に対する生活支援について。教育・医療においては、支援の幅をもっと拡げてほしい。

生活保護を受けられる方はいったいどの様な人が受けられるのでしょうか？私のまわりにはそのお金でパチンコしたりとか、何に使っ
ているかわからないと思います。本当に働けずに困っている人がもらえるのではないのでしょうか。ちゃんとかくにんしてから支払いす
べきだと思います。

ここは子育てを考える時、なぜ施設というハード的な面ばかり語られるのか？私はもっとディープな話をしたいと思います。何より大切
な、もっと切実なハードをいうなら家庭という環境です。つまり家族がしっかりと正社員でなければ、子供を育てられません。例えば東
京では非正規の状態の者が多い為、独身が多く、それも少子化のもとになってます。正社員という身分でないと安心して子供を作れ
ません。これもバブル以来、「無駄な経費」として考えられている業種で生活していた人々が、「めしを食えなくなった為」なのです。国
は９千兆円にも及ぶ借金があるのに、国家公務員にボーナスを支給します。普通の民間企業なら、借金してまでボーナスの支給はし
ません。単純に言えば、ボーナスを払わなければ、借金はへっていきます。税収を増やす事を考えるなら次回支給日期限の商品券で
払えば、消もう品講買により税収が増え、金は天下の回リモノになり全体がうるおいます。

生活保護の不正受給があると聞く。厳しく調査のうえ支給してほしい。

税金が高いのに、所得は少ない。これでは生活の質もあがらず、子供もうめず、働いても働いても、支払いでおわってしまう。生活が
楽しめない。

生活保護を受けているにも、かかわらず、タバコは吸う、車を持っている人がいる。身障者マークを付けて高級な車に乗って自動車税
を払ってない人がいる。

生活保護を受けているほうが、低所得者より生活に余裕がある印象。

他県からの生活保護者が多くてびっくりですね。自分が生まれた県で保障してもらいたい。

生活保護受給者に対して、真に受給が必要な者と、そうでない者に対するチェック体制の整備が必要と考える。

何をするにもお金がかかる。低所得の世帯にはつらい。

三八城、長根、まつりんぐ公園で、朝から酒を飲み、宴会をしている生活保護を数多く見る。我々の血税で朝から宴会をさせている事
に市民は怒っている。審査責任をどう取るつもりか？

非正規雇用の低所得者でも、特に支援がなく、少なすぎる給与なのにそこから社会保険、年金、市民税、所得税など多すぎるほど引
かれるためギリギリでの生活で夢も希望ももてません。この生活で大人だけならまだしも、その生活でプラス子供がいる家庭もあり、
子供たちにまで貧困が伝わり、とてもかわいそうです。

低所得者、無職で生活保護を受けている方々の、現状を、まめにチェックする職員さんが必要、不正受給してる人々も、実際沢山居り
ます。改善必要。

母子家庭の場合、一生懸命仕事をしても生活保護の方より大変な状況下。自分が風邪等ひいて給料が少ない時等苦労しています。
保護の方が、いい車に乗ったり、外食ばかりしているとうらやましい限りです。

スナックなどで失敗して生活保護受給している人もいたり…自立している人よりいかに金をとるかの人の方が多いような。

生活保護世帯も徹底調査して、不正受給世帯を無くする必要がある。離婚していて生活保護を受けているが実際には同居同然して
いる等々、就職もせず、ギャンブルばかり生活保護費の税金がギャンブル店へ等、その税金が、子供達を見てくれる施設の方々への
方が、無駄とは思わない。

生活保護を受けてる人の方が月収があるのはおかしい。

低所得者の適切な判定が必要と思われる。

生活保護受給者でアルコール依存の方、または畜財されている。

低所得者は生保などで世帯分散することで夫との収入を確保するのに躍起となっている。保育料も高く家計を圧迫しており消費税ｕｐ
でさらなる拍車がかかっている。

高齢者より子育て世代への支援をワーキングプアの是正、生活保護制度の見直しを正直者が報われる社会になって欲しい。働かざ
る者食うべからず

まちづくりには直接関係ないと思いますが、高齢化社会になり子供の居ない世帯が増えていると思います。私も3月に主人を亡くしま
した。子供は愛護手帳をいただいています。生活保護世帯に並ぶほどの所得しかありません。何の保護もなくやっと生活をしている
状態です。寒い冬の油代もままならない生活です。生活保護世帯がうらやましいと思う時もあります。この様な生活ですので主人の遺
骨もおさめる所もありません。せめて共同墓地を作っていただけませんでしょうか。私が死んだら主人と私の骨はどうなるのでしょう
か。国民健康保険、介護保険税など支払いもどうしたらいいのですかね。体調が良くなくても医者へも行けないありさまです。このよう
なアンケートばかりでなく生活に関する調査も必要かと思います。

若い時から、子育て、親をひきとり、家をたて、いっしょうけんめいに働いてきた。年金も半分位しか払えず、年とった今でも大変医者
代、税金安くしてほしい。

以前より、ホームレスのような人が多くなっているように思います。保護対策はどうなっているのでしょうか。

- 95 -



「⑥ニーズに対応した保育サービスや学童保育、育児相談など、子育てを支援する環境が充実している」に関する意見
自由回答

福祉、子育て、子供の医療に対する所得制限が低い。市の平均所得から見ると、妥当かもしれないが他県等と比べるともっと上でも
いいはず。県外から来ている人には、魅力がない。

他県での子育てに関する情報もいつでも見れる状況で、やはり八戸だけ、ということでは一切ないが、保育料などをはじめ子どもを産
み、育てるということは、年々厳しくなってきている。預けなければ、仕事ができない人もいるのに、いざ給与を全て（保育料）に振りわ
けた時子どもに衣食住の安定した環境に置いてあげられない。払いたくないのではなく、払えない家庭もあるのでは。

パチンコばかり多すぎで子供達の遊ぶ場所が非常に少なすぎる。街に活気がない。何もなさすぎる。つまらない街

八戸市には、子供達が遊べる場所が非常に少なすぎる

弱者に優しい、住みやすい環境作り。安心して子供を産み、育てられる環境作り。

学校に併設されてる学童教室は、保育士の方ではなく保護者ＯＢがみてくれてました（私の学区は。）わりと、親が参観してる時でもか
まわず子供達や家庭の｀あの子はあーだ´｀あそこの家はこーだ´と平気で話してて驚いたものです。どこかで誰かにつながってて、預
けてる子供に影響があるのでは、と思ってることも言えない親も少なくなかったです。必要があってお願いしたいのです。そこの地区と
は関係のないプロを雇うことはできないのでしょうか？トラブルやケガも多かったですよ。

子育て支援センターがないですよね。あるとしても公民館で月１回とか。保育園内にあるのでしょうか。情報が得づらいです。

他県と比較し、子育て支援センターのなさが不便に思います。（小さい子供を連れていつでも気軽に無料で利用できる場所がない）

児童扶養手当てに関しても、保育所入園希望に関しても審査審査で面倒くさいです。

子育てにもっと力を入れていくべき。田舎にしては給付とかが少ないと思う。だから、やっぱり便利だし、都会で子育てしようって出て
行ってしまうのではないか。

小児科医、産婦人科医の常駐できる病院を増やしてほしい

小さな子供をかかえての就職は、主に、パートやアルバイトが多いです。・パートやアルバイトの求人では、日曜、祭日、年末年始、お
盆も出勤可能という条件が多い中、保育園など、子供を預ける施設での休日保育等を行なっている所が少なく、又、あっても、保育料
が高すぎると思います。核家族化している中での子育て支援の見直しをお願いします。

中心街の再開発も必要かも知れませんが、その前に、やるべき事があります。保育所・介護施設等を先に、充実させないといけない
と思う。

幼児保育施設、介護施設等が足りない。

子育て支援をもっともっとすれば、子供たちが増えるのかなぁ。

保育園などの無料化、出産祝金など人口増に向けた取り組を本腰を入れて欲しい。

子供と一緒に遊んだり、いろんな体験をしたり、そんな施設が欲しい。（一戸にある“子供の森”のような施設）

福祉、子育ては、ほとんど安心できないです。特に母子支援はほとんどされておらず、支援といいながらいざＰＣの面接等、行ってみ
ると募集人員が少なく、支援してもらえたことすらありません。何のための募集？と頭にきます。

今より更に子育てしやすい環境を整えて欲しい。不妊治療、出産、保育園、学童、高校など全て金銭的に苦しく、諦らめなければなら
ない人が多いです。子育てにおいて、もっと手厚いサポートがあれば良いと思う。

待機児童がないような支援。（幼稚園、保育園の充実化）

子育てに関わる母親にもっと支援するべきだ。次の世代を担う子供達の世話をしているのは、今の若い母親たち、子育てしやすい環
境作りに即急に取り組むべき、でないと若い人たちが、八戸からいなくなっていく。もっと危機感をもって取り組むべし。

少子化が大問題となっている現実。産みたくても産めないお母さん達の悩みを早期に解決してほしい。安倍総理が今後女性の職場
を大幅に広げると言っているが安心して子を産み、育てられる受け皿なくして不可能なことです。大巾保育所支援などするか。（保育
園に入れないでいる子供をかかえて仕事は出来ません。）加えて、児童（小学生）の春夏冬の休みを野放しにしていているのもどうか
と思う。子供達の身の安全を守るために休み期間の対応を早急に考慮すべきと思う。教師は子供を守れません。

子育て支援の一つとして、さらには、若い女性の人口増加、子供の出生数の増加を図るため、子供が生れた家庭に、（思いきった金
額の）お金を支給する制度を創設する事を提案します。

保育園や学童保育の入所条件が厳しい。日、祝日も診療してくれる開業医を増やす施策してほしい。

女性が出産率が悪いのは、市や国の環境作りがとても乏しいとゆう事だ。ここ（八戸市）もとても育てにくいところです。市長はなにをし
ているのか

子ども達が安心、安全に遊べる所がない。

八戸市不妊治療費助成制度を早く始めて欲しいです。不妊治療のできるＤｒを増やして欲しいです。

中学へ通うのに、自転車を使えるようにしてほしいです。中学まで遠い子は、バスになりますが、バス代がかかる分、家計への負担が
大きくなる家庭も、あります。せめて、その分少しでも補助などあるといいと思います。小学校の近くに、学童がありますが、とてもせま
くて混んでいます。おいらせ町のように、児童館などがあると、子供達も学校おわったあと、そこで宿題やったり読書したり、走りまわっ
て遊ぶ事ができると思います。

働らかなきゃ生活出来ないお母さん達が増えているのに保育園がたりない。保育士教育も増して少子化でもたりないのに！！！
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「⑥ニーズに対応した保育サービスや学童保育、育児相談など、子育てを支援する環境が充実している」に関する意見
自由回答

八戸は公園が少なく、遊具が充実していないように感じます。はっちも良いですが、もっと体を動かして遊べる施設にも力を入れてほ
しい。まず、公園の遊具を充実させてほしい。十和田市の「こまっこランド」のような広くて、遊具が充実している公園がほしい。

まず、安心して子供を出産できる環境が必要である。現在、産院は年間どれ位の人を受け入れられるのか。県外からの流入も考え
て、規模を考えなくてはいけない。現在では、安心して子供が産めない。産院の拡充を！

子育ての前に安心して子供を産める環境がない。出産施設の拡充が絶対条件である。これを安定させれば、人口増になる。産業も
増える。

産婦人科（産科）（個人病院）が激減、子供をかんたんに産める設備がない。

育児相談は平日に行われているので、日曜しか休みのない自分は行きたくても行けない。

子供や障がい者が自由に遊べる施設が、少ない気がする。

保育料が高い。収入に見合った保育料なのでしょうか？二人目三人目もほしいがなかなかふみだせない。食費など節約しても貯金で
きません。見直しをお願いします。八戸は子育てしにくい環境です。認可保育園を増やしてほしい。育休明け保育園に入所できないと
非常に困ります。

一番大事な事は人です。八戸には大変優秀な子供達が多く育っています。ただそれらの優秀な子供達はほとんど、都会の大学等に
進み、八戸に戻ることは少ないのです。親達は、奪われた気持になります。一度は都会へ出ても八戸に戻れる環境とその知恵が必
要だと思います。その一つは、子供の頃から充実した支援を、他の地域にない環境をつくる事だと思います。

子育て支援については、学童保育の充実が重要と思います。ある程度裕福な家庭では、習いごと、塾等へ入ることもできますが学童
保育等で補う必要があると思います。

健康で仕事が安定し、安心して子育てが出来る八戸市であってほしいです

女性を自立させ、福祉、子育てに力をそそぐべき。

岩手子どもの森のように、雨でも親子で無料で遊べる所。駐車スペースもあると良いと思います。

子どもを産む、育てる環境、の充実、人口増加！！

夏休み中の子どもの居場所をもっと柔軟に対応してほしい。（ｅｘ：図書館、児童館でいろいろなイベントや学習会、読み聞かせ）

子供あっての家庭、家庭があっての市民となり、町づくりになり、高齢者あっての今の町の形があるから、特に重要視して頂きたいで
す。人口減少している今だからこそだと思います。

子育て支援の設備、まだまだ足りない。遊ぶところが少ない。（室内、有料が多い）→公園以外

病院のおわる時間が早すぎて、仕事後だと間に合わず、なかなか行けない。私自身、保育士として働いているが、子育て支援の場が
少ないと思う。

保育料などが高すぎる。

待機児童や病気中の保育施設などの問題があると思う。特に病気中だと保育園に通えず、近くに頼れる身内がいないと、仕事を休ま
ざるをえなく、正規雇用でない為、自分の仕事を失いかねないので、とても困った事がある。病気中でも預ってくれる施設を増やして
いただきたいと思う。

保育園の待機は問題です。幼稚園の保育園化は必要と思う。（省庁の違いが有るが）そうなれば待機児童の減少と女性の働く機会
が増える。そして保育園料が高い。

医療費の負担について、現在所得によって免除がありますが、都内のように、義務教育中は免除になればよいと思います。

子どもの医療費無料が３歳までなのは短いのでもう少し延長してほしい。自費で受けている予防接種（水ぼうそう、おたふくなど）重要
なので、無料化するとか補助を出すとか望みます。子どもを産みたい、育てたい、そう思えるようなまちづくりおねがいします。保育
園、保育サービスの充実。

保育環境が充実しないと働きたくても働けない。待機児童の解消。

高齢者、障害者に対する施策ももちろん重要ではあるが、子育て、子どもの未来をどのように支えるかが も重要であると考える。地
域において共働きで生活している夫婦の子どもに対するサポート機関の充実が急務ではないか？

一般に保育料が高額な為子供は１人でいいとか産まないという人もいる。

大人の数より子供の数が何倍にもなった時の事なんか、考えた事ありますか？先生方！行政の方！

子育てに関するサービス及び支援こそ、 大の取組だと考えています。若い人口が増えなければ産業も老人介護も充実していけな
いはず、子供の増加と若い人が安心して仕事が出来る環境づくりこそ急務だと思います。

私は、福祉の充実よりも、子育てに関するサービスの整備がなによりも重要だと考えます。老人を支えるには、まず、若い人口の増加
が必要であり、長い目で見てとても重要だと考えます。

子供優先それも小学、中学高校と彼らが進んで参加出来る企画を教育委員会は実施するべきです。しらけた若いお母さん達では良
い子供環境とはいえないと思います。

東京に住んでいる人の話ですが小学に入学するまで医療費がタダで県外で病院にかかってもあとでもどってくるようなことをいってま
した。保育園とかに入るといろいろと病気をもらってきて、病院にいくことがふえたことを思い出し、うらやましく思いました。

財政のウエイトをインフラ整備から子育て支援へシフト。・女性が産み育て易い環境の整備・共働き世代の支援。・地域毎に保育園、
小中、児童館をまとめて拠点化。・延長保育、日祝開園、若年層医療負担の低減化。

働く女性が子供を安心して預けられる施設の増加も望みます。中心街ばかり中心のまちづくりでなく郊外の街の方にも力を入れてま
ちづくりをしていただきたいです
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「⑥ニーズに対応した保育サービスや学童保育、育児相談など、子育てを支援する環境が充実している」に関する意見
自由回答

観光施設にお金を使うよりも、もっと子育てしやすい制度に力を注いでほしいと思います。例えばもっと保育料を安くしたり、小学校ま
で医療費をタダにしたり。そうでないとどんどん少子化がすすむと思います。

子育てしながらでも、女性が働きやすい環境が欲しい。保育士が足りないのなら、保育士を養成出来る学校を誘致してみては？？？
新しい宅地と、古くからある団地との差がありすぎて、高齢者ばかりの地域をもっと支援するべきではないですか？

子育て支援の充実なくして人口増はありえないと思う。税金の使い方を考えるべき。

地域的に、子供の数、（世帯数）に対して保育園の数が少ないと思う。仕事を持ってからでないと保育園に預けられず、求職できない
状態である。求職者は、保育園に子供を預けられないのが現状。

子育ては資格等習得し易く、事故等の無い託児所を多く開設し、行政等指導するべき

子育てを他の人にも手伝ってもらうことはよいと思うが、やっぱり家族で助けあえる環境を作ったほうが、いいのでは？例えば仕事を
休みやすくしてもらう、半日勤務、自宅で仕事ができるなど個人情報保護などもあり難しいと思いますが…

キャリアのある女性でも、妊娠・出産後、仕事を辞めざるをえない状況になる。いつになったら、女性にやさしい社会になるのか。

保育料が高い

保育料を所得にかかわらず、一定にしてみては？もう少し安く。子供たちの医療費などもう少し将来の宝である子どもたちに対する住
みやすい環境にしてください

はっきり言って何をとっても頑張っている市とは思えません。街作りより何よりまず福祉など充実させるのが基本です。八戸せんべい
汁とかそういうことばかり掲げていませんか？子育てしにくい、生きにくい環境、そこで何か良い結果が生まれるとは思えません。人
口は流出するだけです。

保育園から学童保育へと上がるにつれ、定員オーバーで断られたり、高額な料金となり、義務教育無償化とはいえ、学童の方へ授業
料を支払うようなもの。土・日・祝など連休にどうしても預ってもらえない、役に立たない現実。ファミサポの時給の高さ。これでは働き
たくても十分働けないし、負の螺旋が続くだけ。「充実」など全く遠く、まず着手すべきはここだと思う。

公立幼稚園・保育園の増設

自分は八戸市には、別に何も期待はしていませんが、自分が、日頃市役所には、お世話になっていますが、やはり市外、県外から来
た一人親に対して、もっときちんとした対応をしてほしいです。私は、八戸市に来ていちばん苦労したのは保育所と、一時的に子供を
みてくれる所です。そこを、なんとかしてほしいです。

結婚しないで子供生みました。母子家庭として、あつかわれなくて生活が大変です。母子家庭を受けて、優雅に暮らしている人がいま
す。そうゆう人にあげるくらいなら、私たちにも少しは、楽な暮らしがほしいです。中には、離婚はしてもちゃっかり家に、すんでたりして
ます。もっときびしく、調査してほしいです。

出産や子育てが楽に出来る補助金や人の援助を目に見える形で実施してほしい。

町内に公園がないので子供もあそぶ所がほしいです。

八戸市は、子育てに対する支援が全くといって足りないと思います。子供を元気に、安全に体を動かせる設備が足りません。中心街
にはっちというものを造っても、駐車場代、子供を抱きながら駐車場からその場所まで歩き、子供を見ながら遊ばせる。結構体力がい
るものです。今の子育て世代の給料は安い、子供を遊ばせられる場所が少ない。これでは、親もストレスが溜まってくると思います。
これが現状です。みんな、どうせ一般市民の自分達が意見しても権力者に押しつぶされるだけだと思っています。

地域によっては、八戸市内の保育園でも待機児童がいます。４月の入園を逃がしてしまうと入園できません。

学童保育の組織作りをしっかりうち立て市からの支援（経済的）も必要だと思う。

いつでもいける無料の児童センターがあるとたすかります。子供にやさしい八戸市になることを期待しております。

まだまだ保育園の数は足りないと思う。他県に比べると、医療費の負担等も大きく、子育てしづらいと思います。

共動きが増えているので、保育サービスを充実させてほしい。土・日や就業時間が長い仕事も多いので、色々な勤務時間に対応した
保育を目指してほしい。

小さい子が登下校危険な目に合っているニュースが多く心配である。事故や連れさりに注意し、地域でも、ゴミ出しや、散歩の時でも
常に周囲に目を配り注意し、何かあったら通報するようにしたら少しで防げると思う。一人一人が注意を払って行動したら良いと思う。

子育ては昔は地域ぐるみでした。今は周囲との係りや地域の係わりもなく。（保育園や幼稚園）も不足とのこと。子供が少ないと言わ
れているのに不思議に思われます。何もしないで老いるよりは、元気な人は上記に行って子供の遊び相手、話し相手になって情緒安
定や、老人をいたわる感情を持ってほしい思います。受入れ体制ないとダメですね。

人口減少に歯止めをかけ、北東北の拠点として人口増加を目指す。働く場所を増やし、子育てが安心してできる市にしてほしい。

産婦人科が減っていて、市民病院に頼りきっている現状なので開業医が増えるような取り組みをしてほしいです。

子供を安心してあずけられる環境を整備してほしい。

急な時でも利用できる病児保育施設が身近な所にあれば助かります。

金銭面で子育てに不安がある。出生祝金などを充実してほしい。

重要事項の順位。Ａ．子育て。Ｂ．若年層の働く職場確保。Ｃ．高齢者が安心して住める街作り（費用・病院）。Ｄ．トップダウン→ボトム
アップ職場作り（政治家に限らず）
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「⑥ニーズに対応した保育サービスや学童保育、育児相談など、子育てを支援する環境が充実している」に関する意見
自由回答

「子育てに関する分野」子供を生み育てていきたいが、働いている女性が多いので保育所を沢山作ってほしい。乳幼児の人口を調べ
て？人中、保育所１つ…と言うようにしてほしい。また保育所の環境を考える。

どこの産婦人科に行っても（個人病院）安心して出産できるように産科医が増えればと思います。

子供達が安全に暮らせ、一担市外に出ても、房りたい八戸にしていきたいです。

夏休みなど長期休み中の学童保育が８：３０からなので休みをもらわなければならない。たいていの仕事が８：３０からでは出勤時間
に間に合わないと思うのでせめて８：００からにしてほしい。終了時間も１７：００と早すぎ、仕事をもつ親のニーズに対応していない。

子供も外で遊べる環境になってほしい。

９月に３人目の孫が生まれる予定。南郷村の時には出産祝金があったのに…３人目になったら、八戸市からでもよいのでオムツ代
位、欲しいですねェ。他の自治体は様々工夫して、人集めをして、子供が増えているようですが本当に残念です。出生届、戸籍を調べ
たら何人子供がいるかすぐわかります。国からでるから八戸市はいいやという考えはちょっといかがかな？

塾などお金をかけなくても学力を得られる所で医療費や紙おむつが無料だったりしたら、八戸市民が増えないでしょうか。

市には八戸公園しかないと思います。孫等と遊びに行くとすれば市外に行かなければならない（特に雨の場合）ドーム型の遊場が
あっても良いのでは。

八戸公園は室内遊戯室は小さいながらもあるが、ほとんどのものは外で遊ぶものが多いので、何かあったときの為、より多くの人をよ
ぶ為、近くに服を買い飲食できる休憩所といった複合型大型ショッピングセンターがあれば、どんな年齢層でも楽しめる場所になると
思います。その中に幼児学童が遊べる広場があり、その遊んでる子供達の姿をみながら親が休める所にマッサージチェアを置いて
あったら 高です！

幼児を遊ばせる場所が少ない。

子育てに関して、仕事柄、土・日なく仕事をしているが保育所が日曜休みのため日曜日に休まなくてはならない時がある。日曜も保育
所をやっている所があると大変ありがたいと思う。

体外受精のできる病院を作ってほしい。

子育てをしたくなる都市にすべき。

母子家庭の子育て支援の充実にもっと力を入れて欲しい。福祉の充実にもさらに力を入れる事が望ましい。

小学校に通う子供の帰宅後の保育施設（学童）が満員が続き、仕事ができない。（社会復帰したくてもできない）

いろんな規制や、しがらみがあると思うが、親が安心して働けるように、子供をあずける施設を充実して欲しい。重点現題として集中
的に取り組んで欲しい。

現在の子供達を大事に成長させる事は、本当に大事なことと思います。平等に子育てが出来る様に環境を充実させて欲しいです。子
供が受ける保障は親の収入の多い少ないに関係なく平等に保障されるべきです。生活保護を受けている人達の中で、働ける人達も
多数存在するかと思います。働いて、収入を得る術を指導し、自力させて支援をして頂きたいと思います。

育児支援体制を充実してほしい。老人、学生など地域をまきこんでほしい。

子ども（就学前～小学生）が遊べる場所が少ない。雨の日の屋内など。晴れの日でも、公園など小さい遊具ばかりで、ダイナミックに
体を動かして遊べるところがない！！三沢市のように、近くの公園でも火気（ＢＢＱ）できるようにしたらいい。

学童保育の充実を願う。保育園と違って、時間などあまり、充実されていない。学童保育の施設も悪すぎる。

保育サービスは、都会に比べるとまあまあ良い方ではないでしょうか

行政でもっとお金を出して環境をととのえていくべきだと思います

子育てに関することをもっと対策をべるべき

子どもの医療費が高い。３歳まで無料にすべきである。幼稚園が私立しかなく子育てには不向きな市である。子育てに対する対策が
何十年も変わらない。他の市町村を見習うべき

学童保育の充実を、資格のある指導員の配置をお願いしたい。

八戸市は、まだまだ子供を育てる環境が厳しいと、他県の方と話しをしました。少しずつでも、もっと子育てしやすい環境になっても良
いんじゃないかと思います。

子供のいじめ問題を 重要に考えれないか、只し会社、家庭でもあるいじめをする人種ではないのか。

母子家庭を取りまく状況がもっともっと良くなるように八戸市が動いてほしいです。（仕事、子供の進学のためのサポートの充実）介護
をしている人の負担が減るようなサポートがもっと必要だと思います。

子育てをしていて、一番他の地域がうらやましいと思ったのが、ボランティアの人などで運営する学習塾や、スポーツ教室などです。
お金さえあれば、どんな塾でもスポーツチームでも入れますが、もし可能なら、低価格の塾や、クラブチームなどがあると、とても助か
ります。

学童保育が各小学校によってばらつきがあります。春休みに学童保育が使用出来ないのがとても困りました。学校は休みでも仕事
は休みではありません。もう少し、見直してほしいです。

お金をバラまくより、払わせないようなやりかた。子供手当をなくして、例えば、小学校に入学する家庭にはランドセル一式、中学、高
校に入学する家庭には制服一式を交換できる券をあげる。給食を無料にする。

子供を１人で育てているので住みやすい、暮しやすい環境をととのえてほしい。

１人親に対する制度をもっと充実させてほしい。（金銭などを）
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「⑥ニーズに対応した保育サービスや学童保育、育児相談など、子育てを支援する環境が充実している」に関する意見
自由回答

学童は市で運営している。学童は無料なのに他は有料で、中には長期休みの場合おやつまで持っていかなければならない。不公平
だと思う。

まちづくりは大人が動いて協力を呼びかけていますが、こどもの教育の現場にもっと組み込ませて、意識を高めてほしいものです。ま
ちづくりも大切ですが、人間の生活していく上での役所でのいろいろの手続きやルールなどをこどものころから親しみ知る必要がある
と感じます。（１５才以上）そうしたらもっと、まちづくりにも人との交流が大切であると気づくようになると思います。（道路のゴミのポイ
捨てが）社会の仕組みを親しみやすくしてほしい。

これからの将来を担う子どもたちが住みやすい街八戸を目指して、頑張ってください。

子どもの医療費が高い。無料化や負担軽減を計るべき！

西白山台に住んでいるけど公園が少ないように思います。子供達は道路でボール遊びをしています。将来を見込んで公園は計画し
なかったんでしょうか？中学校側にはありますか→反対側にはなくて道路で遊んでいます。車に、ボールぶつけられても近所なので
言いづらいし困っています

子供のために会社を休む時は、会社の了解が、快くしてくれれば良いなァ～と思う。

学童保育を望む声が多くなってきている。そして、現在は、小学３年生までの預かりだが、それ以上（小学６年位まで）にお願いしたい
と。不審者が多くなってきているので子供一人家におけないようだ。学校も少子化で教室の空きが、増えているのであれば、学童保育
に利用してはどうかなと感じました。保護者も安心して仕事ができたと思います。

自分の子育ての時に比べ、手当て、医療費他にしても恵まれ過ぎている。税負担が大きくなるだけでは？出生率の増加につながると
は思えない。基本は自分のことは自分で！と思う。

八戸市の人口が減少の連続である。なぜか？先ず、子どもを生み育てるのに適している市なのか。安心して生めるところは、費用
は、仕事場の理解は、公立の託児所が近くにあるのか（民営でなど）育児を支える市の態勢はどうか（保健師など）。特に企業元の認
識の低さが問題ではないか。更に国の施策が弱いと思う。（口では言っているが）生んだら褒め称える制度を確立しよう！

子供の数が増えることが基本、市としての支援等を。市民病院は親切で医療技術を高める、安心できる中核病院の役割を果たさなけ
ればならない。問題医療ミスなど心配面がある。

子供が外で遊ぶことが出来る環境が欲しい。自宅周辺および近所の公園（住宅街の中にある小さな小さな公園）では、子供達数人が
遊んでいると「うるさい」「交通の邪魔である」と苦情が来る状態です。

育児相談・子育て支援について。もっと気軽に相談できるようになってほしい。時間・場所・相談内容、全てにおいて敷居が高いと思
う。

若い人も高齢者の人も住みやすい環境になり、特に、若い世代は、子育てしやすい街に、そして子供がたくさんいて、にぎやかな八戸
になるといいと思っています。

以前に比べると私たちの声が反映される様になってきている様に思う。いい街になってきたと感じている。ただ、若者達が減り、活気
がなくなり、町内でも夫婦二人だけの世帯が増え子供の姿が減った。若者達も地元に戻りたいと言う声はよく聞くが働く場が少ないの
がネックになっていると思う。どこの地方も同じだとは思うが、若い人が残らなければこれからの地方はダメになってしまう。若い人が
残れる様な場を作り、環境を整えて子育てできる様な街になってほしいし、力を入れてほしい。

若い人達の子育てのため、もっと環境を充実させてほしい。たとえば若い家庭の為の休日に遊べる様な遊園地をもっと充実させたり
１０代の為にも遊べる野外の施設をつくったりしてほしい。

子育ての前に、結婚しない若者が多くなっている。

公園遊具をもっと充実させてほしい。たかが公園で遊ばせるために三沢市まで行っている。あちらの遊具の様なものがあるとうれしく
思う。市川地区下長地区にも何かテーマパーク的なものがほしい。

子育てについては、親の負担を減らせる様に補助金の充実、施設の充実をして欲しい。

自分達の世代が子育てをしていた２０年前に比べると、児童手当も乳幼児の医療費の助成も充実しているように思う。児童手当をも
らっても給食費を払わない保護者がいるとかと聞くと自治体で先に給食費や学校に納めるべき費用を差し引いて支給できないものか
と思う。

子どもがたくさん集まり子供同士が仲良くふれ合う事ができるイベントや施設があると市民も他地方からも注目を集められると思う。

この項目は健康的に生活をして行く上で 重要課題であり、子育て世代にとってもそのまわりの家族にとっても安定した整った環境で
あって欲しい。

ベビーシッターを紹介してくれる窓口があるとうれしいです

八戸はオリンピックで金メダルを取った人が沢山います、もう少し指導者を優遇しても良いと思います。それから各地に練習場がほし
いです、少子化時代に入り子供に対しての応援を沢山して若い人が子育てをしやすい町にしていくべきと思います。

子供の医療費が中学校卒業まで無料の自治体があるが、八戸はそうならないのかな？と思う。

医療に関しては充実していても子育て、小子化問題には不安があるのでもっと若者が安心して暮らしていける町にして欲しい。

保育料が高いと思う。保育料のために仕事をしていると思うことがあった。子供の医療費は所得に応じて免除されているが、支払って
いる者からみると不公平に感じる。全額免除ではなく、５００円／回など少額でも支払わせるべきだと思う。学童は土曜日も毎週やっ
てくれると助かる。土曜日も仕事があるので結局仲良しクラブには預けられなかった。

未来を担う大切な子供達のために、せめて義務教育期間だけでも、医療費全額無料など、支援していただきたい。

- 100 -



「⑥ニーズに対応した保育サービスや学童保育、育児相談など、子育てを支援する環境が充実している」に関する意見
自由回答

子どもが屋内で遊べる（無料で）場所を増やしてほしい。例えば「いわて子どもの森」のような児童館が八戸市にもあれば利用者も増
えると思う。ちなみに「こどもはっち」にもよく行きますが、駐車場代がかかるので、あまり頻繁には行かないです。駐車場料金を無料
にはできないものでしょうか。

子育て支援に力を入れるべきだ。

学童保育についても、社会福祉協議会で委託を受けている児童館と仲良しクラブでは、同じ放課後の児童を保育しているのに、職員
の雇用形態には差がありすぎると思っています。Ｈ２７年度より国の子育て支援に対する様々な改正が出されようとしていますが、認
定子ども園に対することだけではなく、仲良しクラブの実態を正しく見ていただき、建物はじめ、市で今後どのように進めていくか、情
報を出すべきではないでしょうか。

元気な子どもが健やかに育つ環境があってこそ若い世代が八戸に残り、活気のある街となるのでは？

安心して子供を産み、育てるための病院、保育園に課題あり。産科が減り、保育現場も十分とは言えないと思う。

保育園は働らかなきゃ行かせることができない。幼稚園は高くて行かせられない。もっと子育ての部分で力を入れて欲しい。

もっと、八戸に住む子供達が、天候に左右されず、おもいっきり、体を動かして遊べる、場所を作ってもらいたいです。市内にある、そ
ういう場所は、中途半端だと思います。乳幼児には良くても、小学生（中学年以上）が遊ぶ場所が少ない。みんな、わざわざ県外にあ
るそういう施設に遊びにいっています。私もそうですが、八戸には、一部の人や、そういうのが好きな人が行く施設はあるが、体をおも
いっきり動かして、遊ぶ場所がなさすぎです。（アスレチックとか）運動不足、肥満対策にもなりますよね。読書も大事ですが、体を動か
して健康になる事も子供には、大切かと。小さい子供がいても安心して働ける環境と雇用の充実。

学童保育の環境をもっと充実してほしい。幼稚園、保育園は、預かりなど、長期休みなどの対応してくれるけど小学校に入学後、子供
をみてくれる親がいない人や、学童保育の場所が地域になく、車で学区外の児童館に預けにいかなければなく、仕事がなかなか出来
ない母親が多い。もっと学区内の狭い範囲で、町内とかで、学童保育があれば、すごく助かります。働く場所、時間、休みなど、関係
なく安心して、子供を預かってもらい仕事が出来る環境にしてもらいたい。

女性の社会進出の下支えは、子育て、保育サービス等時間延長等利用しやすくする事が必要と思います。

子育ての支援の充実を

子育て環境について。保育料が少々高いと感じつつ、でも、仕方がないかなぁと思うところもあります。県の子ども急患相談の電話は
いつも不通でつながったことがありません。市で対応していただけると助かると思います。※血便や蜂に刺された等、すぐに相談でき
る機関があれば、救急車でなくても対応できると思います。県内でも小児科、産婦人科を含む医療機関は抜群に充実していて大変心
強いです。

小学生（中学生）まで医療の保障、助成があれば良いと思います。少子化の時代なので、第二、第三子に対する手当ても、もっと充実
すればと思っております。

所得制限があるのが不平等。やっと就職したのに働く意味がなくなる。子供が病気でも、病院につれていけない。八戸では、所得制
限になる所得でも、全国平均でみれは、中くらいである。子育てについての所得制限はぜったい不平等だ。保育園代も高すぎる。給
料の１／２以上支払っていた。

子供の医療費をなんとかして欲しい。六戸町のように無料にして欲しい。

これからの日本を作る子供を大切にしたい。女性が仕事を持つと家庭が少し、ギシギシします。保育園の帰宅がとても気になり、まに
合わない時があります。有料で自宅まで送迎したらどうでしょうか。その時間に主婦は、色々な事ができます。

子育て支援に関するサービスについて、再考して欲しい。

保育料を下げる

子どもをつれて遊びに行く所が少ない。“はっち”は駐車場に料金がかかり、行きづらい。

まちに行く機会がふえました（はっち等）が、一回行くと駐車料金が８００円。なんとかならないでしょうか。子育て世代の私はこの駐車
料金だと月に何回も行けません。買い物すればと言いますが、お弁当も持って節約してあそばせているのです。あそびに行くとおじい
ちゃん、おばあちゃんが親のかわりにつきそいで来られているのをよくみかけます。まわりに子育てをかわってくれる人がいない人も
気軽に預けられる場所、人が増えると助かる。又、おじいちゃん、おばあちゃんも孫をつれて行きやすい場所が増えるといいと思いま
す。

二人の幼児を育てていますが、屋内であそべる施設が少ないように思います。又、公園もトイレが無い所あっても汚れている所、屋根
がついている休けいする場所が無いとあそばせにくいです。保育園の開放も利用しますがあそぶだけではなく、安く学びも入った形を
利用できる（毎日）所があれば知りたいです。

福祉の充実した市になってほしい。子育てしやすいよう環境を整えてほしい。

保育料の見直しをしてほしい。所得でかわるのは分かるが、払った分充実した保育をうけているように思えない。

白山台付近に人が集中しているのに、子供の数に対して保育園・小学校・中学校の量が少なすぎると思います。低所得者が子育てを
できる環境・生活支援など八戸市でなにかやってほしい。

社会福祉の安定・子育てがしやすい環境にして頂きたい。また、高校の授業料も値下して欲しい。

子育て支援が少ないと思う。今後の市政を大きくするには将来の人材をいかに確保するかが主要だと思う。

福祉だけに力を入れ、子供、子育て支援環境が充実してない様な気がする。

小・中学生の医療費の負担軽減。子育て世代の孤立化、気軽に集って遊べる室内施設が欲しい。

子供が急病になった時に預かってくれる医院がもっと多いといいと思います。

１人目は何もなし。２人目で今の負担、３人４人は教育費全員無料、さらに５人以上の方、家一軒プレゼントぐらい考えたらどうか。
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「⑥ニーズに対応した保育サービスや学童保育、育児相談など、子育てを支援する環境が充実している」に関する意見
自由回答

こどもはっちの利用料を無料にすべきだと思う。

中学生まで、医療費を控除してもらえると、とても助かる。八戸にきてからは、負担していて、家計がきついです。

どの項目も重要で、自分は果たして、これから生活して行けるのか、不安になった。しかし、子供達の幸せを一番に考えなくては、なら
ないと思う。

もうちょっとまとまりのある便利な町にしてほしい。必要なものがばらばらすぎる。小さな子供がいるお母さんにやさしい町になってほし
い。

他県、他市の様にせめて小学校が終わるまでは医療費がかからないようにしてほしいです。八戸市の保育料＆学校の授業料が高す
ぎます。

小児科、産科の充実。

充実しているのに、子どもが減るのはなぜだろう？「育てる」と「増やす」、別々に考えた方が良い。大人を支援しないと子どもは増えな
い。「子育て支援」は充実してるのだから、増やす事を考えた方が良い。

未満児をもっと積極的に預ってくれる所があってもよいのでは？出産しても育てていく環境にないので出産自体をしない選択肢になる
と思う。

５歳児を無料化にすることよりも、お母さんの仕事に合わせた、時間帯・急用ができた時預けられる施設・病後時保育が出きるなど、
子育てを支援する環境を充実させる方が先だと思います。市が認めたベビーシッターとかも安心と思う。

私は不妊症とみられる症状があり、９年以上治療していますが、保険がきかないため治療費がたかすぎて支払いが難しく、大変困っ
ています。そして、結婚もあきらめています。少子化を食い止めたいのなら、婦人科の治療費を市で負担するなどの支援していただき
たい。子供がほしい、結婚したい男女をもっと支援していくべきであると思います。今すぐ、若者の支援をお願いします。このままじゃ
本当に八戸なくなっちゃう。そして人を本当に大切にする八戸市であってほしい。これからの八戸市に期待したい。

子育てしながら、生活費を稼がないと、子供を守ることができない、母親が仕事にでる、子供との時間が少ない、子供の心を豊かにす
るには母親との時間が必要。でも、母親は働かなければならないが、子育てしながら、働ける仕事はない。

母子センターがないのが不満、他県と比べてみると、このぐらいの人口で「ない」のが不思議にさえみえる。子育てがうまくいかない人
も多いので、場が必要と思う。

子育てを支援する環境が充実していなければ、子供を産み、育てることが出来ないので、子供の数が減少していくと思う。

公園の外灯の少なさがとても気になります。昨年、子供達が遊んでいる公園に不審者が出た時に警察の方に聞きましたら、公園の中
と外では外灯の運営が違うといわれましたが、冬場の夕方には暗くなるのが早いので学校帰りの子供達がこわがって大変です。公園
の砂も遊具も少なさすぎ。

育児相談の為、電話を利用する人は少ないはず。子育ては各年齢ごとに悩みは違う。母子手帳を発行する時点で、大まかな、年齢
ごとに起こりうる病気、行動、生活環境等々、赤ちゃんから大人になるまでの親としての心がまえ、責任感を持ち続けられるような冊
子があればうれしい。

子供が少なくなっていませんか？年齢別統計はとっていますか？

子育てを支援する環境というなら子供の医療費控除の制限をなくしてほしい（所得制限をつけないで全ての世帯にしてほしい）

雨の日などに小さい子供連れや小中学生が気楽に集える場所があったらいいと思います。

産婦人科等の医療機関を増設する必要があると思う。子供を安心して産める、子供人口を増やすためにもお願いしたいと思う。

私は二人子供がいますが、これから子供にかかるお金のことを考えると、もう一人考えることができませんでした。子供を育てやすい
街を作ることは、市の人口を増やし、市の財政にもつながることになると思います。これからどんどん増える、高齢者のためにも、子供
を育てやすい街づくりは大切だと思います。

子育て支援の充実は、八戸を発展させるためにも整備は特に改善が必要だと思う。

生産人口が減り続けている今、子育て支援は重要です。共働きを希望する世帯の為にも、託児所の類は充実させるべきです。

近隣市町村では、子供の医療費を中学生まで無料にする等、子育てしやすい環境に努力している町がある。八戸市も同じ様にならな
いか？若い世代は、これから、新築するのに、子育て支援の多い町にしたいと考えているようだ。

子どもたちがぜんそくのため、非常に医療費がかかり、共働きでも生活が苦しい。中学生くらいまで医療費の補助があればすごく助
かります。

以前住んでいた仙台市では子育て支援が充実していました。八戸市は児童館の役割があまり感じられず、保育園に入らない子供
や、３才未満の子たちが遊ぶ場は「はっち」しかないのでしょうか。地域の小さい子を持つ親が、悩むことは多いので、毎日集まれるよ
うな場所があると良いと思います。

共働きの世帯が多いのに子どもを預ける所が少ない。入学前の子どもはまだ良いが小学生の行く所が無い。特に 近は土、日も親
が仕事の子も多く休日や長期の休暇の間の子どもの居場所が必要だと思う。

給食費０円にして児童手当０円、子供５才までは０円位にすれば、子供も増かも？（若い親からよく聞きます）ギリギリ低所得者になら
ない高齢者の人達一番大変！！あたりまえに保険料は取られてばかり、支払い料の還元しても良いのでは？
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「⑥ニーズに対応した保育サービスや学童保育、育児相談など、子育てを支援する環境が充実している」に関する意見
自由回答

子育てしやすい町を目指すと自ずと活気も満ちた町になるのではないかと思う。他の充実した地域を見ながら八戸市が出来ることを
工夫していけばいいのでは。医療費控除の期間を延長したり、教育費の控除など…。

母子家庭・父子家庭に対する支援について少し見直すべき。保護が過ぎたり、優偶されすぎなような気もする。

子ども家庭課や、健康増進課の人員を増やしてキメの細かい行政サービスを実行して下さい。窓口に行けない人もいると思います。
少い人数で頑張っていると思いますが…人対人の部分では人手をかけるべきでは…？

子育てしやすい街にする。これは、国のためにもなる。国に財源がない。市でできる事を真剣に考えてほしい。国からの補助金？交
付金をもらわないでアテにしない市政をやってください。子供のため、孫のため、その先の日本の事を考える。

いまだに、入りたい保育園に入れない人がいる。しかも、共働き世帯の保育料の高額な事。なんのために、苦労して共働きしてるの
か、わからなくなってくる。他市では、がん検診の補助をよくやってるのに、八戸では、それが足りない。いつまでも健康で、働いて税
金を治める。それが強いては、国のためになる。子育て世代に住んでもらえるような、市政をしてほしい。保育料いりませんから、子供
の医療費かかりませんから、どうぞ八戸に住んでください。無理だろうが、それぐらいの気構えでやってほしい。財源？議員の給料・
人数そんなに必要ですか？まじめに仕事してますか？役所の人数そんなに必要ですか？民間でできる事は、民間にやらせるべ
き！！

給食費を払えない低所得者があると聞きますが本当ですか？無駄使いをしていない様なら、免除してはどうでしょうか？学校で子供
がかわいそうです。

このたび国が策定した「放課後子供総合プラン」では、放課後も児童が校外に移動せずに安全に過ごせる場所として学校施設の徹
底的な活用を目標としております。八戸市でも現在すでに活用されている余裕教室の整理・統合を積極的に進めていただき、市内の
全小学校内で放課後児童クラブ及び放課後子供教室が実施されるよう検討していただきたいと思います。

小学校に入学した子供が親が帰って来るまで児童館にいるが、ない学校の場合、粗悪な場所しか見つからず、しかたなくあずけてい
る。各小学校に児童をあずかる教室を作ってほしいと思う。

若い方に子供をたくさん産んで育てていただきたい。次の世代を背負ってもらう為に保育サービス等は、もちろんだが女性か働きやす
い職場環境作りが大事だと思う。育休は数年とれるとか国会で話していたが現場を知らないと思う。長く休みすぎたら復帰しづらく仕
事のキャリアも低下。まずは、八戸市が子育て先進であることを望んでいる。

子供が産まれたらお祝い金みたいなのがもらえたらいいと思います。１人目、２人目と金額がふえていくかんじで。

「医療費負担」は家族にとって重要な事だと思います。いくら特産品がどうのと言っても家族が利用する頻度から考えると、医療に力
を入れるべき。所得制限ではなく、年齢０～３才無料、４才～は一律で多少支払うとか。生まれてきた子供は皆同じだと思う。「八戸へ
居てもいいかな」と思わせる為には、住み良い自然、特産品も大切だろうが、他県から来て、皆、口をそろえて言ってます。

他の市、町では乳児医療費が無料なのに八戸は３歳まで、しかも所得制限が低く夫の収入で判断され共働きの人は得していると思
います。不妊治療に対しての助成も大してなく、保育料も高い。普通に考えてこの状況で子を産むことに不安がない人は少ないでしょ
う。人口減少は進むばかりでしょうね。八戸市は何にそんなに金をつぎこみ赤字なんでしょう。市長しっかりして欲しいです。全く期待
できません。この内容をしっかり市長に伝えて欲しいくらいです。

現実を、自分の目で見てもらいたい。いろんな事で困っている人は多いと思う。医者にみてもらうのにも時間とお金が必要なんです。
ひとり親の方たちはたいへんだと思う。

子供達（小学３年生ぐらいまで）が室内で安全にあそべる広いしせつがあるといいなと思います。八戸駅か、本八戸駅の近くに。また
はバス停や、電車などを使って行きやすい場所に。有料でもいいので親子で一緒に室内ですごせる、しせつを希望します。

子育て、ママ友の勉強が必要だと思う。子供は誰とでも友達になれると思うけど親同士を考えたら。

子育て支援に力を入れれば、八戸の人口も増えると思う。例えば、３歳まで、医りょう費が無料なのは、嬉しいけど、中学生までとか、
給食費を無料にする等、子育てを重点的に行っていけば、出産する女性も増え将来的に、人口も増え、市の収入もふえていくと思う。
出産祝金も良いと思う。

八戸駅周辺に、もっと魅力ある、レストランや、娯楽施設（映画、無料キッズルームなど）、二戸の子どもの城（？）のような悪天候でも
遊べる施設が作れないでしょうか。駅近く、（車、バスで１０～１５分）でもキャンプなどアウトドアレジャーの楽しめる施設など、広い土
地、温泉を生かして、市民や、都会からの人も気軽に自然が楽しめる設備があるといいと思います。大人の健康のためにも。

保育料も高く家計を圧迫しており消費税ｕｐでさらなる拍車がかかっている。

学童保育は児童館活動とは本来違うはずなのに、うやむやのまま運営されています。これもとにかくマンパワーの問題。高齢者サー
ビスもしかり。先進地の取り組みを行政の側がもっと勉強してプログラムして欲しい。ボランティア、ＮＰＯと言っても、結局は自治体が
グラウンドデザインを進化させなければ何も発展しない。

子育て支援は 近良くなってきているが、囲りの町にくらべると、八戸市民だと損するからといって、引っ越す人もいるので、市民でよ
かったと思える支援をしてほしい。

子育て世代に優しいまちづくり（ベビーカーを押しやすい平らな歩道、おむつ交換出来る場所⇔お年寄りにも共通する）

保育料が無料になるといいと思います。子どもが３才位迄、仕事をしている女性の就業時間短縮が当たり前の世の中にして欲しい。

公園がたくさんあり、また、きちんと整備されていてとてもありがたいです。ただ、もっとわがままを言わせていただければ、「こどもはっ
ち」のような室内で遊べる施設がいくつかあるといいなと思います。（駐車場があるともっといいです）
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「⑥ニーズに対応した保育サービスや学童保育、育児相談など、子育てを支援する環境が充実している」に関する意見
自由回答

仕事をしていて子供を預ける環境は整ってきていると思うが、まだ少ないと思う。預ける時間（朝7時前から）と多種選択できるともっと
働きやすくなると思う。

子育てしやすい環境作りが一番大事。八戸市民を増やしたいのなら、その子育て、子供達の事を第一に考えなきゃいけない。基本、
年収に関係なく子供の医療費等は無料にしないといけないと思う。子供は国の宝。他の市町は、給食無料などの特典があるのでうら
やましい。

子供達が遊びやすいように公園を作ってほしい。私の近くに公園ができるといわれ４年経っている。優先すべきは子供達では？何を
考えているんだろう。みんな母親達は公園がなんでできないのか困っている。

子育ての環境作りも、人口を増やす意味でもかなり重要な分野だ。無料化（幼稚園・保育園等）をどんどん取り入れ、その分野の施設
の確保（病院・子供が遊べる施設等）を増やしていく事だ。あまりにもなさすぎる。年寄りにとっても住みにくい。市からの援助、情報、
遊び場、運動場の無償化を強化していくべきだ。

一人親です。所得の制限により扶養手当や医療費の助成など市からの援助は受けていません。保育料も通常通りの額をお支払いし
ています。離婚した自分に責任があるのはわかっていますが、一人で働いて子どもを育てていく一人親への支援内容を考えて欲しい
です。（所得制限含めて）一生懸命働いて支援→０円。パートはさまざまな支援が考慮される。これだと、少しつらいなあと感じます。

子供２人おりますが、少子化の加速と共に、産婦人科なども減少してきており、１０年、２０年後の子供の姿、八戸の姿にあまりに不安
な所が多いので、八戸の長所を魅力に変えていけるような町づくりをこの分野には力を入れてもらいたいです。

人口減少・少子高齢化に関する意見
自由回答

ス－パーで買い物をしていると足をひきずった高齢者をよく見る事が多くなってきました。この方たちが困る事のない八戸市になって
ほしいと思っています。

高齢化対策など部分的に機能できていない。または機能できない地域が今後増加すると思われる。

何に関してもそうなのですが、上に立つ人逹の高齢化が目立ちますし、掛け持ちが多くある様です。今は、良いのですが先が心配で
す。これからの運営が心配です。

全国的な事ですが、高齢化が日々増してきています。私は共働きで、子供一人、高齢者一人、実家にも高齢者二人おります。まさ
に、一人で少子高齢化を描いてるようなものです（笑）勤務先でも高齢者と多く接します。子供とご老人の間でまともにやると、正直大
変です。何より自分を犠牲にしなくてはいけない事がよくあります。子供にまで我慢させなくてはいけない事もあります。若くて活発な
人を見ると、元気に前向きになれます。（お年寄りさんは自分の病気のことばかりに一生懸命ですから）そういう若い人達をどんどん
育てていける、前向きに活発な市を目指して欲しいです。山も、川も海も、街も全て揃っている所です。もったいないです。パチンコ
ばっかりに人があふれているのは。お年寄りの方々には穏やかに暮らせる、若人には希望が持てる、頑張れるそんなまちづくりが理
想です。子供達はまわりの大人達をよく見ています。いいものを伝えて、残していきたいです。抽象的で申し分けありません。

時に少子高齢化問題と福祉（特に私は特別障害者）なのでもっと力を入れて欲しい

高齢者に対する対策が進んで、住みやすくなっていると思います。

将来像を定めるにあたり、人口減少とグローバル化は、大きな課題であり、従前の総花的な考え方の総合計画の延長線では自治体
運営は因難となると思われる。その為に将来予測、分析を基にスリム化への選択と集中により優先順位を明確にし戦略的施策にす
べきと思う。尚、庁内に横断的少子対策室を設け、重要課題として対拠願う。

健康・福祉分野、青森県は、全国でも高齢化進行が進んでいる。４割弱が高齢者という農村もあるくらいだ。これからもどんどん増え
ていくだろう。だから青森は、人を集めなければならない。特に若い人の力が必要だ。そのためには、人が住みたいと思う町づくりを
県全体で行う必要がある。

人口減少に歯止めのための八戸市独自の施策を展開したら人が集まると思います。

高齢者を大切にしていない、状況が続き、淋しい思いをしている。

人口増加を促進するために、市が出会いを目的にした、あるいは婚活を目的にしたイベントを主催し、実行してほしい。（結婚・出産を
したいという市民は多数いると思うが、その相手を見つけるのに苦労している方がいるため）

人口減少に対応した対策をお願いします。

少子化に伴う、学校部活動の考え方。

老齢化で老人の通える場所造りを進めてほしい。子供も外で遊べる環境になってほしい。

高齢化が進んでるから、もっと若者にも目をむけてほしい。

私は、子なし主婦です。大学病院（弘前）に通院しましたが、体外受精しか子ができないとの事。八戸～弘前を仕事しながら体外受精
する事が大変の為一時的に休んでいる状態です。八戸の病院では、体外受精ができる病院が少ない為、充実してほしいです。子供
がほしいけど、できない夫婦はすごく多い為、病院が増える事を願います。

今後、増加する、高齢者人口を見据えた対応、施策を検討していただきたい。

住民の高齢化で、地域の活動も動ける人が少くなって来ている。

小学生からの医療費が高いと思います。（改善をよろしくお願い致します。）

高齢化社会はますます強くその事を思います。若い人達が地元（八戸市）に就職し、結婚、親・子、孫達が近くで生活出来るような環
境、共に仲よく助け合い協力し、仲よく生活する、生活出耒るようにすることは、福祉（介護施設）等と共にとても大事なことであり、力
を入れてもらいたい。

少子高齢化に伴う人口減少が日本にとって喫緊の問題だが、市は人口減少対策を講じているのでしょうか。

人口が増す政策をとってほしい（少子化の問題など）
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自由回答

少子化→都会の大学へ→（八戸に魅力（？）や仕事がないので）－ここをみんなでもっと真剣に考えていかないと。そのまま都会へ→
ついに両親も老後八戸を離れ、都会へ→人口減少→市の弱小化

八戸も例外なく、高齢化社会となる。高齢者及び障がい者が生活しやすいインフラ整備や支援策を考えてほしい。

若い人達の市外への流出を防ぐ手だてを考えて頂けないでしょうか。

健康で若々しい人の多い八戸になってほしい。

市内に外科が少ない！もっと腕のいい外科がほしい。

１人暮らしの方が多い。年金だけでは安心して暮らせないので、住宅が不足している様な気がします。

高齢化が進み、施設が少く、入居が出来ない状態。これからは、郊外型にて、マンモスな設備が必要。年金が少く、一人暮らしが増え
てますので、先々、不安なく、安心して暮らせる、明かるいタウンが必要。（複合施設）

高齢者は守られるだけの存在ではない。好きな時間に好きなように、メニュー作りから手伝って、科学的なデーター集績で健康づくり
ができる施設を提供してほしい。経費負担はあってあたり前である。

いずれにおいても、情報不足と感じる。高齢者が多い中、行き場がなくて、街のあちこちで時間つぶしをしているように見える方も多
い。

高齢者のマナーが悪い。関東や西日本と比較しても明白。

まちがいなく高齢化がかなり進んでいるので、国・県・市は補助をすべきだ

八戸市民は八戸市のことを愛している方々が多いと思う。この地で一生を終えたい、これからの人生を築いていきたいと思っていると
思う。特にこれからも大きな変化は望まないが、福利厚生部分では、全国に誇れる（特色のある）システムの構築が、市民の誇り、活
性化につながると思う。市民のモチベーションの高まりこそが、産業活性化には不可欠であり、夢でもあると思う。これからも誇れる青
森県有数の都市として、アピールしていくには、やはりそこがポイントになると思う。税金は、いくらアップしても良いと思う。そこに市民
に対しての保障があり、健全な運営体勢が、透明化し、市民に認知できるのならば、否よりも賛の方が圧倒的に多いであろう。これか
らの八戸を楽しみにし、私自身も家族のため、一生懸命仕事に励み、八戸市の元気のため、貢献していきたい気持ちです。

少子高齢化をとめられないのであれば、もはや発展型の社会は幻想であることを自覚し、持続可能な社会へ向けたまちづくりを目指
すべき。

医療費が、高すぎて、安心して、病院に行けない。国保税が高すぎる。

老後も心配なく暮らせる環境作り。

八戸は老人には住みにくい市です。これからもっとふえる老人を大事にしなくて、子供達も成長するとは思えない。役所の人間をみれ
ばわかること！２０代の時から思ってました。
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（５）環境・防災・防犯・居住環境・交通に関する分野
「①豊かな自然環境と空気や水などの生活環境が良好に保たれている」に関する意見

自由回答

八戸は空気が汚ない。工場が多いし、火力発電が原因だと思うが、とても気になるので、市の方から、大気の状態を伝えてほしい。マ
スクの有無等。

自然破壊をあまりしないで下さい。木がたくさんある自然であふれる市にして下さい。農業・牧場・酪農ができる土地がたくさんあった
らいいなと思います。自然と動物であふれる市がいいです。

工場のすえた匂いがとても気になります

海と山、豊かな自然に恵まれた八戸市を大好きです。でも心ない人に捨てられた古タイヤ、粗大ゴミをみると心が痛みます。

町内会の縮小により町内の環境美化は期待できない。市民のモラルも低下。七夕、三社大祭の後はゴミの山。更にはゴミゼロに出な
い人も多い。又、市の清掃車も雑である。台風の際等、木の葉や土砂がツマり側構から雨水があふれる。良好な環境とはいえない。

環境については「カラス」「カモメ」（ウミネコ）のフン害に対して市としては全く対応されていない。海岸沿いに住居を持つお宅（家）は水
産物加工業者が多いため、ウミネコカラスが四六時中いるため環境は非常に不衛せいと思う。早急な対応を望む！

イチイの垣根づくりを進めてほしい。お盆前に市、一斉にイチイの日をもうけて、切り込みを行う日でイチイ（「おんこ」の樹）を全面に出
し、一家庭に「イチイ」の木、一本植える運動を宣伝してほしい。お盆に帰郷す人にあたたかい感じを与え得るイチイの垣根をつくる運
動。八戸市の木、イチイ（おんこの木）をもっと宣伝出来たら

大館地区ですが、春、夏の夕方美保野の方からの風がとても臭いので、どうにかならないかしら、と、隣近所の人とは、毎年、話をし
ています。

八戸市独自の条例を作れないでしょうか？タバコのポイ捨て、ペットのふん尿、迷惑行為に対する禁止と罰則＋その相談窓口

八戸市の人口が２４万人になってから、いったい何年経ったのでしょう。簡単に人口は増やせないだろうが、何年も発展、進歩してな
いのではないでしょうか？「八戸の魅力」って何でしょうか？生まれて３０年ちょっと経ちますが、「変わらないなぁ」と思います。決して
住みにくい町ではありません。しかし、可もなく不可もない感じがします。ただ、八戸に来た人の第一声が「臭い！」って。考える方たち
は大変でしょうが、「八戸っていいところだよね」って言われるようなまちづくりを期待しています。

カラス対策をしてもらいたい。市街地のゴミ収集対応策の市民への周知方法の対策を。

自然環境整備。子供が自然と触れ合う機会を作ってほしい。

八戸駅前の入口の木が視界をさえぎり、景観をだいなしにしている。ただちに移植すべきだ。

生れてから八戸育ちで来ましたがどこへ出かけても八戸へ帰るとあっ八戸は好いなあと安堵します。自然・食物何でもお美味しい空
気までもです。子供たちも盆・正月帰ると駅に着いた途端ホッとすると云います。八戸で生きている事を本当に幸せに感じております。
これからもますますお世話になる一方ですがよろしくお願い致します。

環境や空気というのであれば、路線バスの排気ガスをどうにかしてください。本当に迷惑です。

生活するうえで、とても素晴らしい自然環境であるし、快適だと思います。

水は全世帯に行届いているので良いが電気、都市ガス、ＰＬガス等の基本料金は一考した方が良いのでは。既特と悪乗りは良くな
い。

市営バスを含む、各路線バスは、排ガス規制が緩いのか？大型都市に比べ黒煙を撒き散らしていると感じる。環境にやさしい取り組
みを早期に導入してほしい。

工業地帯の匂いのせいで観光も地域振興もあまりふるわない。工業地域の効果のほうが高いのかもしれないが、排煙、匂いは対策
すべき。

現在住んでいる地区では、５月から１０月頃まで毎日夕刻に不快な悪臭を感じまた年々強くなていると思います。畜産関係、産廃処
理施設等が原因と思われますが十数年に亘り放置され常態化しているのではと考えます。子供の頃は、悪臭など無くすごせていまし
たが年々企業活動の為に環境が悪くなって行く事を悲しく思います。

他県や遠方より来る人の声で多いのは、臭い町だと言う事である。潮や海の匂いだといいんだが、何かが臭ったような、異様なにお
いが風向などによって（ヤマセ？）流れて来る時がけっこうある。まずもって、きたなくて、臭い町を改善してほしいと切に願う者です。

水産工場の悪臭に大変迷惑してます。窓を開けられないです。新しく道路を作ったら、草刈りの方も、時々でもしてもらいたい家族も、
年で、（草刈り）やりたくても出来ないので！！

毎年、夏になると夕方に悪臭がする。解決していただきたい。

空気がとても悪いと感じます

農家の農薬散布、子どもがたくさん歩いているにもかかわらず、行っている。人体への影響が心配。（とくに子どもの）時間帯を決める
とかしないと。自然への影響も心配。ヤマメ、イワナ、ホタル、メダカなど農薬のせいで減ってはいないのか？川で釣った魚は食べても
平気なのか？

郊外に海だけは、良いと思います。守って下さい。美しい自然

考えてみれば、八戸は良い環境ですネ。

環境と空気について。沼館地区商業施設のピアドウ辺りで風向きにより近隣の工業施設が発生源とみられる悪臭が近辺を覆う時が
ある。時には城下附近まで漂う。かつて小中野ゼンソクが猛威を振った。果して今の悪臭は無害なのか。のどにへばりつくような感じ
の悪臭です。
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「①豊かな自然環境と空気や水などの生活環境が良好に保たれている」に関する意見
自由回答

蕪島の海がとても汚い。白浜の方まで色が変わってきているのでどうにかしてきれいにしてほしい。

休日の野焼が多い、喫煙者のマナーが悪い、屋内は分煙されているが屋外は、野放し状態、条例を作ってほしい。

八戸は魚業、特産品に力を入れていますが我々の住んでいる地域は加工場がたくさんあり朝も早い（暗い）うちからというか２４時間
２８時間とぶっとおしで騒音、臭い、水のたれ流しと好きほうだい。非常に困っています。せんたく物も外に干せません。加工団地があ
るにもかかわらずこの状況はどういう事なのか理解できません。

カルキがつよい（水道水）。

淀の松原が、伐採されて、しかも中途半端に伐採されていたので見晴らしが良くなるよりも、逆に不恰好になったと感じる。もっと、バ
ランスよく、切れなかったのか。防砂林の役割を持っていたと思うが、伐採されて砂浜の砂が飛んで、地域の人に迷惑ではないのかと
思う。

住宅地の増設、農地の宅地化、森林破壊が進んでいる。市街地でも、どこの地区も、空家が増えているというので、新たに道路を建
築していくことよりも、空家を、取り壊わしたり、低所得者に貸したりして、再利用すれば良いと思う。工場も多いから、臭いが気にな
る。馬べち川に絶滅危惧の魚がいるようなので、河川の保護に、つとめてもらいたい。

八戸市は“ニオイ”が良くない。空気が汚染されている地域が多い。

「②家庭や企業において、ごみの減量化や節電などの省エネルギーが進んでいる」に関する意見
自由回答

これからの八戸市のまちづくりを安心・安全なまちづくりに取り組んで下さい。きれいなまちでありますように、ゴミゼロ運動に力を発揮
し続けて下さい。

行政がやるべきことはやる。しかし、各自、各家庭でもやるべきことはあるはず。その環境、意識対策が必要と考える

近所のおじいさんが、家庭から出る日常のゴミを何十年も、燃やし続けられて困っております。風向きによって家の中に臭い（ダシオ
キシン？）が入って、刺激が強烈です。立派な家に住み、犬３匹も飼っているのでゴミ袋を買うお金は有る筈。今でも化学製品を燃や
している人が、他にもたくさんいます。広報はちのへに、毎回注意事項として書き入れてほしいです。

畑のゴミ（雑草）を畑の中で焼却出来ないのか、市政ダヨリにて連絡下さい。

ゴミが増えているのでなんとも言えない。

ごみの減量化はまだまだ市民が協力できると思う。自分もごみの減量化に今まで以上に協力しようと思う。

なぜ、八戸ではプラゴミが別回収でないのか！？プラを別に集め、リサイクルした方が良いのでは。

冬場など風の強い日にゴミ集収車が回収作業にきていますが、ゴミを飛ばして帰っていきます。ゴミ収集車がゴミを散らかしていくと
は、何か対策はないでしょうか。

ゴミ袋の値段が、八戸は高いと思います。なので、家庭ゴミを減らす努力はしていますが、それでも出るので、使用しないと回収しても
らえないので、悩みのタネです。

家庭においてゴミの減量化のためコンポスト容器購入補助金など、コンポストをすすめているが、管理が悪いためなのか、悪臭で困っ
ている。隣家との距離など、配慮が必要だと思う。

ゴミの収集の休みの日ですが、年末年始はわかりますが、他の祭日も休みだと、その次の収集日が大変です。収集所にあふれてし
まいます。祭日は休み！を考え直してもらえませんか。

ごみは生活が豊かになると増え続けるので、もっとリサイクルに力を入れた方が良いと思います。太陽光発電も各家庭でも導入でき
るように、保助金を出すなどエコ活動に力を入れても良いと思います。

プラスチックのゴミの回収を行った方が良いと思います。（プラ製品）

ごみの減量と分別についてですが、プラスチックの分別もお願いしたいと思います。回収について検討していただけたらと思います。

転勤等で他市町村にも在住した。八戸はゴミについてきびしくなく出しやすいが、反面市民皆でもっと細かく分類でき、資源活用できる
のではないかと思う。

近まで川崎市に住んでいたのですがゴミの分類にプラスチックゴミ分別があり、これが燃えるゴミ減量になり、ゴミ出しが楽でした。
体験談として参考まで。

ごみの減量化は一人ひとり、気をつけて無駄をなくしようと心がければ良いと思います。

近まで川崎市に住んでいたのですがゴミの分類にプラスチックゴミ分別があり、これが燃えるゴミ減量になり、ゴミ出しが楽でした。
体験談として参考まで。

「③地域において、太陽光発電などの再生可能エネルギーの導入が進んでいる」に関する意見
自由回答

市営団地などにも、太陽光発電パネルなどを取りつけたらどうか。

金額だけでなく、安定、安全系エネルギーがほしい。地球温暖化に考慮が必要と思う。

再生可能エネルギーへの積極的な参入。（立地を活かした）

自宅に太陽光パネルなど取り付けたくても高い。もっと補助してほしい。

太陽光、システム、もっと市が負担しろ。

アパートでも太陽光発電付け、国からも、助成金が出る用にしてほしい。

ＬＮＧの方が取組みが進んでいるのでは。ＬＮＧの２～３倍ぐらいの人員体制で取り組んで欲しい。

地域全体でもっと、エネルギーについて、見直した方がいいと思う。
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「③地域において、太陽光発電などの再生可能エネルギーの導入が進んでいる」に関する意見
自由回答

太陽光の補助を全くしないで質問項目に入れる事が、どうかしている

太陽光発電の導入の場所もっと増えたらいいと思います。

休耕田に太陽光発電の導入が増えて来ているが、将来、米づくりは、どうなるのか、不安になる時もある。

太陽光発電は値段が高いのでかんたんには、無理では、ないでしょうか。

福島原発の件もあるので、県内の原発をなくし太陽光発電をもっと取り入れ、これからの子供達のためにもっと良い環境を整えていた
だきたいと思います。

太陽光発電は賛成だが、そのために森林をなくしてまで設置するのはどうかと思う。

太陽光発電に使用される土地は、無駄にも感じられる。

太陽光発電など、各家庭で出来る事もあるが、金額が、高くてあきらめてる場合も多いはず。取りつけても、支払がけっこう大変だっ
たり。

人間生活に於いて自然の保全・安全は特に大切であり、あまり原子力に頼らない自然を利用したエネルギー開発が急務と思うが、全
国的にもたいへんであるが特に低所得青森県人にも太陽光発電住宅等まだまだ先かなと思う。

各小中高校、公民館等に太陽光発電を設置し、通常時は売電を行ない、災害時には電気を自給できるように整備する。以後、建設
する公共の建物には必ず太陽光発電を設置するよう義務付ける。

当然エネルギーも、再生可能エネルギーを導入する。もちろん、国が決める事であるが、（原発政策）市にできる事もあるはず。

林地や草地をつぶしてまで設置すべきかどうか？ケースバイケース。

太陽光発電の導入の場所もっと増えたらいいと思います。

「④災害時の危険箇所や建築物等の防災対策が進み、災害に強いまちづくりが進んでいる」に関する意見
自由回答

市川町尻引堤下で去年９月１６日の大雨で、床下浸水にあったのだが、市の役人の消毒の方法が雑だった。床下浸水にあったのに
もかかわらず、今後の整備予定や大雨の対策の説明も一切無く、約１年、今も何も音さた無いのは本当に災害にあった人々の事を
考えているのかふしぎでたまらない。

防災は、長く細く、つづける事。もり上りでしない。災害の無い時でもつづける。

３・１１を経て数年を過ぎた今でも、それを教訓とした、災害が起こった後の市民生活をどうやって確保するのかという施策が目に見え
て来ない。

災害に対してもっと危険感を持つよう市民と一体になるべき。（津波のひがいに合った地域として）

防災ハザードマップの明確化（八戸市全域及び、地区ごと）わかりやすく

○○町内会は防災の訓練をしたことがない、町内も昔のコミニュティがなくなって、他の人がどんどん入ってきて、顔も名前もわからな
い人が多い。よそ者が入ってきている。アパート・建売住宅で防犯も心配だ。

雪害対策は「のど元過ぎれば熱さを忘れる」。状態ではないだろうか。

防災も必要ですが大雪が降った時、毎年必ずトラブルがあるのでその対処も迅速にできるようにしてほしいです。（水道管破裂・停
電・今年の大雪の除雪）豪雪地方の対応を参考に出来ないのかと思います。

地域の実情に合った防災対策が必要であるが、画一的な防災対策が行われているような気がする。

市独自の規制等作り早く対策を進め対応した方が良い⑦市道は復雑で狭く災害時車で渋滞し人の通行も難儀する。特に今年のどか
雪に大きな地震が起たら三陸地震の様な災害に会った事だろう人災だけでも何千人も死傷者出た事市行政者は除雪方法を今すぐ
十分な対策を考へるべき（今冬の雪で市に相談したら人を馬鹿にした様な返事であった）

漁業の街八戸として震災に強い街にする事が 大の課題と思います。

余り詳くないが、例えば、ポンプ場があって、排水を馬淵川へ放水するがポンプ場までの用水がどうなんだろう。幹線道路が、冠水す
るってことは、ゲリラ豪雨に耐えられずって事だと思う。建物（ポンプ場）と同時に用水路が、足りているのか、危惧する。

ゲリラ豪雨によって大くの家屋がダメージを受けるニュースを見るが河原木等は、まだまだ！！な気がする。生活の基盤は「災害に強
い街」「安全に住める街」今居住している地区は、多分ゲリラ豪雨では、床上浸水とかの被害を受けるだろう（河原木）。年を取ってか
ら住む家が無くなったでは心配。八戸を脱出も考えている。「下長排水ポンプ場」何か対応遅い？気がする。

消防署を川の外に置くなんて問違いは誰が起こした？基本この街は、重要な機関は橋を渡らなくても市庁に行ける地域に置くのが正
しい。馬渕川新井田川を渡らないといけないというのは防災上好ましくない。

防災・防犯についても各町内、地域で取り組んでいて、とても安心できる。

地震がある度、感じるのは、津波が想定された場合、舘鼻公園への交通規制が同時に行われるべきだと思います。地元に住む者と
して、また、同地区の人々も同じだと思いますが、道路が狭いところに、ヤジ馬的な事で渋滞しています。住民、行政、マスコミ以外の
車は、規制をかけないと、避難地区としての機能が果せないと思います。津波が想定された時に、試験的に実施しておくべきではな
いでしょうか。

災害に強い街を作ってほしいです。

緊急車両などが入っていけない地域を見ると、市民の生命を守れないのではと思った。大雪の時、対応が遅かった様に感じた。お
金、設備それとも他の事が原因かは分からないが、災害時に民間に広く協力を求めるとか、何か工夫してはどうかとかの議論が、
あっても良いのではないかと思った。交通がマヒすれば、生活も経済も滞おるので、除雪する主要道路の優先順位をつけ、市民に知
らせることで、市民がどの道路を通れば良いか判断しやすくするとか、何かいいアイデアがないか議論して欲しい。
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「④災害時の危険箇所や建築物等の防災対策が進み、災害に強いまちづくりが進んでいる」に関する意見
自由回答

防波堤、津波くるからほしい。

貴重な経験を忘れずに、自然相手の災害に柔軟に対応出来る事を基準に、準備してほしいと思います。

近、大雨の被害が多発している。道路の側溝に、フタがされているが、出来れば、側溝の掃除をしてもらいたい。落葉や、土、ゴミ
が、中にたまっているので、水が、うまく流れないのではないかと、危惧しています。

防災・防犯等の人命に関わる事項を重要視して欲しい。近年、八戸でも事故や犯罪が増化しているように思える。

災害に強い町づくり、医療環境の充実を重要と考えています。

防災対策が進んでいるとは言いがたい。もっと他県の良い所も吸収して行くべきだと思います

津波対策で過剰なハード整備は不要だと思う。人々の危機意識の低下に繋がると思う。減炎対策で十分ではないか。自然には、勝
てないのだから。

『東日本大震災』クラスの地震がすぐ起きるとは思えないが、毎年少しずつでも整備を継続し『災害にまけない八戸市』となってほしい

病院やショッピングセンターなどでの節電はイメージが暗くなり、闘病意欲や購売意欲に影響。大震災後の総括がどうなされてどう改
善されたのか、今後の防災対策に活かされるものになったのかどうかも知らされていない。（自分の企業も政策も）

「⑤迅速かつ的確に対応できる消防・救急体制が整備されている」に関する意見
自由回答

救急車の受け入れ体制、大変だとは思いますが、以前五戸の方が、今日の担当が市民病院だからと、日赤ではなく市民病院に運ば
れた、と。奥様の見舞いにタクシー１万かかると、大変だといってました。何とか、近くの病院で救急看者をうけいれられるよう、現場の
方も働きやすいローテーションでのぞめるよう、うまくいきませんか。

病院が一局集中している（市民ＨＰ）。各地域にある程度、時間的、内容的に充実した施設機能があれば。

市民病院の救急医療体制が整い、ドクターヘリも導入され、知名度が高まっているが定期健診等で異常が発見されても、検査日まで
の日数がかかりすぎる。家庭環境が良い人は、仙台、盛岡、東京などの病院に行って検査、手術をしているのが現状。

市民病院の駐車場の事で意見を言いたい。旧市民病院の時は駐車場で苦労したのに、新しい病院でこの教訓がいかされていない。
今も又駐車場が狭まくて、身内が危篤と言われて病院に行っても何時分も待って間に合わない例がたくさんある。救急で行っても同
じ。市長はどう考えているのか、私は早急に立体駐車場を考えるべきと思う

東日本大震災の際、広報車も走ってなかったし、消防団にラジオもなかった。

消防・救急体制は、ドクターヘリやドクターカーなど八戸市は恵まれていると思う。

医療の問題でも往診してくれる医療機関が少なすぎて退院しても困るという意見がまわりで多い。市として問題意識を持ってほしい。
市民診療所を作るなどアイデアを出して解決すべき。

以前、娘が熱性けいれんで救急車を呼んだ時の救急隊員の態度が冷たく、この位で呼ぶなよと言うように感じた。熱も私がはかった
時は、３８度以上あり、それを伝えたがその人は３７度しかないと言ったが、病院では３８度以上あった。あわをふいていても気にもせ
ず、本当に腹が立った。みなさんは慣れている事でも、親としては初めての事にとまどっているのだから、もう少し親身になり対応して
ほしい。もちろんそうしてくれる方もいるだろうが、たまたま運が悪かったかもしれないが命は取り戻せるものではないのですから。

市民病院の駐車場がせまい。

市民病院の救命救急チームは、すごいと思います。先日テレビで見た移動手術室の運用が１日も早くスタートできますように。

ドクターヘリ・ドクターカーがあるのだから、医療のまちを目指すというのもアリ。

ドクターヘリやドクタカーが八戸市に整備されている事は市民にとっても頼りになります。ただ、医師や看護師の負担を少なくするため
にも、医師や看護師の増員が必要かと思います。市民病院の今医師のような方が増えて欲しいです。

三八地方で協力して２４時間体制の周産期センター・小児科を１ケ処つくれないものでしょうか。出産出来る医療機関を八戸市、周辺
地域で協力して造ると良いと思う。

消防署が類家に移ったことにより、中心街への救急車の致着時間が遅くなって、不便です。

市民病院があまりにも、高規格病院になって外来で行くと断わられるので、いつでも誰でもいける市民のための病院にしてもらいた
い。

消防の職員が勤務時間なのに制服を着てスーパーにいるのはおかしい。勤務時間に何をやっているのか？消防の車を使用して、
スーパーに来ていいのか？

毎日のように独特のエンジン音で飛んでいる、ドクターヘリに疑問を持つ。青森市は県立病院に属しているが、八戸市は市民病院で
ある、他市町村より割高な保険料を払いながら市民が使えない病院に、市外より看者を運んでいる。これを人命との美名のもとに市
民差別と言うのではないのか。経費分担を公表すべきでしょう。

大震災が引き金となってこの分野は力を入れていると感じます。

消防救急は職員の皆様には感謝しているが、２０数年前に父を救急車で運んで頂いた時に係付けの大きな病院に行けず、「今日の
救急病院はこの病院」と運ばれて、誤診をされ命を落とす寸然でした。

救急、消防の行動は迅速ですばらしいと思う。警察はネズミ補りばかりでどうかと思う。
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「⑥防犯対策や交通安全対策が充実し、暮らしの安全が確保されている」に関する意見
自由回答

高齢者の車の運転事故が多いし、注意不足の運転者が多いと感じています。例えば、７５才になったら、運転免許証を返納して、バ
スや電車やタクシー等を利用してもらえば、バスの運営も良くなるし、事故がなく、安全に高齢者が暮せるのではないでしょうか。返納
した人は、バスが１年間無料、等の特典を付けるのはどうですか。

近所の公園は草が伸び放題伸びてからじゃないと刈りに来てくれないので、公園内が見えにくくて夜道は怖く感じます。防犯対策とし
て早め早めに刈ってほしいです。

市民のマナーをよくするために努力してもらいたい。市役所の前の道路をよく横ぎって行く人が多い。車の方からすると困っている。い
まだにタバコのポイ捨てを見る事がある。

八戸の方は、車の運転のマナーがひどいと住んでいてこまっている。自分の事しか考えていない。横でどなっている人もいた。

高齢者（８０才以上）による交通事故をなくす為、市営バス等サービス体系を考えなおす必要性を感じる。

減災への積極的な取り込み。

高齢者の免許返上促進と、市営バス利用の優偶措置をセットで考えて欲しい。交通事故が多くなってきている。

道路工事が毎年多すぎる。

轟木から、石呑までの道路に歩道をつけてほしい。轟木では死亡事故が起きているので、歩道は、五戸と、つないでください。あのま
までは、あぶないです。五戸川の橋もせまいので早めになんとかしてください。事故が起きてからだと、遅いのですから。

八戸市以外の街や、県に行った時、自分は、堂々と八戸人だと言える街でなければいけないと思います。八戸市は、青森県の中で
も、一番交通マナーの悪い街だと聞きます。これでは恥かしいです。一人ひとりの意識が大事だと思います。

車のすれ違いが出来ない道路を早急に調査し、災難、交通事故防災防犯のためにも市内の中の狭い道路を早くに改善して欲しい。

主要道路の草刈や枝払い等は行なわれているが、八太郎トンネルをぬけて、フェリーふとうに出る道路、トンネルをぬけてから両側に
木の枝が、かぶさってきて、視界が悪く、車の安全運転に支障があるので、すぐに枝払いをしてもらいたい。

市内の街灯が消えているのはおかしいと思う。橋の街灯が片方や時には両方ついていなくて、夜歩く時とっても怖い。信号が見えにく
い。街中の駐車場が高い。交通整理の人がおしゃべりしている。

市営バスでさえ交差点付近をエンジンうならせ猛スピードで爆走する。七夕、三社大祭等の交通規制時はさらに拍車がかかる。安全
とはいえない。

防犯としては外灯がきれていたり、設置されていない所もまだあるので確保してほしい。市内あちこちに公園があるが、子供を遊ばせ
ようとすると、草がのびしていたり、遊具が使えなかったりする所があるので整備してほしい。

市民が安全に安心して暮らせることに八戸市民の一人としてとても感謝しています。一人一人の意見をまとめて市政を動かすことは
大変だと思います。

長根運動公園のサッカー場は、以前は小供達が、自由に入れ、サッカーをして遊んでいたが、サッカー場は、フェンスは囲れ、中に入
れない。その子供達は道路でサッカーをして遊んでおり、危険である。試合等がなければ、サッカー場を開放してほしい。

理想と現実との差はどうなるか知りませんが。必要なところに適在適所人員配置は大切と思いますが、交通安全と云えば全て良しの
形になっていて、設置、設備、管理等不必要な制度や形態があるように思われますがどうですか？

八戸のタクシーはすばらしいです。仙台のタクシーは、不親切で、自分がいかにすばらしい所に住んでいるか思い知らされました。私
自身も、もっと学びたいと思いますが、市職員、小林市長、議員の方（？）にもがんばっていただけたらうれしいです。

南郷区で犯罪が起きた時市内から警察の方が来るまで少し時間がかかりとても不安でした。もう少し安心して暮らせるまちづくりをお
願いします。

ラピア、ピアドゥなどの大型施設がある場所に、交番がないのはおかしい。特にラピアはドンキーや夜遅くまで営業している店があり、
あの辺に交番があってほしい。

白山台など、人口急増区域で駐在所、（交番）を設置してもらえると治安向上につながると思います

防犯・交通分野、防犯に対しては、これからも一層力を入れていくべきだ。交通事故で、死亡する人は年々減少傾向にあるが、交通
ルールを守らない人が多いため、何か対策法が考えるべきだ。

小学生の自転車の飛び出しが多いです。学校の指導おねがいします。

信号の連動や時間が短かったり。取り締り強化して欲しい所に、いつもいない。危険運転者が多いのに。高齢者の運転もどうかと思
場面が沢山あります。講習になるとシッカリ運転出来ても実際はかなり危い人が多い。

居住環境、防犯など極めて悪い。ポストから盗まれたり車に傷をつけられたりピンポンダッシュをされたり、警察に何回か来てもらって
も証拠動画などがないとダメ、引越しできるものならさっさとしたいが。八戸市民の車のマナー悪さには呆れる。

各町内の防犯灯を２倍にしてもいいくらい、暗い道路ある

平中交差点は危険だと思う。右折車線を作ることは難しいかもしれないが、実際事故が多い。・交通量の多い時間帯の工事はやめて
欲しい。

夜間、人が集まる、公園やコンビニの近くに防犯カメラを設置してほしい。防犯対策の一環として。
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「⑥防犯対策や交通安全対策が充実し、暮らしの安全が確保されている」に関する意見
自由回答

交番が少ない。

交通マナーが悪い（特に赤信号に切り換わってからの交差点進入）自転車マナーが悪い（特に高齢者）・車道を走るのは分かるが、
堂々と真ん中を走る（渋滞要因）反対車線の車道を逆走（車道を走るならルールを守れ！！）

交通安全対策として車両、歩行者分離式信号機の一層の導入・増設を図っていく必要があると思います。

車のマナーが、悪すぎるのも、びっくりです。観光に力を入れるなら、「赤信号で止まらない車！！」「無理な車の割り込み」など、減ら
さないと、誰も来てくれません。

交通マナーが悪い。道をゆずってもあいさつもなし。八戸市だけではなく、青森県民性をうたがう。

危険な交差点に信号機がない

八戸人は、交通マナー悪い方が多いように感じます。警察の仕事でしょうが、もっと取り締った方がよいと思います。

街灯が少なすぎる。夜道が非常に危険だと感じる。

大人も子どもも防犯（社会のルール）に対するモラルの低さが気になる。（万引き、喫煙など）

昔程人が夜間いないため、夜は危険だなと感じる事がある

学童（小学生）の通学路に防犯カメラを設置できませんか。又、公園にもカメラを設置できませんか。低学年の子供を守るということと
犯罪者に対して抑止する効果を期待します

電柱の防犯灯が不点灯だったので市役所へ問い合わせたら町内の管轄だと言われた。電柱にあらかじめ問い合わせ先を明記して
はどうか？

安全な国とは言えなくなってきている。防犯等安全の確保を充実させてほしい。

道路の横断など中高年の歩行者のマナーがとても悪いと思います。交通安全対策が運転手のマナー向上だけでは不十分。

通学路の安全確保されているか、点険してほしい。

学校の近くで歩道がない所は、今のような夏休み期間中など危険だと感じたので、道路を広くするよう検討してほしい。（東高校～類
家方面へ抜ける道）電柱がなくなるだけでも良いかも。

平中の交差点ですが、根城から見て右に曲がる車が多いので、一つ奥の交差点のように、曲がる車の為、三車線にしてほしいと思い
ます。サンワドーから、豊崎上長方面につながる線路上の橋を、新しくしてほしい。使用する車が多いのに対して古いし、一台しか通
れないので危険だなと思います。

交通マナーの悪さ改善。右折レーン渋滞の改善。

車の交通マナーが悪いので取締りをやってほしい。

町内会なども自主的に防犯対策を充実し、安全を確保してほしい。

冬大雪が降った際に歩道がなくなってしまい、大変困りました。吹上地区の岩岡酒店あたりの横断歩道がとても危険です。あれでは
歩行者がひかれそうになります。どうにかなりませんか？

安全、安心な暮らしが一番なので、防災対策、防犯対策、交通安全対策に行政・住民・町内会が一緒になって進めなければならない
し、それがまちづくりの原点だと思う。冬の除雪についても、スピーディーな対応をして欲しい。

各地区に交通安全協会の支部もあると思っています。私も会員にならせて頂いている者です。カーブミラーの事でお願いがあります。
鏡の部分が曇っていたり、黄ばんでいたり、要所要所に設置してあるミラーが見にくくなっている所も見かけますので手入れをして頂
ければいいなあと思います。冬場も霜がついて見えにくい所もあります。

夜細い路地や山道を学校などから帰る子たちをみると、心配になるくらい、街灯がたりない場所がある。また、防犯灯などの設置も必
要と思う。学童の歩く場所など、安全運転を心がける看板がもっとあってもいいと思う。

交番が少なくなったこと、（特に街中に）が少し不安。

八戸市だけに限らないと思うが、市民一人一人のモラルが非常に低いと思います。それは、特に車の運転から考えられるのですが
「ゆずり合い」という意識がほとんどなく、むしろあえて迷惑かけてやろうとまで思われる運転者がとても多く見られる。道路の狭い八
戸で、何とか知恵を絞って生活して行かなければならないと思うのですが。交差点内に入ってからウインカーを出す者、合図を出さな
いで右、左折する者、日常茶飯時です。私が免許取った頃では、考えられない事です。もっとも車の台数は全然違うと思うが。道路状
況に関しては、道路の並木や、中央分離帯の緑地（草）などきれいに手入れ出来なければ、是否無くしてほしいと思います。ひどいと
ころは、２車線の道路が（片側）１車線半ぐらいになっている所がけっこうあるし、人の背丈ほどのびる所から、歩行者が飛出して来る
と、昼でもとても危険である。空き缶やごみの捨て場所にもなっていてとても汚いです。他の町などをおとずれて来ると特に感じる部分
である。枝が伸び放題の並木は、大型車やワンボックスカーなどのミラーにあたる所も多々ある。市民のモラルに関しては、 も難し
く も重要な事と考えます。大人の行動、言動がそのまま子供、孫達に伝わっていくと思うので、長い年月がかかる事でしょうが、これ
をほっといたら、どんなにすばらしい「八戸」を築こうとしても難かしいのでは？教育は大事ですが、学力、知力の他に昔のように道徳
の分野にも力を入れていってはどうでしょうか。八戸市の財産は、市民一人一人だと思います。人は力です。りっぱな市民が増えてい
けば、おのずと町も住みやすくなり、産業も活発になり、納税が増え、財力がつき、すてきな八戸、魅力ある八戸になっていくのではな
いでしょうか？

防災・交通に関しては、ＳＮＳの普及により、情報の入手がタイムリーに出来る様になった。すばらしいと思う。

この一年、小中野地区の放火、引き逃げなどの事件が多発し心配している

反面、交通マナーや規律規範意識に欠ける面も毎日のように見かけます。子育てをしていく上で、あまり見せたくないような行動は私
自身を含め改めていけたらと思います。もっと思いやりのある街であってほしいです。

タクシーや代行が客待ちで道路に停まってるのがじゃまで仕方がない。あぶない運転をしている車を見る事もある。そういう車をどう
にかした方が、他県から来る人にも好印象なのではないか。

自転車の利用が増えているように思われます。自転車の利用者が安全に使える道路も整理してほしいです。
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「⑥防犯対策や交通安全対策が充実し、暮らしの安全が確保されている」に関する意見
自由回答

家の中で大型の犬を飼っている人がいる。近ずくとほえる、子供など学校だより等、まわし物があるので、恐れて、行きたくないと言っ
ている。

防災・防犯等の人命に関わる事項を重要視して欲しい。近年、八戸でも事故や犯罪が増化しているように思える。

交通マナーが悪い。止まれの字が読めないのか。歩行者への意識が、まったく無いドライバーが多い。八戸や本八戸など中心的な駅
へのバス路線が整備されていない。市郊外に住んでいると車しか使えない。

検挙率が悪く思う。（殺人犯）除雪時の除雪がひどすぎる。（救急搬送に時間かかる。）

通学路の安全性の見直し。

暮らしの安全＝車社会で未整備な場所が多すぎるというよりは危険な個所が、一週間もかけて市内を走行してみたら誰でも分かるよ
うな道路状能で、何年も手つかずのまま、毎日危険を感じながら走行している。

八戸は治安と環境が良く住みやすいです。市民レベルの話ですが、地元民とそれ以外の壁はどうしてもありますが、時代と共にグ
ローバル化、期待しています。

市の中心街・三日町・十三日町辺りの交通整理！大型のダンプカ～が、狭い中心街を走行しなくても良い様に！ 近、犯罪が増えて
ますので、市民が協力し合いパトロールを充実してほしい。

大震災が引き金となってこの分野は力を入れていると感じます。

子供の歩いている歩道で、なぜか車が走行していることがあります。危険なのでやめてもらいたいです。通学路等には、歩道走行禁
止等の看板かポスターを掲示してほしいです。

高齢車の交通事故が多い。スーパー等駐車場で危いと思うことがよくある。できるだけ車を使わず、歩けるよう（自転車を使えるよう
な）道路整備してほしい。（ｅｘ．八食センターまでの道路、歩道がところどころしかない実際歩いてみたが、途中危険を感じタクシーを
呼んだ。→東北震災の時、かなり車にひかれた人が多かったときいている。

交通ルールは悪すぎる。ウインカーを出すのが遅かったり無理な車線変更など。

運転マナーは、残念です。軽自動車が多く、ウィンカーは出さない。車間距離はとらない、優しくない運転を良くみかけます。国立復興
公園となり、種差海岸、市内、ＳＣで他県ナンバーをよく見かけます。同じ八戸ナンバーつけていて、恥ずかしいです。子供達が自信を
持って八戸出身ですと言える様な街になってほしいものです。若者達は考えていますよ。もう少し若者達の考えに耳を傾けてみて下さ
い。一人、一人が、向上心を持ち、上をめざそうとすれば良いと思います。人も、街も統一感が必要です。

交通に関してですとマナーの悪さは県内１だと思う。特に女性ドライバー（軽のワゴンｅｔｃ）…信号無視、スピード超過、スマホ。男性ド
ライバーより悪質に見えます。（自分が長距離ドライバーとして色んな土地を通行してる視線で見ても…まあ、全体的にマナーが低下
してると思うのだが。“早めの点灯、早めのウインカー、けいたい、スマホは×、カーナビも×

不審者対策を強化して頂きたいと思います。

防犯・安全の面で・小中野地区、夜になると道路が暗すぎる。あまりに暗すぎて危険。街灯をつけるなどして、もっと明るくしてほしい。
ユニバース小中野店から自宅に戻る５分位の間も真っ暗な夜道を歩いている感じ、とにかく危険！

近ニュースで八戸の詐欺被害の話をよく聞きます。高齢者の方が被害にあっていることが多く、これに対してニュースで対策を言っ
ていますが、ニュースを見ていない高齢者の方もいるため、１つ意見なのですが、広報課の方で高齢者に向けてチラシを出すのは良
いのではないでしょうか。新聞ならば取っている人が多く、見ることが多いと思います。なので、もっと人の目が届きやすい媒体を生か
して広めるのも一つの考えだと私は考えます。

近のニュースの犯罪者は、無職、無職ばかり。防犯対策＝雇用、景気。皆に仕事を与えるべき。

海のそばで、大きな道路に面しており、通学路に危険が多くて心配です。

防犯対策が必要とされ危険と思われるものについても何か事が起こってから対処するのでは思われるものが多い。

防災防犯について、一般家庭には広報等での知らせが入ってくるが、町内会に入ってない人も多いのでもっと伝える方法が必要では
ないか。町内会で交通安全寄付し家庭１名５００円～取られているが、町内会に入っている所のみの徴収で意味がない。ますます地
域の人が町内会離れになるひとつの原因だと思う。（お祭りの寄付等も）

樹木の枝が折れたままになっています。どなたが管理しているのでしょうか？冬の除雪の際、除雪車が赤いコンクリートで「八戸市」と
書いてある標識を壊していく。それがそのままになっていてとても危険です。

地主さんたちは、空地の管理をしっかりしてほしい。草が伸び方題！防犯のため、鳥や虫の巣になっている。

防犯はまだエレベーターに防犯カメラがなかったので強制わいせつされて検事に相手にされず相手を殺したい。

全体的に夜道が暗くて、こわいです。もっと明るくして、歩いている人の顔とか着ている洋服が見えるくらいの明るさにしてほしい。

古い地域には廃屋と新築の家屋が混在していて、ごちゃごちゃした印象を与える。特にくずれかけているような廃屋は撤去できないだ
ろうか。危険で気になる。
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「⑦道路や公園、下水道などの居住環境が整備され、快適な生活を送ることができている」に関する意見
自由回答

道路が整備されていない。交通ルールを守っていない。

私は、むつ市から八戸に来て早２５年たちますが、冬の道路の悪さにとって毎冬がっかりしています。ちょっと小路に入ると八戸は歩
けないです。むつ市などは早朝５時半になると道路はとてもきれいで歩けるんです。八戸はどうして冬になると雪道をつけてくれない
のでしょうか。予算などがないとすぐ言いますけれど、冬の予算などもう少し取っておいて下さい。市長さんによくお伝え下さいますよ
うお願いします。

変に渋滞があるので解消されたらいい

道路の整備（バイパスの新設、道路の拡張）インフラの整備（上・下水道の整備・除雪体制の見直し）排他的な地域特性の希薄他

医療の充実、インフラの整備（下水道・道路の拡張）の推進

雪が少ない地域ではありますが、除雪をもう少し迅速にできる体制をお願いしたいです。

近くに子どもたちが遊べる公園があるといいです。

マルヨ（白銀）の前の道路が輪だちがひどい所があるので直して欲しいです。

中心街（三日町ｅｔｃ．）の一方通行や駐車場が大変不便に思います。（八戸から十数年離れて、他都県に住んでみて、帰ってきてみて
余計にそう思います。）

八戸駅東側の駐車の事ですが、東側のタクシーの待機所が広い割には、送迎の車の待機場所がほとんどない状態なのが不満で
す。西側にあるというかも知れませんが、送迎の時は東側から西側に向かうのに結構時間がかかり、 近のガソリン代値上りに伴い
うんざりしてしまいます。東側のせまい駐車場はいつも満車で、皆さんがバスの停留所の路線にいる状態です。もう少し東側の割合を
広げてほしいと思います。

中心街を活性化したいのであれば、駐車場の無料化、道路の拡張など大胆な政策が必要だと思います。駐車場の経営者の目先の
利益ばかり優先していては一向に活性化につながらない、大型ショッピングセンターに客をとられるばかりだと思う。転入者はみな「八
戸の中心街は道路が狭く、一方通行も多くて、行きたくない」と言います。三社大祭のときも、もっと広ければ、山車の運行もしやすくな
りますし、観光客の増加にもつながるのではないでしょうか。ぜひ検討をお願いします。八戸は除雪が本当に下手だと思う。除雪車が
通った後、道路がモーグルのようにボコボコで、かえって恐怖でした。除雪業者への教育、除雪車の買い換え等、対策が必要だと思
います。

八戸市は車社会である。やはり無料駐車場は欠かせない。そのほか、車でゆっくりとくつろぎ、休めるような場所が必要。お昼休憩な
どに公園の木の木漏れ日や日陰を利用して車の中で昼寝をしている人が多数いる。道路脇に車を停めているので、道路が狭くなっ
ている。南郷の道の駅の駐車場のように、お昼になると車・トラック・ダンプカーがたくさん休めるような、そんな場所の提供をしてほし
い。

八戸の道路は継ぎ接ぎ道路で、でこぼこしていて、これではいけないと思う。妊娠している時に車を運転するのがつらかった。

しょっちゅう、同じ所を工事しているように見えますが、何か意味があるんでしょうか。もっと別の所を工事して歩きやすい道路にして頂
ければ助かります。

毎日のように買い物の行き帰りに思う事があります。大杉平から、二ツ家に向かう八戸高校の松の木や桜の木の下の土手の芝生が
昔は青々と根を張っていて、とてもきれいだったような気がします。時々草刈り機で根こそぎ芝生を刈り取ってる作業員の仕事を見か
けますが昔は女の人達が手で草を抜いていたような記憶があって芝生もきれいでフェンスの間から土ぼこりが飛んだり歩道に土が流
れ落ちる事もなかったなあと、つくづく思います。松の木の根元の乾いた土手を見る度にこれは教育委員会様へ連絡すべきか役所へ
連絡すべきか悩んでおりました。一度、この土手に目を向けて下さってはいかがでしょうか。松の木が歩道へ倒れないとも限らないの
で、どうか土手の芝生が根をしっかりと張り青々と繁りますよう、毎日そこを歩く私達の足元に土ぼこりが舞い上がったり雨の日に泥
水が流れ落ちて来ませんよう願ってやみません。

各町内で外灯を多くするべきだと思う

特に交通標識（ＬＥＤ）置かえるべきである。消防等もである。

冬の市民病院まえの除雪排雪、昨年の大雪の失態は、とても残念だ。あんな道路状態では救急患者も救えない。

除雪が不満。車が壊れる。車がないと生活できない町でしょ。除雪ぐらいしっかりしてよ。他は、我満してんだからさ。

私はいつも思う事は下水道についてです。何故排水口が汚水パイプ（道路）に近い家はすぐ工事が出来るのですが、遠い家はほとん
ど工事してない様です。遠い家にも工事出来る様考えて見ては？市は下水道率何％とか言ってますが、実際はまだまだ少ないかと
思います。

道路状況が悪すぎる。（路面がボコボコ）

私の住むあたりは、湊中学校、工大一高、光星高校など子供達がよく通る場所だが、外灯などが少なく部活帰りの子供達が歩くのに
危険な感じがする。通学路のあたりは、もう少し明るくしてほしい。

冬の除雪対策をしっかりとやってもらいたい（今年の冬はひどかった）

道路には歩道がない場所も多く見られ、交通量も多く、安全が確保されてない。余り人が歩かなそうな場所にかぎり、道路も歩道も立
派に整備されているように思う。ぜひとも歩道がない場所に片側だけでも出来ないものでしょうか？

道路も整備されて車も安心して走れる一方で、市街から離れた地区は歩道もなく、下水道も道路より高い為に、大雨になると道路が
川のようになる箇所がたくさんあります。道路を整備しても、その後が草はのびるし下水道の水の流れる所がゴミでつまっています。

水道水の更なる清浄化。
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「⑦道路や公園、下水道などの居住環境が整備され、快適な生活を送ることができている」に関する意見
自由回答

雪対策について県内で一番いい整備をしてもらいたい、（青森、十和田に負けている）毎回予算の問題、除雪車の問題等あると思い
ますが、今回連絡を入れた時に役所の方の愚痴が、何回となく聞こえました。困っているのは皆様同じ、手配するのはたいへんかも
しれませんが、何のためにその役所につとめているのでしょうか？サラリーマン的な役所の方々は必要ありませんのですぐにお辞め
になって下さい。八戸の街を良くしたい、全国一住みやすい町づくりをしたいと思う、役所の方々は大歓迎します。

除雪対策に力を入れてほしい（特に住宅側の市道・雪をすせる場所がない）冬に道路工事をしてほしくない（狭い道幅で事故の元で
す）何回も市に申請しているが除雪してくれないのが不満である

歩道が狭く、そこに電柱が立っている。ここに雪が降れば人は歩けません。除雪車は、車道から歩道に雪を積みます。雪がとけるま
で、雪は残っています。市の中心部でもこういう状態です。学生の通学路もしかり。電柱を地下に埋めるのは、こういう狭い歩道のとこ
ろから進めて下さい。（グランドホテル様からバス通りへの道ｅｔｃ）。

えんぶりの時、三日町のスクランブル交差点の歩行者が信号を渡る個所に雪が積まれて放置されていました。観光客もびっくりで
す。一般に中心区域の除雪に工夫も熱心さも欠じょしているようです。車道の脇に車道から雪を積み上げるだけでは困ります。

土地があまっているのに高くて家もたてられない。

下水道整備がいき届いていない所がある。今だにくみ取りの所とかある。土地代が高い。

道路が汚れている！（ダンプが、土をおとすため）除雪が遅い！道路の草刈りをしてくれない！

無意味な所ばかり整備をし、本当に、市民が困ってる場所には届いていない。（工事や整備）無意味な、税金の使い方をしている。

公園があるが、ゴミを拾てて帰る人が目立つ。そのせいか、犬をつれてあるける公園がとても少なくなっている。犬や子どもを安全に
連れて行ける公園も欲しい。（駐車場も）

除雪対策を今年からしっかりして欲しいです。

道路工事が毎年多すぎる。

歩道の整備が必用な箇所が多くある。その為、歩いて街を楽しめる場所が少ない。良い意味で「いなか」を利用すべきである。現在の
八戸市は、人々から遠ざけられる部類のいなかだと思う。

初めて八戸訪れる車、人の為に案内標識を増して欲しい。

各場の除排雪に隣の団地がきれにしているのに、除雪車が来ない

車のすれ違いが出来ない道路を早急に調査し、災難、交通事故防災防犯のためにも市内の中の狭い道路を早くに改善して欲しい。
下水道も整備し快敵な暮しを望みます。一生涯かかっても何も変っていないところです。こういうところは市内にいっぱいあると思いま
す小さいところから始めるのが、市民としては一番望んでいる。（大きい巾広い道路より）

産業道路、時間短縮のための道路として大きな道路を今まで重点的に作り改善してきているのは解り、有難いものと思いますがこの
辺で生活に関係する身近な道路（下水道完備、都市ガス、せめて普通の車（乗用車消防車パトカー等）が通れて、すれ違いが出来る
道路を欲しいと思います。現在の道路を利用して幅を拡張、補装道路の整備ぐらいはやるべきです。税金を払っている証明を身近に
感じない。

仕事柄海沿いを走るのですが中央分離帯、歩道が雑草が酷く八戸人として観光等で訪れる方々に恥ずかしく思います。今後道路の
清掃を強く望みます。

歩道にある真中の木は危険ではないでしょうか。南白山台、アジサイ公園近くにあります。木は太くなってきてます。両脇には、木は
有りますし。

居住環境、やたらパチンコ店が多すぎる。歩道をキレイに広くしても、歩いてる人はあまり見られず、パチンコ店の駐車場には、平日
でもぎっしり車でうまっている。ちぐはぐ。

県民がもっと１軒家を建てやすい環境をつくってほしい。繁華街に若者が（学生も）集まる町にしてほしい。現状はただの飲み屋街。

種差のインフォメーションセンターがオープンしました。はっちと同じように、これからの活用が重要だと思います。ただ種差に行くまで
の道路の整備が必要です。ガードレールは朽ちて汚く景観を悪くしています。点点と施設が充実できてきたらそれらの結ぶ線も充実さ
せて、楽しく歩ける道、町並をつくれたらと思います。

工業団地内の道路が狭いので広くして、車やトラックが通りやすい環境を作ると、もっと企業が八戸に来やすくなると思います。

冬、雪が降っても除雪車が来ない。税金ばかり払わされ、どうしたものでしょうか？今の小林市長さんは、だめです。もっと、何事に対
しても、きちんと、手早く処理できるようにしてもらいたい。

車社会が優先され、夜、道を歩く時は車道をはずれると暗く外灯が弱い、もっと明かるくしてほしい。中心地以外は下水道が整備され
ていない所が多い。

中居林交通渋滞、早く市民病院の方へ

下水道を使用出来る迄７年後との話あり、早く工事をして頂きたい。

他の大都市や、八戸と同程度の地方都市に比べ、街路樹が少なく、散歩していても緑が少なく感じる。歩道の整備がよくない所があ
り、雑草が生えて通れない場所もある。

交通に関する分野。八戸ＩＣと八戸北ＩＣが行き来できるようになってくれるとありがたい。

公園に遊具が少ない。木に毛虫が多くなってきた。以前市役所にそのことでＴＥＬしたらすごく嫌そうな対応をされた。
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「⑦道路や公園、下水道などの居住環境が整備され、快適な生活を送ることができている」に関する意見
自由回答

除雪をしっかりやってもらいたい。電話で依頼しないと来ない。小学校の通学路などは子供達が安全に通れるようにお願いしたいで
す。上手に！

除雪をしっかりしろ。

石手洗の道路をキレイにしてください。ぼこぼこしてつまづいて転びます。あと、冬は除雪おねがいします。バンパーわれます。以上で
す。

公園を移してまで商業施設を作った田向の例（マスタープランに反して）があり、快適な生活が優先されているとは思えない。

防災も必要ですが大雪が降った時、毎年必ずトラブルがあるのでその対処も迅速にできるようにしてほしいです。（水道管破裂・停
電・今年の大雪の除雪）豪雪地方の対応を参考に出来ないのかと思います。

もう新しい道路は要らない。しかし、旧く、痛んだ道路や市道と無っていない生活道路は、しっかりと整備なり修理が必要、新しい道路
を造る金で公共建築の耐震化を進めるべき。

冬の除雪は何度もＴｅｌしても、２～３日後に固まった後に来て、除雪の意味がないカンジでやっていくので、近所の人や、周辺や町内
の建設業の人がかわりにやってくれていた。こういう意見を書かれて役所の偉い方々はどうも思わないのか。自分たちの家のまわり
や役所のまわりばかりきれいにやるのはおかしい！！もっと市民のこと考えてほしい。ムダに税金を使っているため、もう税金ナドを
払いたくない！！

除雪に力を入れて欲しい。（予算をもっとかけて、できるだけキレイに！！）

道路わきに草木が植えてあり、うるおいを感じます。しかし、草がのびすぎ、歩行の際気になるところがあります。

車道と歩道の段差が大きく（高州２丁目）車で出入りする度に車体がきしみます。もう少しゆるやかにしてほしいです。

地域の実情に合った防災対策が必要であるが、画一的な防災対策が行われいるような気がする。道路整備の件、合併直後に説明
会があり進行すると思っていたがその後全然話題にもならなくなった。合併公約がホゴにされたような気がする。（島守～一頃巻沢
線）

以前から、市長当選者の地域は、環境整備は進み、よい道路もでき、冬の除雪も一早くなされていると言われ続けてきている。

八戸市は坂（上り、下り）が多い。氷の八戸には もマイナスの地形と思います。対策を考えてますか？実行してますか？

八戸の街を大きくする為の近郊の地盤、地質調査とかしていますか？

下水道が整備されていない地区に住んでいる。バスの便数も減少するばかり。近所の商店もなくなり、コンビニで弁当を買って食べて
いる高齢者有。税金が中心街や特定の産業にばかり投入されている気がする。

八食センターから石堂方面へいく道路で左側の（田んぼがある道路）溝がおちそうで怖いです。・今年の大雪はとってもたいへんだっ
たのですが、住宅地の道路で除雪される所とされない所の違いは何？

冬の八戸の除雪がひどい！！！３車線の道で、実質通行できるのが１車線しかないのはおかしい！他の市町村へ行って、１歩八戸
に入った瞬間、↑これなので、除雪に対するお金を増やした方がいいと思う。毎年毎年ガタガタな道を通るのが嫌だ。除雪というより、
雪を地面に固めているだけ。毎年何回か大雪降るし、普通に雪多いんだから、もっとしっかり除雪してほしい。（せめて通行量が多い
ところは津軽ｅｔｃを見習う方がよいのではないか）住宅街などの道も雪かきしてくれるのは、ありがたいですが、こここそ雪を踏み固め
てるだけ。除雪車で除雪してもらうのは、もちろんですが、住民が雪かきをするという意識が欠けている。自宅前の雪を道に出して車
に踏み固めさせようとする自己中心な考えを持つ人も多い。せめて家の周りは雪かきする人が増えるようにすれば、冬の生活がより
よい八戸になるのではないでしょうか。とりあえず、通行量の多い道路も、住宅街の道路も雪かき出来てなさすぎ！！除雪のお金を
増やすべき！！Ｔｗｉｔｔｅｒなどで毎年毎年×∞『八戸雪かき下手すぎる！！！』って書かれているの見てほしい。そしてちゃんと雪かき
してほしい。

道路の状態が悪すぎる。穴・段差・道幅・歩道の確保なんとかして下さい。車のメンテナンス代ばかりかかります。大雪対策。大型ト
ラック、産業トラックが、多く通る道の環境を良くしてもらいたい。排気ガスが臭いのはしょうがないのですが、道路と歩道との間隔を広
くするとか

市営住宅の環境を良くしたらどうですか？？部屋の中だけではなく、外の環境が悪すぎる。新しいものばかり作るのなら、古いものは
もう無くしたらどうですか？市営住宅が頼りにならないと、少子化も進むと思いますよ。

道路が穴、継ぎはぎだらけで悪すぎる。県外から来た人も車が壊れると言う。冬の除雪も 悪！！県外から人を呼びたかったら、道
路環境をちゃんとするべき。フェリー埠頭の辺りがひどい。青森、岩手はきれい。

除雪対策をもっとしっかりしてほしい。雪の少ない地域だからこそ、通学や通勤に利用する道路は、わだちやでこぼこがないようにし
てほしいです。通学路になっている学校近くの道路が何日も除雪せず車がすれ違えなかったり、坂道でスリップしたり冬は本当に大
変でした。えんぶりの時期と重なり、観光客にも印象はよくなかったようです。いろいろな都合もあると思いますが、市民が困った時に
「力」になってもらいたいです。地域ごとにたくさん問題はあると思いますが、市全体の取りくみがいいまちづくりにつながると思いま
す。

市道は復雑で狭く災害時車で渋滞し人の通行も難儀する。特に今年のどか雪に大きな地震が起たら三陸地震の様な災害に会った事
だろう人災だけでも何千人も死傷者出た事市行政者は除雪方法を今すぐ十分な対策を考へるべき（今冬の雪で市に相談したら人を
馬鹿にした様な返事であった）

大雪が降った時の除雪に対する意識が良くない。必ず２～３回はドカンと降るのだからそのつもりで対策を講じておいてほしい。市民
と同じ時間に起きてそれから手配するというのは、行政に携わる者として失格だと思います。

八戸は街づくりが下手過ぎる。駅周辺を活性化させる必要があると思う。道路も変に曲がり過ぎて渋滞しやすい！シンフォニーの近く
やＲ４５の本局前やニュータウンに向う根城側の坂など色々あります。

冬場の交通状況を何とかしてほしい（特に除雪）・道路の舗装
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「⑦道路や公園、下水道などの居住環境が整備され、快適な生活を送ることができている」に関する意見
自由回答

道路工事や下水道工事がもっと計画的に実施出来ないのか。余りにも無計画でしかも工事が粗雑な様な気がする。特に側構や歩道
は他市に比較し雑である。

道路の整備を望む。自転車、うば車、車いす等の不便をかんじる。冬場もこおるとすべる、ななめの歩道など危険なところが多い。大
雪の時の除雪ももう少し工夫されてもよい。バス路線は以前よりはだいぶわかりやすくなってきている。

公園をもっと整備してほしい。

居住環境、防犯など極めて悪い。ポストから盗まれたり車に傷をつけられたりピンポンダッシュをされたり、警察に何回か来てもらって
も証拠動画などがないとダメ、引越しできるものならさっさとしたいが。八戸市民の車のマナー悪さには呆れる。

カラスを何とかしてくれ！ペットマナー悪さ！（イヌのふん）

魅力や活力などほとんどない八戸です。何をやっても中途半端の感じですね。道路は一番デコボコで汚い町ですね。上に立つ人達は
皆さんセンスがなさすぎます。誰がやってもこの程度の町づくりだと思います。口ばかりでアンケートをとっても何の役にも立たないと
思いますよ。ただただ税金のムダですね

スマートＩ．Ｃ（八戸西）早期開通するよう、期待します。

尻内八戸駅西口方面に公園が少ない（無い）。

除雪がかなり遅いです。あまりにも対応がひどすぎます。

他県の良い点は、大いに取り入れて発展につなげてほしい。そのための出張、研修は、どんどん実施してほしい。４５号線出口平か
ら種差方面に伸びる、道路に（約６００ｍ）歩道を整備してほしい。徒歩や自転車での通行は命がけです。近くに町畑小学校もあり、児
童が歩いています。八戸市民のためにがんばって下さい。よろしくお願いします。

雪がもともと少なく、大雪の際の除雪については限界があるとは思う。そのために除雪に予算をもっていかないように感じる。なぜなら
大雪の際の除雪業者（専門業者ではないと思うが）が万遍なくいきわたっていないと感じるため。

歩道の整備をしてほしい。

新しい道路の整備とかがなかなか進んでいるとは思えない。田向・八戸駅西地区など商業地が少なくて核になる環境ができていな
い。

市域のインフラの整備と共に公共交通機関の利便性（髙令者にとっては重要問題）への投資を期待する。

私は定年退職後１５年以上高館の友人と共に根岸グランドゴルフを八太郎山公園で毎週火、金曜日１３時～１５時迄４０名以上でＧ．
Ｇ．をやっています。年々八太郎山まで車で行くのが少々遠くに感じられます。

八戸駅から市内への交通整備及びアテンダントの強化。

大雪の日の道路の除雪をきちんとしてほしいです。せめて国道だけでもキレイにしてほしいです。今年だけでなく、毎年八戸の除雪は
雑だと思います。本当によろしくお願いします！！

除雪車を山道などに回数をふやしてほしい見ていると同じ所を何回もやっていて除雪車が５台も並んでいる所を何回も目に入った。
あともう少しきれいに除雪をしてほしいと思います。こんな所に除雪車が雪を置いたら雪を置いている方に向かっている車はとても迷
惑です。お祭りを見に町に行こうと思い、車で出かけた所、駐車場に困り、長根の駐車場に行った所とても料金が高くびっくりしまし
た。テレビで見てても良いかと思いました。

八戸市内の駐車場を無料化にしていかないと、町の空洞化はさけられない。五所川原は、 悪の街づくりとなっている気がします。一
部の利益重視より、全体の活性化を！新規建物は必要ないと感じます。消防跡地の無料解放を考えて下さい。

３、３、８道路の完成を急ぐよう青森県に働きかけていただきたい。渋滞等がなくなり、便利になると思う。

除雪をもっと丁寧に、迅速に行って頂きたいです。

道路整備や除雪など早めにしてほしい！

小さい子供達やお年寄などが散策したり、使用出来たりする公園や場所が少い。

今年、大雪が何度かありました。除雪が入ってきたのは、３日目。仕事上、すぐに職場に行かねばならず、公道を手で除雪しました
が、全く意味なく本当に困りました。今年の教訓から、大雪時の除雪体制について検討して欲しいです。（毎年思いますが、町村部の
方が除雪が早く、きれい上手いと思います。規模が違うことや除雪日数の違い等があるかと思いますが、技術の差を大きく感じま
す。）

公園の草がボーボーな所が多いと感じる。

除雪作業がへたくそ。うまく連携がとれてないと毎年感じる。大雪時の対策を強化してほしい。

年寄りも気軽に歩ける交通整備

除雪が遅いです。大雪が降ったら、その日の夜中にやって下さい！！雪が解けて、凍ってから、やっても意見がないのです。それだっ
たらやらない方がいいのです。

自転車が走れる道が整備されればいいですね

八戸の道路は自転車や人が使用するにはまだまだ改善が必要です

２４万都市としては、下水道の整備が遅れているのではないか。

当たり前ですが、住民の流出に歯止めを掛けられる様、若者も修学後地元へ戻ってこられるよう仕事があって住み易い八戸を作って
欲しい。心の余裕が文化レベルを上げ環境にも変化が出てきます。食べものが本当においしくて、人も郷土芸能も大切にされていて
街中も整備されたきれいな八戸。きっとたくさんの人々が観光に訪れるでしょう。地元民の満足が発展とつながるのです。

古い水道管を交換するなど地域の水道水を見直して欲しい。水道水がまず過ぎます。公園の害虫の駆除も定期的にお願いします。
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「⑦道路や公園、下水道などの居住環境が整備され、快適な生活を送ることができている」に関する意見
自由回答

道路の補修をしょっちゅうあちこちでやってますが、予算の関係でやっている所が細切れになるのを計画的に出来ないのか。町内の
外灯は市の管理にし、いつも明かるくしてほしい。税金の使い道に外灯を入れてほしい。道路、車道、歩道、下水。目に見える早さが
ほしい。

町内の外灯が足りず暗い道路が多い。信号機がない道路はまったく暗くあぶない。外灯を市が管理し、見囲って常に明かるくしてほし
い。

転勤で宮城県から八戸市へ移り、１年弱になります。不便に思うことがありすぎて、困っています。どうしてセブンイレブンがないので
しょうか。地域によってフジテレビが写らないのはなぜでしょうか。地元の友人が遊びにきても、案内しよう。楽しい所だよ。と、言える
場所が少なすぎます。高速道路も道の状態が悪く、楽しめるサービスエリアもなく、これでは観光客も少ないはずだと、納得です。もう
少し、大都市を真似るべきだと思います。

水質によってエコー給湯器が使用できない場所が有り、対策願う。

八戸駅周辺の整備、子供が安心できる公園、観光しやすい交通。

公園にベンチが足りない。高齢化が進む中、散歩しても一定区間に休憩する場所がないと外を歩くのが大変。街の方は花だん等緑
化対策をしてほしい。

雪対策を計画的に行なってほしい。除雪作業のすすみ方が、地域によって差があると感じる。

南郷インターチェンジ出口が小・中学校の通学路となっているが、横断する時、危ない時がある。信号機の設置をお願いしたが、設置
にはいたらず非常に残念です。

中心街の歩道ですが、冬はすべりすぎて歩きづらいです。街の方が高齢者の利用が多いので、すべらない歩道に整備して欲しいで
す。教育と治安を維持するためでしたら、税金のＵＰも納得すると思います。

歩道がない道路で、タクシーが、客待ちで止められていると、車道を歩かざるを得ないことがある。その道路が工事の後、切断された
部分が１ｃｍ近く段差ができている。その段差につまづいたのだが、できればもっと丁寧な工事をお願いしたいと思います。歩道は、
元気な人が歩くだけでなく病気の人も、足の悪い人も歩きます。また、市外からの観光客の方も歩きます。この歩きづらい、危険な未
整備な歩道をどう思うでしょう。まずは足下をよろしくお願いします。

八戸へ引越して来て一番驚いたことは道路や歩道が整備されていないことです。段差や斜面が多く、タイルもはがれて穴になったま
ま等、非常に歩きづらくてびっくりしました。そしてついに段差に躓いて怪我をしてしまいました。工事のレベルの低さとチェックの甘さ
はないのでしょうか。

交通整備どうにかしてほしい

早く下大久保に下水道を作ってほしい。

近所で犬の散歩をしている人がリードをしていないので注意してほしい。（その辺におしっこをしている）子供達が走りまわって、危な
い。

下水道の排水構のふたですが、スキマがあって小さな子の足が入ってしまったりとか不安です。

八戸市内の繁華街と言われる地域が「十三日町、三日町、八日町と限られたほんの１部分だけ」なのは、検討項目と思われます。十
三日町、三日町（出来れば八日町も）の通りを、毎日歩行者専用とし、十六町、六日町通り及び、反対側の通りを、バス及び自動車専
用通路とする計画はいかがでしょうか。バス・自動車専用通路はもっと道幅を広げ、人専用通路も安全に作って欲しいです。歩行者
専用道路（繁華街通り）には、ちょっとした木陰げや、ベンチ等を置き、人々が自由に休憩出来る様であれば更に良いと思います。現
在の八戸市内の道路は狭すぎます。歩行者道も、斜めになっていて、非常に歩きにくい状態です。歩行者に優しい通路にする必要が
あります。無料の駐車場は、絶対必要かと思います。（街中に設置しなければ、にぎわいは遠いものです。）

下水道の発展、整備は環境上、特に重要と思われます。下水道の整備計画を、もっと知らせて欲しいと思っています。長期計画、短
期計画でお知らせ頂ければと思います。

来る来ると言って下水道がいつまでたっても来ません！！いつ来るのでしょうか！！

私の住んでいる所は、昔は１１世帯、子供たちも１世帯当り４、５人居ましたが、今では７世帯で子供が１人しか居ません。なぜかと
言ったら、市の水道が無く、住みにくいというのが一番です。（わき水を飲んでいます。水の検査も１０年間やった事も有ません）市民と
して税金は納めています。なんとか水道を通してもらえないでしょうか。

冬の雪掻きの改善をお願いしたいです。市の担当部署に苦情が殺到するとニュースで見ますので、ご承知と思いますが。人手不足
に加えて、技術をもう少し向上させてほしいと思います。

将来的に自転車用通路を検討してほしい。

道路がでこぼこすぎる。となりの岩手みたいに、キレイな凹凸とない道路にできないのか？

新井田川河川沿いに展望台や、ベンチ・トイレ等設置されているが３～４年前から設備の腐食により「使用禁止」となっている。・現在
も撤去も改修もされず、危険なまま放置されている。・地震や台風などで倒壊の危険もあるので事故発生前に対処を、お願いしたい。

下水道の整備をよろしくお願い致します。

青森市、みたいに、三日町近所に青い森公園があればいいと思っています。

近、道路、水道、下水道と環境が整い、私の住んでいるところは心配なく暮らしています。

道路のデコボコが、多すぎです。どこにお金をかけてるんですか。もっといろんな所を見てください。だいたい、環境や空気というので
あれば、路線バスの排気ガスをどうにかしてください。本当に迷惑です。

八戸市は近隣の県・市・町より道路が悪い（デコボコ）館鼻のトイレ、新築して下さい。蕪嶋・館鼻を綺麗にして下さい。

居住環境の悪さはどう考えたらよいのか。環状道路はまだ、下水道の普及率は何パーセント？町内会の寄付金集めだけは執着す
る。１０年ほど前に津軽に３年住んだが、比較して自信をもって言えます。

下水道の普及率が他県他市に比較し、極端に低い理由を行政は市民に説明すべきである。
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「⑦道路や公園、下水道などの居住環境が整備され、快適な生活を送ることができている」に関する意見
自由回答

地域的には、高齢化と、過疎化が進んでいて、下水道や、市バスが、充分行き渡っているとは言い難い。観光スポット等は、よく頑
張ってくれているが、如何ンせん将来に向けての住民のまちづくりは、まだまだ活気がない。地元商店街も、今は見る影もなく、臨接
するスーパーへ行く老人たちも多い。住民の意識を活気づける何かはないものか…。小ぎれいな小さい街づくりみたいなもの―。と
常々感じています。

排水坑の整備～特に下長地区が大雨が降るたびに冠水状態となる為（ユニバース下長店前交差点付近）

道路のことですが、朝・夕のラッシュ時に混み合う場所は、交差点だけでも、拡張してスムーズになるようにして欲しい。市道だけでな
く、市内の道路を走ってみて、例えば、暗すぎるトンネルなど、県や国に言って改善して欲しい。風の道トンネルは、 低だと思う。昼
は特にこわいです。早く、白銀からニュータウンに道路をつなげて欲しい。北高から湊高台に抜ける道路が欲しいです。鮫の道路は、
細いうえに上がったり下がったり車が通れなくなったり大変です。岬台北口（又は西小沢）からマリエント（岬町）に道路が出来れば、
抜け道も出来るし、災害時に海から逃げるのにと、とても良いと思います。

種差は建物より駐車場が必要だったと思います！

街中の駐車場について、いつも思う事ですが、子供の発表会（市内学校全体の）の時など公会堂で行いますが、その時入場料を払い
ます。それは運営する上でとても大切な事だと思いますが、その為には、駐車場を利用します。その時にいつも駐車料金が高いなと
感じます。その為、自分の子供の時は無理してでも行きますが、先輩、後輩の子供が出る時は入場料＋駐車料金になると少し考えて
しまいます。それに、買い物の時も同じです。目的の物があって買えば、駐車料金はデパート側が支払ってくれますが、何もなく、ウイ
ンドウショッピングと言う時はやはり考えてしまい、どうしても郊外のショッピングセンターに行ってしまいます。先日も、公会堂に行く用
事が有り、少し早目に友人とランチを楽しみ、公演を観て、少し終ってから、おしゃべりをしたら、千円以上の駐車料金を支払いまし
た。高いチケット代とを考えるとやはり、何か、検討して頂きたいと思います。街中に人々をと言う記事を良く見ます。皆様も考えている
事と思いますが、宜しくお願いします。

通学路の歩道の整備が出来ていないので、運転をしていてもとても怖い時が何度かあります。中心街ばかりでなく、まわりの町などに
も少し手を広げてほしいと思います。

八戸のアスファルトはヘタ！！御指導よろしく願います。全域で下水道を布及させてほしい。

降雪時の除雪について。迅速に！ボコボコならない様にお願いしたいです。

冬の除雪の対応が遅いと思われる。特に子供の通学路等、歩道の除雪は全く行われていない。各自治体に除雪機等の設置をお願
いしたい。

学校の近くで歩道がない所は、今のような夏休み期間中など危険だと感じたので、道路を広くするよう検討してほしい。（東高校～類
家方面へ抜ける道）電柱がなくなるだけでも良いかも…。

東運動公園について。出入口（体育館や競技場への）がテニスコート側（湊高台）と桜ヶ丘方面一丁目からの２ヶ所ですが、特に初め
て来る方や遠方、他都市から車でくる方々で桜ヶ丘側の出入口の所で迷っているのか戻っていくの多くみられました。（駐車場）？２ヶ
所の出入口に特定の名称はどうなっているのでしょうか。各種競技や全国大会などの競技会が東運動公園で催されていますが一般
出入口あたりに情報掲示板があったらいいなあと思うのですが（クルマや人々が多くさん入っているが競技場の中で何やっているの
かと）近隣の人や通行人の方はつぶやいているだけです。

道路について。青森市、弘前市等に比べると幅が狭く、通勤通学の自転車にとっては不便です。環境問題（排ガス）においても改善を
希望します。

大雪の時除雪、対策。田面木、高専・ウルスラの通りの坂道は凍って今年は、事故多発でした。そういう場所にはヒーターで融けるよ
うにするとか、長い目で見たら、工事、した方が安全ではないでしょうか？

緊急車両などが入っていけない地域を見ると、市民の生命を守れないのではと思った。大雪の時、対応が遅かった様に感じた。お
金、設備それとも他の事が原因かは分からないが、災害時に民間に広く協力を求めるとか、何か工夫してはどうかとかの議論が、
あっても良いのではないかと思った。交通がまひすれば、生活も経済も滞おるので、除雪する主要道路の優先順位をつけ、市民に知
らせることで、市民がどの道路を通れば良いか判断しやすくするとか、何かいいアイデアがないか議論して欲しい。

道路の整備、舗道の整備、カラス対策

キレイに保たれている公園とそうでない公園の差が有る。

視覚障がい者のための黄色の歩道にあるものが、そりかえって、こわれている。何人もつまづいて転んでいます。なおして下さい。

地主が遠くに住んで居り、地主の土地の草木がのびほうだい。道幅（４メートル）でないため、舗そうも、側こうな道路、雨降り、雪道で
大変です

八戸インターから八戸ジャンクション（八戸ＪＣＴ→八戸インター）にも行けるようにしてほしい

市道の舗装工事をしてほしい。でこぼこ多すぎです。

南郷区島守地域を学校行事（遠足など野外活動）に活用できるように道路など整備する。青葉湖周辺を八戸市民がもっと活用できる
ようにする。その道の専門家の方々に検討してもらってはいかがでしょうか。櫛引城跡の整備。運動公園化をすすめる。

冬は道路が凍結してでこぼこになり、除雪が適切に行なわれないと、雪なのか凍結してふくれ上がった部分なのか判断できず危険な
ことが多くあります。大通りから一本入った当たりがせまいことと重なって危険度が増します。幸いにして、私の周辺は心有る人々が
除雪して下さっていますが。

道路工事をした後のコンクリートの、つぎめが悪いので、きれいに舗装してほしい。除雪をしっかりお願いします。

公園などの樹木が高くなりすぎている木もあるので、公園管理課など順次見回りして整理ほしい。
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「⑦道路や公園、下水道などの居住環境が整備され、快適な生活を送ることができている」に関する意見
自由回答

近、大雨の被害が多発している。道路の側溝に、ふたがされているが、出来れば、側溝の掃除をしてもらいたい。落葉や、土、ゴミ
が、中にたまっているので、水が、うまく流れないのではないかと、危惧しています。

種差海岸も整備され、うれしく思っています。ただ、初めて行く人にとって駐車場がいまいち解かりにくいかも知れません。すぐ解かる
看板案内の検討をお願いします。

今年の大雪の際、除雪の不備で交通渋帯が起き、生活麻痺に陥りました。その辺の改善をお願いします。

公園は整備されているけれども、高齢者が多くなって草取りなどの維持、管理が大変になっている。

冬大雪が降った際に歩道がなくなってしまい、大変困りました。吹上地区の岩岡酒店あたりの横断歩道がとても危険です。あれでは
歩行者がひかれそうになります。どうにかなりませんか？

道路に自転車が走行できるスペースがほしい。夏、駅のホームに大量の虫やクモの巣が発生しているので対策をとってほしい。

海岸沿い駐車場を増やしてほしい。産直はあるのだが道の駅もほしい。こどもの国があったり市民病院や道路の開通とあちら側は
色々と変化があるが、新幹線八戸駅があるのにそっち側は何もなさすぎる。八食だけ？

運行ルートも 低、２車線にして動き回った方が良いのでは。八戸駅西口周辺も学園都市の割に外灯が少なく、歩道も整備されてい
ないので、大変危なく、さみしいと思う。

道路の補修を早めにお願いします。市内（まち）の駐車場を無料にしてもらった方がまちへは、行きやすいと思います。

冬の除雪についても、スピーディーな対応をして欲しい。

冬季の降雪や道路凍結による交通渋滞は経済を著しく損なうし市民生活にも不便を来たすと思うので、その対策にも力を注いでいた
だきたい。

居住環境→全くだめ、ナンセンス

除雪をもっとしっかりとやってほしい。以前是川団地に住んでいたが、車がないと、バスの運行本数も減り、買い物をする所や病院な
どもなく高齢者が大変そうだった。市内中心部だけでなく、郊外の方にも環境づくりに目を向けてほしい。

道路がでこぼこ、悪すぎる。特に漁港近辺。朝市に行っても足をネンザしそう。車もガタガタ振動がする。少しずつでも良いからなおし
て下さい。お年寄りが安心して歩ける様に歩道を設けて下さい。また、分かり易い道路標識を設置して欲しい。

道路のでこぼこを直してほしい。自由にスポーツできる場所（屋内）がほしい。中学生～高校生までの歳ぐらいが遊べる場所がほしい

八戸は、災害があまりなく、住みやすいと感じる（台風などもそれてくれる）など、しかし、公園など、緑があまり少ないと思う。山など自
然はあるが、中心街など、整備された緑化地など少ないと感じる。長根公園なども、散歩道など作り、もっと樹木もあれば、いいと感じ
る。

区画整理、道路の拡幅、電線の地中化を推進してほしい。

旧道について。新しく造る道路は、いいのですが、旧道は、狭く、右、左折するラインがなく混雑しているが直す気が、まったく感じられ
ない。

公園の遊具が無くなり子供が遊ぶ物が減りかわいそう。駐車スペースのある公園が多いと助かります。

道路であそんでいる子多々。子供たちが外で遊べる自由な環境が、うちの地区にはありません。公園がほしい！！公園がたくさんあ
る地域もあるのに。

以前、私は新幹線が八戸市に来る際、八戸駅周辺のまちづくり会議に参加したときがありました。そのなかで八戸駅下に道路を作
り、車が通れるようになれば、駅前と西地区が交流でき、今後駅周辺がさらに発展出来ると提案しました。残念ながら年配者の反対
にあい、全然取り入ってもらえませんでした。もし意見が取り入れてもらえれば駅西口が現在のように閑散としなかったと思います。今
でも心残りで残念でなりません。高齢者の方に新しい「八戸市のまちづくり」と提案しても、いまさらムリなような気がします。若い世代
２０代、３０代から４０代の方々を集め、意見を交換をし、築きあげていけば、将来きっといい案が浮かぶと思います。今回のアンケー
トを集計し良い結果がでることを期待しています。

八戸の雪対策にもっと力を入れてほしい。しばれる八戸をもう少し、快適にすごせる様に道路を改善してほしい。

雪が降った時の除雪をもう少しはやくしてほしい。早朝の出勤時大変なので。

道路の整備（消防車や救急車が入っていける様に）八戸市はどこの町内も一本入ると車がすれ違えない通りがたくさんある。私達が
子供の頃から言われているが、３０年・４０年経っても整備が進まない、地主さん達との交渉が進まない事は理解しますが、せめて救
急車輌が通れる様に整備して欲しい。それと合せて、冬の雪を片づける際、弘前や八幡平市等の様に、下水道に雪を流せるシステ
ムにして欲しいです。

八戸は坂道も多く、子どもたちの通学路にも危険が沢山あります。特に今年の１～３月の大雪では、大きい道路でさえ、除雪が進ま
ず、交通に乱れが生じました。除雪の様子をみていて青森市やむつ市のように除雪が進まず、イライラしておりました。夏の期間に、
除雪に対する研修や実習を市で開催し、大雪に対する、技術を高めてほしいと思います。時間がかかるような効率の悪い除雪のやり
方は、むだな経費を生むばかりではないでしょうか。

子どもが安心して遊べる公園が少ない。
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「⑦道路や公園、下水道などの居住環境が整備され、快適な生活を送ることができている」に関する意見
自由回答

市川町桔梗野に引っ越してはや１４年過ぎましたが冬になると、いつも思います。毎年の事ですが、昨年のどか雪にも除雪車がきま
せんでした。皆さんが、ぶつぶつ愚痴をこぼしながら雪を片付ていました。毎年の事、除雪車がきません。市役所では桔梗野地区に
は除雪車はいらないと思っているのでしょうか。町の中心部には少しの雪でも除雪車が雪を片付けしています。私達の町には、どか
雪でも来ません。ふしぎに思います。税金もはらっています。私達も八戸市民です。市役所は私達の町には除雪車はいらないと思っ
ているのでしか市役所の考えをきかせて下さい。９月～１０月の広報にて答えて下さいお願いします。

自然環境・生活環境も交通機関もすばらしいと思う。ライフラインの保守管理も良くできていると思う。この部分に関しては、現状を下
回わる事が無いようにお願いしたい。

除雪対策に力を入れて欲しい。

市街地の活性化のため、小中野駅から線路を中心街に敷設（または地下鉄）し、八食センターに駅を設置することにより利便性が生
まれるのではないだろうか。むつ湊駅と魚菜市場の間に二階通路を設置する。むつ湊から蕪島までの散策路を整備し、旧漁連の跡
地に地場産業物産館のような施設を作ることで浜通りが活性化するのではないでしょうか。八戸駅舎内が風の通り道のように寒く、
人々のにぎわいが感じられず八戸のイメージダウンになっているように思われます。道路補修工事のわりにでこぼこ道が多く、信号
の設置や作動が不十分のためか交通渋滞が発生しやすく、また風の道トンネル内の照明が暗すぎるのではないでしょうか。

小さな公園を増やして徒歩でかんたんに行ける事。日除けを設ける。木陰のある事。簡単な運動、スポーツが出来事。子供、大人、
老人の集まれる様な所。

住宅街の街灯が少ない。あっても暗い。地域、町内に１つでも新しいだけでも全然違うと思うので変えてほしい。残業後、バスで帰宅
すると暗くてこわい。大雪が降った際の除雪が遅い。今年のように大雪が降ると、住宅地では除雪した置き場所に困る。地域でその
場合の置き場所を決めてほしい。土地の所有者（空き地など、置いても困らない土地）に了解をとりつけるなどしてほしい。できていな
いところは、たいていご近所トラブルなどがありコミニケーションがとれないので。道路、路地の整備をしてほしい。デコボコで車が通り
づらい。雨がたまる。市営バスの「はち子」は必要ですか？税金ですよね？八戸駅での案内や、イベント時はいいと思います。毎日、
シーズンごとに新しい制服を着て、定期や回数券のことを手伝ってもらう事ってほぼ市民はないと思います。いつも利用してるから定
期を買っているのでわかっています。いつも制服が変わっていることに不信感がおきます。いつもいるのであれば、大雪で交通がマヒ
している時にこそ案内してほしいですが、中心街にはいらっしゃらないという憤りをいつも感じます。

住むのによい環境・土地が広く、自然が豊かで住環境が良い。教育が高等教育、特に大学まで地元にある。医療施設が多く整ってい
る。国内各地への交通の便が良い。さらに、私のように外から来た人を受け入れてくれる懐の広さを感じてうれしく思っています。大阪
と比べても、情報や物がそれほど不自由を感じることなく入手できています。フォーラム八戸は大きな魅力です。ニュータウンのツタヤ
も。自然が豊かなだけでなく、夏はしのぎやすく、冬は雪が少なく、すごしやすいのは魅力です。都市部の子育て世代を呼びこめる環
境だと思います。

都市部の子育て世代を呼びこめる環境だと思います。中心街はもっと魅力的な場所になれると思いますが、車では行きにくいのが難
点です。ぜひ長時間安心して（無料は無理でも安く）とめられる駐車場を整備してほしいです。車で中心街に行って、楽しめるようだと
いいのにと思います。道路標識が不親切です。たとえば、小中野から八戸大橋への案内標示がありません。名前のついていない道
が多いし、ゆりの木道路は途中で柳橋道路に変わるし、わかりにくいです。ただでさえ、かなりわかりにくいので、初めての人にもっと
配慮した標識を工夫してほしい！！

大雪が降った時に悪路になるような除雪はしないでほしい。交通渋滞はもちろん、車にも影響がでる。学校周辺の除雪もやってほし
い。何日も経った後だと塊になって片づけるのも大変だから。

中心街の信号を数ヶ所、三社大祭などのために可動式にすればいいと思う。

道路…自転車にやさしくない道路だ。車道の左端は、下水のふたとなっていて、でこぼこ段差があったり、後から来る車が恐い。（狭
い道路だから。）歩道は草や木の葉がたれて、頭にぶつかったり、走りにくい。・公園には、日陰となる木や、屋根付きベンチが少な
い。子供を連れて年寄が散歩に行きづらい。疲れた時、座れないから、利用しづらい。

私たちの町内は城下なのですが、公園がありません。孫を育てる時、とても大変な思いをしました。（孫６人）他の町内は、りっぱな公
園が２つもあったりします。どうしてこんなに違うんでしょうか。遠い公園は、孫は歩けません。三八城公園は、たどりつくのに、車の通
りが、すごいので、こわくて、行けません。同じ市民なのに、私たちにも公園がほしいです。歩道の修理の時、車、人の誘導する人が、
車ばかりを見て、人間をぜんぜん無視している指導員がいます。タバコをのんだり、何か冗談のような話をして、私の事など知らない
ふりです。どこの会社か、わからないので、そのままくやしいなあと思っています。八戸の歩道は、車イスで歩けません。とても、狭く、
斜めになっています。時には、歩道の所には、大きな電信柱があり、車道の方を歩かなければならなかったり、ひとりすれすれの歩道
なのに、住宅のまわりの木が歩道の方まで伸びて、歩道を歩けなく、狭い、車道を後をチラチラ見ながら歩行しています。車道ばかり
に力を入れています。人の命は、軽いのですか！！

下水道、上水道の整備の１００％実施。道路の側構の掃じ、ドブのにおいがして、臭い。

中心街の道路を広くしてほしい、三社大祭時には、特に狭く感じて、観光客も増加しない。青森市の道路のように６車線もあればいい
と思う。大規模な、道路整備はないのでしょうか。

道路を歩いていると、歩道の中がせまく、歩道の整備に早くとりくんでほしい。

除雪もう少しなんとかならなものかあまりにも、ひどいです。郡部よりへた。プロが除雪しているでしょう。税金市民の金を払っているの
にあまりにもひどい。よその市村を見て未た方が良いと思います。市民の一人として、はずかしいです。そうは思いませんか。たくさん
ありますがあまり言わない。

昔、発展した地域には人がおらず、新しく整備された場所には、子供も多く、人口が多いというふうに市内でも、ムラが大きい。人口減
少の地域も、同じくらい整備をすれば、新たに自然環境を壊さずとも、開発することができると思う。
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「⑦道路や公園、下水道などの居住環境が整備され、快適な生活を送ることができている」に関する意見
自由回答

下水道の整備をお願いします。３０年以上、待っています。

こだまに載ってたんですが、月１の歩行者天国を、月２ぐらいで、全ての駐車場を無料で、半年ぐらい実験して見たらどうでしょうか。
私も、八戸に来て７年目ですが、市内にはどうしても駐車場等の事で足が、向きません。

下水道かんの穴が小さいため、大雨になると、道路が川になり、側溝も壊れています。そして、側溝が途中で切れていま。快適ではあ
りません。

居住環境では街の中心部を始め、少し、脇道に入っただけで道路が狭い。今は車社会であることを考慮してほしい。

東運動公園の駐車場のトイレ。運動場内にあるトイレを早急に全て改善して欲しいです。

中途半端な除雪をやめてほしい。きちんと、２台の車が通れる（行き交えれる）ようにしてほしい。

除雪時の除雪がひどすぎる。（救急搬送に時間かかる。）

桜の名称が他の市町村に比べて少ないと思う。河川敷を活用し、もっと桜を増やし他から人を呼べるように憩いの場所を作ってもらい
たい。

柏崎二丁目のゆりの木通りの歩道を直してほしい。ここの地区は高齢者が多いので歩行するのに危険。道路の舗装もボコボコなの
で、定期的にきれいにしてほしい。

三社大祭中日の合同運行で六日町など裏通りでは、山車のしかけは見られず、しかも、三日町などの表通りに比して、はるかに暗く
道路もせまく、電線などが道路を横切っていたりしている。とにかく、裏通りは活気がなく暗くて、とてもお祭りを楽しむという雰囲気が
全くない。大きなへだたりがありすぎる。六日町などの裏通りの再開発計画は無いのでしょうか？道路の拡張を中心に。

冬の除雪に問題あり、車が壊れる。なんとかしろ。

ＬＥＤライトになっている信号があると思うのですが、冬期に雪がふった時など見ずらいです。（雪がついて信号が分からない時があっ
た）

道路の破損が目立つ（多すぎる。）穴ぼこ。

除雪をどうにかしてほしい。

私が居住する地区（西地区）には公営住宅がありません。増税や給与が下がったことで、アパート（賃貸）の支払いも厳しいです。西
地区は八戸駅も近く、小、中、高の学校もあります。西地区への公営住宅建設を希望します。

除雪作業の向上徹底をお願いしたいです。

妙に住んでいるが、大館中学校から十日市方面にかけて街灯がほとんどない。子供達が下校時に暗くてこわがっている。親としても
非常に不安である。早急に設置して頂きたい。

道路にゴミ箱が設置されずに散乱されていると衛生上も見た目もかなりきついと思います。可能であれば自転車専用レーンがあり、
商店街の店の前の道路の段差をなくして歩きやすいようにアーケードを設ける。バスや自転車で行けばポイントが増えるシステムを
設けては？

白山台公園の駐車場が団地の人の置き場になってるらしいです。利用者のためちゃんとしてほしいです。

汲み取り式のトイレの賃家が目立ちます。下水を早く整えて欲しいです。現在は浄化槽で対応しているのでしょうが、浄化槽があふれ
た時には生活排水へ排泄物が流れていくように作っているのではないでしょうか。町内清掃時に嫌な思いしながら汚物処理をすると
か、そろそろ浄化槽の清掃車が来る頃になると汚物（排泄物）のにおいが建物のまわりや部屋に充満してくるという話を聞きます。八
戸の常識だと耳にしました。本当ですか？早く下水道も作ってください。冬から春にかけての今年の大雪は、今回限りではないだろう
と聞きます。早朝からの除雪の徹底。大きな道路は勿論ですが、バス通り、スクールゾーン、駅前。当然、除雪されていなければなら
ないと思います。坂道の多い八戸で道路にロードヒーターもなく建物の陰で雪が凍り、除雪もされず。考えられません。道路で立往生
するクルマは個人の責任ではなく市の責任だと思います。片側２車線の広い道路は、建物が日陰をつくり、いつまでも道路の雪が残
り、凍ったままにならないよう建物の規制、既に建っているものはスイッチバックするなりして、大型車両が普通に走ることが出来るよ
うにして欲しいです。２車線が１車線しか機能しない道路なら、もうひとつ車線を増やすか除雪の徹底を。スクールゾーンの歩道の除
雪がない為、クルマでの子どもの送迎。それによって学校前の道路の大渋滞。さらにはタクシー・トラックまでもが身動きできなくなる
程の残雪・アイスバーン。１年のうちの何日間だけだろう！と思っているのかもしれませんが、この何日間を回避することが、対応する
ことが出来ない街が災害のことを真剣に考え取り組んでいるとは信じ難いです。あの大渋滞の中、救急車は通れるのでしょうか。

下水を早く整えてほしい。道路が狭くて無理なら、区画整理をするべき。緊急の車両、救急車や消防自動車がスムーズに入ることが
出来ない道路が多すぎます。大惨事が起きる前に区画整理をするべきだと思います。次々と家が建ちますがみなし道路（？）が狭
い。冬の雪の除雪作業のへたさは、驚きです。緊急の車両が絶対スムーズに動くことの出来ない状況になるのは、市の責任です。こ
こは北国です。青森県です。

道路、歩道などの補修の優先順位が明確に行なわれていない。

大雪の時、夜の時から大雪になることが分かっているのに、なぜ除雪は、朝からしか行っていないのか。大雪になるのが分かってい
るなら、夜から除雪しなければ間に合わないことは分かるはずだ。除雪がおくれたせいで１週間以上、交通に支障が出ている。→特
に病院の周辺は優先して行っほしい。救急車が走行できなくなっていた。

雨が降るとすぐに車道に雨水がたまるので、車道と歩道の間に下水口を作った方がいいと思う。３０年前の札幌も、今の八戸のよう
だったが、八戸は下水道の整備がものすごく遅れている。

小さい子供を遊ばせる場所が特に少ない。雨の日でも気軽に遊べる所がほしい。公園の遊具も三沢市よりもずっとすくない。
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「⑦道路や公園、下水道などの居住環境が整備され、快適な生活を送ることができている」に関する意見
自由回答

危険な歩道を整備して下さい。障害者でも安心して歩くことができように、お願いします。交通量の多い場所を見て下さい。歩行者や
自転車の方が、一時停止をして欲しい。車の運転者は気をつけていても、ヒヤリとする場所が多い。職場で運搬トラックの土ぼこりで
困っています。窓もしめきったままです。車はまっ白になります。社員の健康面も心配です。三社大祭やえんぶり等を見たいけど、駐
車場の心配で、出かけるのをやめます。公共施設の駐車場が広いと快適に楽しめます。

住んでみたい街、住んで良かった街。そんなキャッチフレーズが思い出される。私の居住地小田上は下水道敷設の時期さえ未定だ。
同じ税金を払い片や浸透枡の水が溢れ、もう堀る場所も無い。そんな家が数多い。はっちやスケート場の必要性も理解できる。しか
し、生活環境といわゆる箱物は比較にならない程、前者の方が優先順位は高い。文化のバロメータの一つである下水道を完備した
後に中核都市を目ざすべきだと考える。

側溝が独立しているので、少量の雨でも道路は水浸し。

冬に積雪を歩道に積み上げないようにしてもらいたいです。ほとんど歩行者が通れない所もあるので考慮して頂きたいです。車道に
降りて歩かなければならなくなるのでとても危険です。（工業地帯、江陽含む近辺等、たびたび通るので、歩道の除雪も宜しくお願いし
ます。）

幹線道路の整備をお願い致します。

南郷区においては冬の除雪作業が軽米町、南部町等に比べ除雪がへたである。アスファルトより多く残して行くので後でわだちに
なってだめです。（よその除雪の後見ておいたらいいです）

街灯の見直し。青い色の街灯は犯罪防止になると言いますが、実際は、どうでしょうか。余計に暗いイメージになり、ただただ近よりが
たい地域になっているところがあります。

何やっても中途半端な町だ。町の作りもヘタ。町づくりも道路も、中途半端。「はっち」？何のために出来たのか分からない。失敗で
しょ。駅の駐車場も狭い。休みのたびに人々の行くところは、同じ、「イオン」、笑える。行くとこないから皆、同じ場所に固まる。

一番 初に感じられたことは、「道路環境」についてでした。中心部の道路は非常にきれいでしたが、少し離れると非常に劣悪にに思
いました。転勤や出張で多くの県を回わりますが、八戸市はその中で一番悪いように思われます。轍はしょうがないとしても、クレー
ターのように穴があいているのは流石に見栄えも悪く、マイナス点であることは間違いないと言えるでしょう。次に港沿いの歩道の雑
草です。まるでジャングルの様になっており、これまた見栄えが非常に悪い。また、県との問題となってしまうが、県庁所在地と第二都
市が高速道路や自動車道で繋っていないのは全国的に見ても変ではないかと思いました。当然、他の自治体も全て完璧というもの
はありませんが、少なくとも、道路環境をきれいにすることで町全体がきれいに見えるのではないかと思います。予算の少ない中、さ
まざまなやりくりは大変だと思いますが頑張ってください。

今年２月の大雪の際、朝までに雪がまったく除雪されていなかった。同日午前３時頃同じ道路除雪車５～６台が除雪作業を行ってい
る状況はおかしいと思う。もっと作業手順を明確に指示しないことには改善されないと思われる。

公園が低年齢向けの遊具が増え、感謝しています。城下地区に公園が少ないのはちょっとだけ寂しいです。

２０１４年の大雪の際、除雪の対応が遅すぎました。近隣の市町村に比べ、除雪の技術が低いことも明らかになっています。自然にさ
からうことはできませんが、事前の業者確保や、作業員の技術向上は、しておくべきだと思います。

道端に放置されている犬のフンが多いです。罰則を設けても良いのではないでしょうか。

交通環境において、全体的に交通の流れが悪く、目的地までに時間がかかると思う。信号等で流れのコントロールができるはずなの
で、環状通路等は、スムーズに車が流れるようにした方がいいと思う。タクシーに乗っても、時間も、料金もかかるので、それも業界に
とってはマイナスになるのでは？と思うし、環状道路において、中央分離帯があって、曲がりたい所で曲がれないのも１つの要因では
ないかと思う。あんなに分離帯は必要なのでしょうか？

道路がデコボコで状態が悪るすぎる。道路工事がいい加減でツギハギだらけ他の市県でこんなに悪い道路は無い。

高齢者に優しい生活道路の確保。雪が降った時、除雪車も入ってこなくて、全く、家から出られない状態だった。今後の除雪対策が必
要。

充実した公園を望みます。

八戸では気温が正確ではないので大変迷惑しています。舘鼻で計った場合は、街の方の人間は時には、７～８度違い、とまどいま
す。子供達の学校への水とう持参もテレビでも気温は全然違うので持っていかないで高温の時には、大変心配になります。熱中症に
なってからでは、遅すぎますので、正しい温度が知りたいです。街中の歩道の段差もすごいと思います。長横町の道路をきれいにす
る前に、まず三日町、十三日町の歩道をきれいにしてほしかったです。

鮫駅から上に上がる道路は、毎日、トラックなどの大型車がひっきりなしに通り、震度１～２位の家のゆれが毎日続いている。なんと
かならないものか。家のまわりの道路の舗装がボロボロで歩きづらくても何年も放置されている。大きい道路ばかりではなく、細かい
道も調べて直してほしい。

湊朝市の際の交通整理とか、指導よろしく。朝、仕事に行く人、帰る人がめいわくするような朝市ならやらない方が、交差点だろが２重
駐車だろうが関係ナシの現状をみるとそう思います。あんなに広い場所なのに“歩きたくない”だけで。冬期間の除雪もしくは消雪剤の
散布。除雪は重機の数と優先順位があると思いますが、塩カルの散布は早目に。根城大橋から仮に１０４号線へのアクセス（パチン
コ屋付近）ＩＣへの入口、鮫の駅から消防署への急なのぼり坂、四本松の交差点付近、北ＢＰのぼり坂ｅｔｃ

車道は充実しているが歩道がせまく、デコボコしている所が多いように思います。

道路が整備された。中途半端に。馬渕公園沿いの道路が幹線道路の抜け道化し、とても生活道路とは思えない。時には２０ＫＬ積み
のローリー車も通る。騒音と振動が絶えない。幹線道路のバイパス化に対策を考えて欲しい。
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「⑦道路や公園、下水道などの居住環境が整備され、快適な生活を送ることができている」に関する意見
自由回答

時差式信号をなくして、矢印信号にしてほしい。例えば、石手洗団地のローソンの交差点や、田向のダイソーの交差点等、矢印信号
をつけてほしい。中居林から糠塚までの道路が開通したため、信号（交差点）が増え、是川からの道路と斎場から下ってきた道路の
渋滞が前よりひどくなったので、対応をしてほしい。

中心街は冬になると、凍結して滑りやすく歩行が困難になるので、高齢者にも優しい街づくりをして頂きたいと考えます。中心街は箱
モノだけ揃えるのではなく、交通の利便性、車を持たない人達も行きやすく、集いやすく、みんなが憩える様なスペース、無料駐車場
も必要ではないかと考えます。三社大祭は好きなので、道路拡張（中心街近辺）電線の地中下設置等への素速い対応、場所取りへ
の規制、考えて欲しいものです。冬場の除雪はあんまりないので、慣れてないかも知れませんが、もっとキレイにやって頂きたいで
す。ボコボコして、歩道の方に雪が集められ、交差点、横断歩道の通過場所が雪で封鎖され雪を越えたり、回り道したりと、除雪の仕
方がひどいと思います。他県などへの研修とかはされないんでしょうか。お金をもらってやっている以上、仕事に責任を持ってやって
欲しいと思います。一部、上手にやっている業社さんもいる様ですが。役員、議員さんも運転、歩行したりしておかしいとは感じないの
でしょうか？

白銀の下通りに住んでいますが、三嶋神社の所の踏み切りが普段から混みすぎです。避難の時あっち、こっちから車が集まり時間が
かかりすぎます。下道りから、山手に出る大きな道路が一つあればいいのにと思います。

大雪が降った時に、雪を捨てる場所がないので、車を出す時に困る。近くに空家があるので、その家を壊してもらって、空地にして雪
を捨てれる様に調整してもらうと楽になるんですが？

雪がつもると、道路は除雪されるが、歩道に雪がたまり、車を持っていない方などは不便と感じる。

中心街の道路が狭かったり、一方通行なのは、仕方がないとして、何か策がないでしょうか。たとえば三日町の通りを、一切、車両通
行禁止にして、その、両ウラ通りで、はさんで車が通るとか、…。みんな、駐車場の広い郊外店輔に行ってしまっているのですから、問
題は道路なんです。バラバラ個々にある中心街の駐車場を、何とかとりまとめ、一ヶ所の広～い駐車スペースを作り、みんな、そこか
らは、足で買い物。高齢の方々などは、荷物をまとめて、バス停近くに、預るサービスをするなど。「現実的ではない」とあきらめる前に
少しでも考えていただけませんか。

夜間照明がもっとふえると良いと思う。

高館地区（町内）に移り住んで２０年が過ぎました。生活するのに、不便を感じています。家の前の道路→八戸市大字河原木字沢尻８
（５０ｍ位離れた所）が少しの長雨ですぐ冠水する事です。（車が通行できなくなる）定期的に、町内会で、側溝のドロ等、あげています
が、道路、配水等工事をしなければ、改善できない状態です。長い間、解っていても、そこだけは、ほったらかし。手をつけない（市側）
状態です。どこに、この問題について、持って行くと、早く解決できるのでしょうか。近所の老人は、ここは、昔からなんだと、あきらめ
ムード。今年に入っても、近所に住宅も増え、子供が増えると思われます。小、中学校の通学路です。４５号線に出る為の道路でもあ
ります。どうか、この機会に、解決の方向に導いて下さい。

除雪の対応が遅く、生活道路まで行きとどいていないので、今後改善を検討していただきたいです。（正直、除雪の仕方が雑すぎて困
りました…）よろしくお願い致します。

８月に入ってからもありましたが、少し強い雨で、道路に水があふれます。不安です。道路に面している建物なので、いつも水が入り
そうではらはらしています。城下３丁目公民館通り

冬期、道路の除雪がへたである。毎年続く事なので、根元的に改善してほしい。〈例えば、津軽地方等へ作業者を派遺するなどして、
除雪技術を学ばせるべき〉。

自転車を利用したいが、道路が悪すぎる。

マイカー、車輌の数が年々多くなっていくが道路の幅は同じで変わらず。昔からある道路は一方通行もそのままで、歩道も自転車道
も充実していない。ゴミ収集日のゴミにカラスが群がっていてこわい。

過去住んでいた、秋田市、山形市、釧路市、苫小牧市、札幌市のどの都市より、除雪が下手、予算等の問題もあると思いますが、
笑ってしまうくらいレベルが低いです。何とかして欲しい。

雪かきが必配！！高齢者が多くて、無理させられない。八戸も、雪に対して勉強して下さい。

旧柏崎小学校跡地は三社大祭の山車小屋団地として整備してほしい。八日町、三日町、十三日町の地中電線化は例外なく実施して
ほしい。交差点において一部空中電線等があります。全て空中電線は撤去になるようお願いします。なお、三社大祭用にメインスト
リートの信号機を可動式とし、山車運行の時は支障のない工夫が必要と考える。

中心街の交通インフラの整備について、城下町の町並みをそのまま受け継ぐ交通インフラのため、一方通行が多い非効率な交通体
系、歩車道の区分もなく狭い道巾での交互通行や、すれ違いがむづかしく傾斜のきつい歩道など１００年位での長期計画での整備が
必要と思います。

道路もせまい。電線に引っかかってるサマも見苦しい。

八戸市中央駐車場の軽自動車用の駐車スペースの車止めの位置が前過ぎて、現在の規格の軽自動車では歩道にはみ出していま
す。また、柱および壁に隣接する駐車スペースは柱および壁が邪魔になって普通車からの乗り降りが不便となっています。軽自動車
の駐車スペースを柱および壁に隣接する位置に移動し、あわせて車止めの位置も現在の規格に合わせたものにしていただきたいと
思います。

住環境については道路、公園、下水道いずれも更に改善が必要、加えてもっとスピーディーに進めてほしい。

道路の状態がいつも悪い。凹凸．段差．とにかく不快。この地域に合った路面の研究を早急にすべき、合わせて、トラック用の道路を
決めるべき。歩道も同様に凹凸がひどい。

一般道にダンプ・トラックが多く、環境が悪い。

大雪や大雨の時の交通事情の改善

雪が降った時の除雪が遅いので、できる限り早めに対応して欲しいです。
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「⑦道路や公園、下水道などの居住環境が整備され、快適な生活を送ることができている」に関する意見
自由回答

道路を作る事も大切ですが、歩道の整備をお願いしたいです。特に中心街の歩道は冬場、大変すべりやすく危険です。

街灯の電気代は現在町内会に加入している世帯が支払いしていると聞いた。町内に住む全員（町内会未加入者も含む）が支払いに
参加する方法がよいのではないか。

私が、草花が、好きであるという事もありますが各地域にあります。公園を、それぞれの花の公園にする事が出来ないのでしょうか？
茨城県にあります。海の海ひん公園、春は、芝桜だけが、一面に咲きまして、そのあとのネフィレラという水色の花が、咲く頃は、ＴＶ
朝日の天気予報とかにもよく出てます。秋には、日本名：ほうき草が咲き、富良野に負けないくらい、よく手入れが、いきとどいて、す
ばらしい景色です。「良い」という土地には、それの担当の課の方が、視察に行き、まねるから始めれば、弘前に桜課があり、十和田
市は、官庁街の桜をボランティアの人が、手入れをするように。

近、ゴミの集積所にカラスが集まり、ゴミを食い散らしている。簡易型のゴミボックスを歩道上に置かせて頂いている状況である。ス
ペースの確保に各町内会で苦慮していると思うので、対策が必要と考える。

未だに下水道も整備されてなくて、県からは浸透工事への指導が入るのに下水は市と言われるなどさすがの縦割り行政と感じる場
面あり。

空家、空地の活用をすすめる。違法な土留めの土地に建築許可を出して、乱開発を許した過去の精算をすすめるべきだ。仙台市の
震災被害の事例の様な造成の無理がひきおこす資産価値の減少、景観の劣化、災害の危険など、八戸もわが事として今後の施策
に生かすべきである。我が家は、過去に隣地に違法な危険な土留の土地造成をされ、更にその場所に住宅が建ち、結果として危険
と資産価値低下を被っている。←土留も建築も県と市がゴーサインを出したものですよ。

青森県内でもお祭りで、観光客をいっぱい呼んでいると思いますが、もっときてほしいと思うので、もっと道路の設備、街中の電線の
処理などをもっと早くやった方がいいと思います。来年、ＪＣの大会もあるのに、街中をもっとよくすればいいのにと思います。八戸に
来やすいけど県外にも出やすいので、人口を増やすために取りくむこととか何か、八戸が注目されることがあればいいです！

雪の除雪、問題あり。

歩道、が狭過ぎる。歩行者、自転車に優しくない車事情。片側二車線道路に於いて、左側、通行車線。右側追越車線の徹定、右折
ウィンカー、早く、夕方ライト点灯早め。以上、八戸は、全国的に異常である。

公園がとても少ない

車いすを使用できる歩道やその他、路地を整備していただきたい。とても、車いすを使用できる状況にはない！

除雪作業が遅い！今冬はちのへ９９クリニック前の道路は、死にもの狂いで運転した。現在の除雪対応では八戸市が住みやすいと
はいえない。スーパーへも病院へも事故を覚悟で出かけた。

なぜ、降雨時の水が流れる下水が車道ではなく歩道にあるのか？その下水に流れこむ、取水口が、ゴミでふさがれて車道が川に
なっています。天気のよい日に見回りするのでなく、雨の日にどの道が雨水が流れてないか見て回って下さい。整備して下さい。ぜひ
掃除して下さい。主要道路の除雪は何ｃｍで除雪車が入るのですか？歩道ぎりぎりまで除雪して下さい。バス停の除雪。上記しました
ように、雪融け水が取水口に入れず、道路が川になり、凍り、溶けるをくりかえしています。横断歩道が大きな水たまりです。観光、産
業の振興もいいですが、まずは市民生活が安心してできる様に、取り組んで整備して頂きたいです。

海岸に住んでいて思うのは、ワカメやコンブの成長に異変があることです。先のほうが正常でないのが気になっています。排水にもっ
と気をつけなければと思います

環境、居住環境にしてもニュータウン、田向、尻内とか区画整理できてる所は、色々と住みやすくなってるとは思いますが､鮫、吹上、
区画されていない場所は除雪も入らず、同じ税金を払うのがバカらしくなるぐらいの違いがあると思われます。下水道工事にしても、
通したから使って下さいと言われますが場所によって、普通よりもお金がかかっても「市」は、一切関係ない感じです。公平は無理にし
ても、地域別での何か考えられないのでしょうか。

毎年のように積雪が多いにもかかわらず交通整備ができていない。

近、道路、水道、下水道と環境が整い、私の住んでいるところは心配なく暮らしています。ごみの減量化は一人ひとり、気をつけて
むだをなくしようと心がければ良いと思います。
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「⑧路線バスの運行ダイヤ、運賃、運行情報など、利用しやすい公共交通が整備されている」に関する意見
自由回答

路線バスに対する苦情をよく耳にするが、実際に乗車している客のマナーも決して良いとは言えない。

中心街以外に出かける時は、乗りかえしなければならないので不便です！

「ノンステップ車両」が台数少なすぎる。全国的に見ても、青森県は導入数全国 下位である以上、普及を進めて、中古を含めて台数
を一気に増してほしいです。八戸市を含む三八地方では積雪が少なく、導入には優利かと思います。また、バス路線空白域をうめる
ため、小型車両を使用（「ポンチョ」などの小型ノンステ車両）したコミュニティバスの整備してほしいと思っています。

バスを利用したいな、と思った時に、すでに路線が廃止されている区間だったので、がっかりした。普段は車に乗っているが、寝不足
の時などにバスを利用したいと思う。しかし乗り換えてバスを利用すると料金が高くなる。バスの路線を増やすとともに、バス利用のメ
リットを情報発信できれば良いと思う。バスで睡眠時間や勉強時間の確保などができると思う。

市営バスの時刻表や運行情報を携帯で見られて大変助かっています。民間会社ではあるが、バス料金一律のように南部バスも同時
に見られるとバス利用者としては更に便利になります。

本当に町内の年寄りや自分も本当によろこんでいます。

バスに関しては英語案内があれば尚よい。

乗車率の高い路線は、もっと増やしてほしい。→１時間１本は少なすぎる。

冬にバスの時刻が大幅にくるってしまうのは、なんとかならないのでしょうか？バスを１時間待ったりしてます。今、スマホ等、普及して
いるのでスマホで市のバスのＨＰを見ても「通常通り運行してます」になってます。バス停のイスも不要のイスが置いてありみぐるしい
です。全バス停統一したイスを置いてほしいです。

各所に監視カメラを導入してはどうか。バスはほとんど満員になることがないので小型化しては。

高齢者（８０才以上）による交通事故をなくす為、市営バス等サービス体系を考えなおす必要性を感じる。

路線バスをもっと利用しやすくしてもらいたい。回送バスが多すぎ、時間帯によっては４～５台も回送されている。燃料が高くなっいる
のでもっと考えるべき（経費の無駄）高齢者の無料バスは無くすべき（おもに高齢者の利用が多い）一率１回の乗車で１００円とか、１
５０円で利用料金を払ってもらうといいのではないか。

路線バスですが、町のどこかに、中央センターをつくり、そこに行けば、のりかえて、どこにでも行けるようにしてほしいです。そして、
休けい所とお店があれば又いいですね。

路線バスについて、バス停とバス停の間かくが広すぎる。東京都のように、間かくをせまくしてほしい。時間通りに来なさすぎる。

バスの行先だけでは、経由が分からない路線がある。ＪＲとの始発、終電に対応してほしい。

轟木方面にも、市営バスが来てほしい。通勤・通学の時間帯は、南部バスと、乗り次ぎできるようにしてもらいたい。

市川地区、轟木にも、市営バス運行してもらいたい。後は、南部バスが、数走しらないので、市営バスが運行してほしい、出きれば、
石呑あたりまで、回ってほしい。五戸方面への通学に不便。南部バスとの乗りつぎが出きない。

外から人を招き入れる為には、朝市や、著名人の記念館だけでなく歩いて楽しめる街が必要である。その為、道路整備、公共交通の
利便整は必用不可欠だ。中心地から少し行くと歩道はせまく、崩れかかり、土ぼこりで汚れた所ばかり。

路線バスの回送バスが多すぎる。白山台と二ツ家まわりの市中行がすくないのでふやしてほしい！

７０歳から利用できる、バス特別利用券を、地域の人々がより、使いやすいシステムを作って欲しい。バス停に、ベンチを置いて欲し
い。（出きるだけ）７０歳からより、６０歳すぎぐらいからにしたほうが、バスに乗りなれていない方々は、元気なうちに覚えやすいので
は。７０歳からだと、体に支障のある方が多く、使いこなせない！！

バスについては、地名がよくわからないので、案内センターを増やしていただけると観光者にも優しいのではないでしょうか。

観光客が、八戸駅から、市内にバスで来る場合、バス停、どのバスに乗れば良いか、わかりづらいと良く聞く。八戸駅、横内等に、民
間のパン屋、ケーキ屋、がほしい。（ワゴン販売など）。（飲食なしのテイクアウトのみ）。

ラピアの高速バス乗り場をラピアの中ではなく個別に作ってやった方がいいと思う。待ち合い室がせまく不便である。

乗車率の少ない時間帯は、マイクロバスを運行し、小路等の経路があったら便利だと思います。

路線バス利用者が少ないと収入も少なくなるが、小さいマイクロバス程度の車を走らせ、運行ダイヤを増やすのはどうか。そうするこ
とで車の利用者が減るのではないか。

私は鮫地区に居住している者ですが、病院に通院の路線バス（特に市民病院行き帰の運行ダイヤ）便を増してもらいたい、特に午前
（現在は２便だけである）そのためにタクシーを利用する回数が多くなりかなりの負担になる。

バスの路線図がわかりにくい。

私は市営バスを週３回利用しています。バスの中でハッチ娘さんに会うことがあります、バスの乗客の中で二人席を１人占めして荷物
を座席に置いている人をよく見かけます。注意するとイヤな顔するのでバスにハッチ娘さんが乗った時そういう人をみたら、注意して
いただけたら混んだ車中もよくなると思います。今年の豪雪で道路の除雪が悪くバスが横ゆれしたりわだちがあちこちにありました、
除雪した雪でバスが来てもバスの乗降口がふさがり、ちょうどえんぶりの時でバスに乗って来た人が降りて、バス停の雪山から私達
をひっぱり上げてバスに乗せてくれました。今後このような事がないようにしてほしい。
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バスが沼館２丁目の方も通るようにして欲しいです。

毎年祭の時期になると、運行について色々変わる様です。あれはダメこれもダメなんか、祭関係者の方々が一生懸命作っているの
に、かわいそうに思う時があります。毎年コロコロ変わるのもどうかと

新年度毎にバスの運行ダイヤ表が配達されて欲しい

地下鉄も無いし、電車もあまり通っていないのに、バスは本数も少なくとても利用しづらい。乗りかえをして、何時間もかかるようでは、
とてもじゃないが、利用できない。

路線バスのＩＣカード化。運行情報を中心街のすべてのバス停につけてほしい。（コンビニに運行情報はあるがお年寄りには不便であ
ると思う）

晴れている日でもバスが２０分以上遅れることがあるから改善してほしい。

大型バス等（時間によると思うが）観客が少いようだ。

八戸駅が、尻内に有る為、不利に思います。他地にも住んだ事が、有りますが、中心駅が、中心街から遠く、公共交通機関が、新幹
線の 終に無いという事は、めずらしい事では。

バスの乗り方が複雑で分からない。どこのバス停から乗れば良いか、どこで降りるのかが良くわからない。バスの路線図が有れば分
かりやすくなると思います。（このバスはどの場所を通るのか？）

個人的には車ではなくバスを利用したいが、本数も少ないし会社の近くにバス停がないので利用していない。

歩行困難な方が多い所に交通機関が少ないと思う。

バス路線は以前よりはだいぶわかりやすくなってきている。

下長・石堂の中心と八戸駅を直接つなぐバスがぜひほしい（下長・石堂地区は市内でも人口集積高く、需要大と思う）

私どもの豊崎地区はバスの便悪く市営バスの運行を願いたい

バスを利用する者としては安いのがよい

青い森鉄道で青森まで行く事が多いが、１時間に１本か学生の乗る時間帯は３０分に１本はあった方が良い。

路線バスや公共公通機関を充実させ、マイカーを減らすことによって環境、省エネ、家庭のコスト削減につながる。加えて高齢化社会
への対応も

下長に住んでいますが、八戸駅方面の直通バスが、ないので、通学が、不便です。駅は、あるが（長苗代）歩くと、３０分位かかりま
す。

騒音等の環境対策の１つとして、ＪＲ八戸線を電化すべきだと思う

路線バスについて、例えば毎週金曜日だけ深夜バスを運行することで、夜の中心街の飲食店に人が集まりやすくなり、バス利用客の
増加および中心街の活性化につながると思う

ユニバース小中野店、前から、バス利用してます。今は、鮫方面しか無く、三日町方面に行けます様に

生活上車で移動する必要性が大きく、高齢になったとき、八戸市で生活するのに不安を感じています。（車の運転に自信がないので）
通院・買物等は徒歩か、バスで行けることが前提になると思います。それに備え、生活の便のいい場所に引越すことになると考えて
います。

市営バスを、えんぶり、三社大祭など街が混む時に使いたいと思いますが、わかりにくくて、使えないという現状があります。

路線バスの運営を利用者がもっと利用しやすくいつでも座われると助かります。

鮫、白銀から市民病院に行くバスが朝２本しかない。白銀、鮫にもどってくる帰りのバスがない。

高齢化がすすんでいる為、バスの出入口を、もっと低くしてほしい。

バス代の上限が３００円になり大変利用しやすい。

街の中心部にバスセンターをつくるといい。

バスの便数が異常に少ない！！（一日市）

はつらつ共通バス券。大変助かっている、外出しやすい、南部バスにも使用できるようになり、便利になった。ただ１つ注文をつけさせ
てもらうと。 近「整理券」を取らなければならなくなったのはどういう理由からでしょうか。高齢者にとっては、これが意外と負担なので
す。あの小さな券を降車する迄手に持っていること。運賃箱に入れること。特に荷物で手がふさがっている時や、これから手袋使用す
る季節など、もしこれといった必要性がないならば、元に戻していただきたい

バス、電車の本数が少なすぎる。

市営バスは赤字なのでしょう。しかし、会社が運営している場合は赤字になるとすぐ倒産ですね。補助金や、税金をあてにせず、もっ
と、必要としている人数や場所を徹底的に調査しダイヤ見直し、又、観光を意識するのであればバスの外観を工夫する等、様々な工
夫が必要ではないですか。

バスを小型してもっときめ細かな運行をして欲しいと思います。市中心街は、交通の便が良いが郡分は、１時間に１本しかないので不
便で利用しずらいので対策を考えて欲しい。
ダイヤ運賃などは整備されていることは知っているか利用しやすいとは言えない（本数が少ないなど）。

私、自身３０代で、まだ若いが、今の高齢者などを見ていると車を手放し、バスなどで移動しているのを見掛けるが、自分自身が高齢
になって果たして今の高齢者の様に生きていけるのかという不安が常にある。人口が減ればバスの廃止などでてくるだろうし当然、年
金も少ないだろうから、今のうちに稼げる場所に行き、将来的にもそういった交通の便が良い所に行った方がいいのでは！と思って
いる。

バスが少しずつ減便されている。高齢化社会の基盤整備上からも、これ以上は厳しい。

インドアリンクはバスの便が悪く今の時代あい乗りもキケン。
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市内をゆっくりと見て歩きたいと思っても、まず、駐車場が有料なので、そこで、考えてしまい結局、足が遠のいてしまいます。それと、
一方通行が、わかりにくくて大変悩みます。ならば、公共交通機関のご利用をと、すすめられても、バスの便が悪くて不便なので、結
局、他へ車で、出かけます。足腰に自信がなくなったら、増々考えてしまいます。

共通バス券が発行され助かっています。バス運行情報、公共交通の整備はわかりません。

以前にくらべるとよくなっていると思いますが。

交通…バスはこれ以上少なく成ると八戸の病院に行く事が困難になるのでこれ以上、本数がなくなると大変になりますので宜しくお願
い致します。

７０才を過ぎているので、はつらつ共通バス券は、とてもありがたく便利に、利用させていだいて、おります。バスダイヤも、一時間に２
本はあり、まあまあ慣れると便利です。八戸に住んで３５年になりますが、とても良い所だと思っております。旅行（新幹線）にも便利だ
し、夏は涼しいしですから。

路線バスについて。私の家は、バス停の、そばなので、気になっている事が、有ります。 近は、客が、少なく、いつも、ガラガラ、はな
はなしい時は、２人ぐらいしか乗って、いません。もっと、小さい、バスでも、良いのではと、思っています。

地域的には、高齢化と、過疎化が進んでいて、下水道や、市バスが、充分行き渡っているとは言い難い。

交通に関しては、車が増えすぎて、公共の乗り物を利用する人が少なくなっているということもあるのか、少々不便さを感じる。朝の通
勤（冬の）のバスはもう少し増やしてほしいと思います。

八戸市の中で、市川町和野、轟木は、忘れられているようだ。運転のできない私は、土、日、の街へ行く時、赤畑まで出ないといけな
い。

盛岡のように中心街～駅など１００円バスを走らせてみては。

市営バスを含む、各路線バスは、排ガス規制が緩いのか？大型都市に比べ黒煙を撒き散らしていると感じる。環境にやさしい取り組
みを早期に導入してほしい。

定期路線バスをマイクロバスにしてバスの通っていない新興住宅街にも運行お願いします。

夢の大橋を通る路線バスを作ってほしい。通学にとても不便を感じています。
私が思うことは６０才で定年になった人に対してバス券。７０才でなくても少し高くてもバス券をほしい人が出てくれば、もっとバスを利
用する人が増えると思います。そうすると街に行く人も多くなると思います。それに介護でついて行く人にバスのサービスが必要だと
思います。ついて行く人がものすごくバス賃がかかります。どうかよろしくお願いいたします。
市営バスの上限３００円はよい取り組みだと思う。財源的に厳しいかと思いますが、続けるべきだと感じる。

天気に左右されたり、交通手段が不便（お金がかかりすぎる）海もきれいだが、行くのが大変。八戸を一周したらいくらかかるか分かり
ますか？八戸一周のプランを作り、交通費１０００円でまわってもらうかわりに、観光客の人にアンケートに答えてもらうことや、目的、
改善点をきくことなどをして、どこの市でもやっていないことをやってみたらどうか。

１００円バスの路線を増してほしい。

新幹線利用時に八戸到着時間が遅い時の交通機関が満足いくものではない

市営バス、バスの中に温度計を設置してほしい。運転手さんの判断だと思いますが、冬は暖房がききすぎて足元がやけどしそうにな
るほど暖く夏は暖くても冷房をつけていないため乗客に対する運転手さんの口調がきつすぎる場面に何度か出くわした事がありま
す。同じ内容の事でも運転手さんによって違いすぎる。

鮫地区高台（鮫中～武輪水産第二工場）回りのバスの運行を１日２往復位考えてほしい。バス停、病院、スーパーも下に集中してい
るので高台に住んで居る人は大変です。

現在、車があるので不便は感じていないが、運転できなくなった時のバス利用は、だいじだと思います。

バスの運行情報をえられるのもいいです。バスの低ステップがもっと増えたらいいと思います。

市営バスを、解体して、民営バスとしてほしい。

交通→まあまあ

以前是川団地に住んでいたが、車がないと、バスの運行本数も減り、買い物をする所や病院などもなく高齢者が大変そうだった。市
内中心部だけでなく、郊外の方にも環境づくりに目を向けてほしい。

通学の時間帯なのに市営バスの本数が少なすぎる。バスを小型化してでも本数が多い方が良いと思う。運賃は現状の上限３００円と
いうのは良いと思う。

利用者の少ないバス路線に中型のバスを導入するなど…。

バス路線でも道中が狭く、通行するのに危険な場所が多く、他の都市よりかなり遅れている様に感じる。

車社会ですが、車がない人は、働く場所を探す時、バスの便を条件に考えなければ、ならないのは、ざんねんだと思います。小さめの
バスでも良いので、よりキメ細やかな、路線バスが必要だと思います。（時間も）

バス代以前より利用しやすくなりました。（もっと本数があればいいのですが…）道路事情がもう少しよくなる方法があるといいのです
がせめて、街中、電柱地中化を。

ニュータウン→八戸駅、ニュータウン←→市内、バスの本数を増やしてほしいです。（駅、電車の時間に合わせて）

ひばりの里えのバス便がもうすこし便があっても良いと思う（三日町経由）

市営バス等公共交通は整備されているとは思うが、一家に何台も車がある現状から、バスの利用者は、少ないと思われる。

バスの運賃は高いと思う。幼児の運賃半分もよく分からない。無料（幼児）にして欲しい

車がないので今は遠くてどこにも行けない。

バスに関しては、高齢者、障害者らの足なので、不便が生じないようにしてほしい。

年よりが、もっと街（外出）にでやすいようにバスステップの整備。ダイヤ、バス停調整すべき。

深夜時間帯（２３：００以降）のバス運行してほしい。

- 127 -



「⑧路線バスの運行ダイヤ、運賃、運行情報など、利用しやすい公共交通が整備されている」に関する意見
自由回答

私は、バスを利用していますが、時が刻が教えてくれる、電気板があり、とても助かっています。運転手さんが降る所を大きな声で案
内してくれます。とても案心し、心がなごみます。ごくろ様と声をかけます。

路線バスの料金は関東地区より高いと思います。バスも高齢者にやさしいローステップやステップ無し等の導入も検討されてみれば

バスを中型や小型にして、輸送範囲を密にしたり、時間（夜間）の拡充をしたりして欲しい。高齢者が運転しなくても生活できるように。

路線バスを小型化して、もう少し本数を多くしてほしい。

自家用車の代替となる公共交通機関である路線バスの整備が必要。特に通勤通学時間帯の増発等。

バス路線について。日計から根城、八戸駅方面へのバス路線が全くないので、西病院に通院するには３０００円のタクシーを利用せ
ざるを得ない。できれば、大杉平、三日町、本八戸、新大橋、日計、西病院－根城－平中－大杉平、西病院－八戸駅の新しいバス路
線を検討して欲しい。

観光に力を、入れていくうえで路線バスダイヤ、運賃の見直しが必要ではないか。

路線バスは運行ダイヤなど分かりにくい。利用しづらい。

バス運行について分かり難い、スマートフォンが普及しているのでアプリにより運行情報を提供しては。旅行者には八戸駅から中心
部へのアクセス方法が分かり難い。

路線バスが廃止された地域にコミュニティーバスがあればと思います。

老人になれば何でも安くなる。バスは年間で５０００円。私の考いでは、倍増１万円又は一回１００円で逆に子供は小学校から中学校
まで１００円、私は今は７３才で車を運転出るから良いが、今のままで市営バスの営業が続くのか心配。

市営バスの運転手の中に、急発進、急ブレーキを行う人がいる。そこまで急な運転をされると、乗っている人が危ない。普通の運転を
してほしい。

市営バスが時間の前に来て、待たずに発車するのはおかしい。時間まで待ってから発車するのが当然では。

路線バスのことですが、上限３００円になりましたが、私の所は、町に行くのに１０円しか安くなっていません。１律２００円では、どうで
しょうか。街に行く回数も多くなると思います。

八太郎方面ですが、朝のバスの便が足りません。学生が非常に不便を感じています。

路線バスを時々利用させていただいております。バスの運転手さんは良く頑張っていると思います。（雨の日も、雪の日もご苦労様で
す）親切ですし、不快な気分になったことがありません。どうぞ、ねぎらってやって下さい。

路線バスの運行ダイヤを増やしてほしい。（白山台地区の夕方から夜間の時間帯）

路線バスの時間が守られていなすぎる。また、市営バスの運行路線を伸ばしてほしい。「野場」－旧４５号線には来ず、途中で曲がっ
てしまう。不便。

高齢者・子供のためノンステップバスを導入すべき！！

路線バスの本数が少ない。

市営バスの運賃の上限が３００円になり、大変助かっています。

バスの運行についてですが小型化にして、路線を増やしてほしい。大きい病院へのアクセスがものすごく不便である。日中、老人達
がバスを利用する為には、バス停までの不便なことや、乗り変え等の不便を考えれば、タクシー等ですませる。他の都市のように、細
い小路も走ってほしい。夏場は蕪島等の前にとまるバスもほしい。

中心街から居住地域が、離れていってませんか？そんな中、駐車場が有料である。バス交通よりタクシーが多い。電車（八戸線）は９
時代で終了では、人が少なくなるのは当然の結果では。

市営、南部関係なく、交通情報があればみなさん助かると思います。バス停に時々ある、次発便の情報など、もう行ってしまったのか
どうかわかれば便利だと思います。全バス停に付けるのはムリなのでしょうか？

交通の便がわるい。（通院、各行事等に利用したい時アクセスがわるい。バスの本数をふやしては…）

路線バスの運行方法を再考されることを望むとともに、遠い地区でバスが運行されていない所も考慮して、高齢者対策を考えて欲し
い。中型・小型バスを導入して、日中の利用者数を観て運営にあたる指導がないものでしょうか。日中のバスの空車が多くみられる。

観光に来た人は、交通の面で困っているようなので、バス・電車の本数を見直す等が必要かと思います。

市営バスまったく時刻無視

路線バス…中心街・ラピア・ピアドゥ方面は充実してると思うが、図書館前に、せっかくバス停があるにもかかわらず、週に２～３本
（？）しか止まらないのは、あまりに少なすぎる。

田面木方面から、八高→白山台への巡回バスがあると良い。

飲みに街へ出かけたいが、交通の便や、代行の金額を考えると、飲みに出かけられない。休日前だけでもいいので、バスの時刻を夜
遅くに１本だけでも増やして欲しい。

路線バスについてですが、八戸は他地域に比べ、充実しているように思います。運転のできない私にとっては、本当に有り難い事で
す。ワンコインバスや５０円刻みの料金などこのまま続けていただきたいと思います。高齢化が進む現在、路線バスは皆さんの足で
す。お願い致します。

市営バスのサービスは大変向上したと思います。市の規模からすると下水道の普及が遅れているし、道路も悪い。自然も多く丁度よ
い都市で住環境としては満足度は高い。
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「⑧路線バスの運行ダイヤ、運賃、運行情報など、利用しやすい公共交通が整備されている」に関する意見
自由回答

路線バスの時間が集中しすぎていることが多いので、もう少し分散してほしい。乗車の時間帯や利用人数の値を平均したりして、バス
の大きさや本数を調節すると、もっと利用しやすくなると思う。 終の時間をもう少し遅くしてほしいです。

大型バスが空で走っているのは、エネルギーの無駄のように思える。首都圏のように小さいコミュニティバスにしたらいいのでは？運
賃を統一したり大分利用し易くなりましたが、全て大型バスは必要ないと思います。お年寄りの利用が多いので、路地まで入ってくれ
る小さいバスだと、ありがたいのでは？

病院の（診療所も）近くにはバス停を作ってほしい。乗りかえもできる様に。行きたくても、バスの便が悪く何度も通院するのが難しい
お年寄りが多いです。家族の人も仕事を持っているし毎回はなかなか、送迎できないのではないでしょうか？

路線バス（合同運行、上限３００円など）良くなっていると思うが、主要駅（八戸、本八戸）からのアクセスをもっと良くする必要がある。
防災、防犯については改善されていると思う。継続してほしい。

市営バスの 終が早すぎる。夜１２時近くまで、１時間に１本でいいので走らせるべき。タクシー業界に配慮してるんですか？

路線バスのコースについて…。北バイパスから、西霊園入口までコースを延ばしてほしいです。お墓参りに行くのに車がない人にとっ
ては不便です。

中学生や高校生がバスに乗ってどんな時間帯でも移動できるように公共交通を整備してほしい。ダイヤ数が少ない。

これから、高齢化で車を持てない人も増えるから、買物しに、行きやすいように、公共交通の便を増やして欲しい。市民病院への、バ
ス路線も、一日一、二便しかない路線もある。

市営バスに苦情。運転手の態度の悪さ、窓口の対応の悪さ。アンケートを取っているのに時間が守られない

週末の深夜間バス等、飲酒運転を減らす為にもあってもいいと思う。

日本全体が高齢者が増えるわけですし高齢者が、住みやすい町は、障がい者・子供・女性にもやさしい街になる事と思います。〈防犯
の面でも〉、子供のつれさり事件、若者、大人間の事件は、地方でも起こりかねない事件と思って暮らしております。高齢者の足にな
る交通機関（バス・タクシー）タクシーの高齢者にやさしい対応は、たっくさん耳に入ってきておりますが、バスは、まだまだ改善ありだ
と思います。足腰が不自由な人が、バスを利用する時の足をふみいれるステップは、全車が低いわけではないようですし、日中利用
したいのに大型車両は、必要でしょうか。デイサービスとかのような小さめサイズが、３０分ごとに走るようだと高齢者の外出も増え、
医療現場は、高齢者のたまり場にならずに、外出するために一歩になるのではないでしょうか。高齢者が、外に出る事は、その先にく
る。私ら５０代にも後々、暮らしの参考になります。しかめつらより笑顔あふれた高齢者が、ふえる事は、各世代も、負担もへると思い
ます。高齢者は、資産も多いわけだし。街もいろいろ建物が建設ラッシュですが、ティンズ世代より、高齢者を楽しませるべきだと思い
ます。

公共交通機関が充実されると、高齢者の外出が図られ、健康で元気な方々が増えていくのではないか。運転での事故も抑えられると
思う。

路線バスの運賃が少し高い

バスを毎日利用してます。お買物回数券を使っていますが、１０円、３０円、１００円券と１枚づつ切り離して使うのが大変不便です。市
内均一料金になったらどんなに便利だろうと思います。いろいろご事情もあると思いますが、ご検討よろしくお願いします。

ＪＲの本数を増やしてほしい。終電が早すぎる。

８／１７の八戸港花火について。交通の手段を考えてほしい。（例えば弘前桜まつりのように、大駐車場を確保して、そこから送迎シャ
トルバス運行するとか。）Ｔｅｌで伺ったところ、「皆さん知り合いの方の庭先に駐車させてもらっている方が多いです。」とい云われ、今
年もあきらめました～。

中心商店街を活性化させたいなら、なぜ他県から来た人たちのアクセスを考えないのか。 終の新幹線がついて降りてくるそのよう
な人達のことを考え、小型でも公共機関を使ったアクセスを考えるべきだ。

バスを毎日利用してます。お買物回数券を使っていますが、１０円、３０円、１００円券と１枚づつ切り離して使うのが大変不便です。市
内均一料金になったらどんなに便利だろうと思います。いろいろご事情もあると思いますが、ご件当よろしくお願いします。

盛岡のように中心街～駅など１００円バスを走らせてみては。

線バス等を利用する人、特に学生や高齢者がダイヤが少なくて困っているので、ダイヤを増やせるなら増やすべきだ。

まずは、八戸の玄関口である八戸駅のトイレの少なさを来八する県外の人は指摘します。種差公園が国立公園になってお客様が多
く来てくれます。観光産業に目を向けるためにもお願いします。共に青い森・鉄道のお客様の待合室、冬期遅れがあった時も風が吹く
中待合室もない暖房ない所に待たされています。ＪＲであればストーブ、いす、等用意しますが。おもてなしとは言いますが、自分達も
その立場になって考える人はいないように思ってペンを取りました。あと、ついでなので西口の全面ガラス貼りの壁は冬期間は光とり
には有効ですが、温暖化の影響か東北も南国と変わらないくらい暑さになってます。日よけ、するか、フィルムか何かでカバーすると
か対策してはと思います。日中は、中に入って汗かく状態です。ＪＲ・みなさんは気づかないでしょうか。？（自由通路の天窓も開口す
るとか暑い日には。）とりあえずこのことだけは、お願いしたいと思います。

バスも、このバスに乗ったらどの経路を通ってどこまでいくのか今一理解できない。バス時刻表の下に示してほしい。
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空き家に関する意見
自由回答

不在の老朽化住宅を見受けるが何らか手の打ちようが無いか

町内に、空家が多くなった。高齢の家主の死亡により、その子どもが継いで住むことも無い。町内の班編成も１～２班を合同して、苦
肉の策を取っている。旭ケ丘のメインストリート（バス通り）にも、元店舗と思われる建物がある。外壁はくずれ、はがれたビニルが風
になびいており、廃屋に等しい。小学生の通学路なので、いつくずれるか、また、放火されないかと、通るたびに心配である。行政指
導を望んでいる。

空家の放置で、倒壊しそうなのがある。条例がないと対処できないものか。

空き家をどうしていくかを進めてほしい。今にも崩れそうな空き家は危ない。

私の住んで居場所は是川団地ですが、 近は老人が多く空屋が多くなてきた。中古住宅は売れない。これからは地域のつながりが
壊れてますから。それなのに市は新築市営住宅は建て続ける。これからは住宅は民業で。

子供達が親元を離れ就職する。親が年老いても地元に帰って耒ない、耒れない、地元に仕事がない。一人ぐらしはいつしか空家にな
り放置され、荒地みたいになっている。

誰も住んでいない老朽化した建物が通学路にあるのは非常によろしくない。

若者に空き家を利用しやすい形を提案して欲しい。（改築費用面、業者との提携など）

公共料金に関する意見
自由回答

水道代が高すぎる。前は町民でしたが、八戸に来て水道代の高さにビックリです。家族人数が多いので節水していても、かわらない。

下水道使用料が高すぎる。もっと安くできないかと思う。

水道料金が高すぎる。少し考えてください

エネルギー代金を安くして下さい。アパート住まいだが家費が高い。

水道代は高い。それに加えて下水道代もとられ、住んで良いと思った事は、一度も無い。

まず、八戸市の水道料金は高すぎると思います。関係あるかわかりませんが、水道企業団で働く方達には、「住宅手当て」とゆうもの
があるみたいな噂を聞きましたが、それは私達の使用料金から支払われているとか。本当に水道設備の為だけに使われているのか
疑問に思ってしまいました。

下水道料金が高い

水道料金が高いと感じます。また、水道料金と下水道料金を分けて支払うのには疑問を感じます。

水道代が他と比べて高い。

下水の料金高い。

八戸市の水道料金、下水道料金は、他の市町村に比べるとすごく高額だと思います。

水道料金下水道使用料が他県に比べて高いように思いますがいつか安くなるのでしょうか。

水道料金が高い

環境、防災、防犯については、八戸市は願張っていると思う。ただ、八戸市には関係ないことだが、都市ガスが高すぎる。関係者は都
市ガスの整備にお金がかかると言っているが、競争相手がいないから自由。昔の電話局みたい。八戸市長に願張ってもらいたい。

水道料金が全国のどの市よりも高くてびっくりした。なぜこんなに高くなるのでしょうか？

税金が高い。水道代が高い。

八戸市は上下水道代がとても高いように感じます。

八戸市は水道料金が少し高いように思います。

下水道使用料が高すぎる

原発に関する意見について
自由回答

原発はいらない。きれいな地球を残したいから。今ならまだ間に合うから。人間が止められないものは作るな使うな

原発ゼロに向けて八戸市が、他の自治体に対して率先して働きかけてほしい。

青森県は、原発立地県。核のゴミ捨て場でもある。もし、原発に何かあったら、青森県全体に風評被害が及ぶ事を覚悟しなければな
らない。ゆえに、原発のカネをアテにしない自立を目指すべき。

八戸市の原子力防災はどうなっているのでしょうか。万一の場合どうなるのだろうか。
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（６）東日本大震災からの復興に関する分野
「①沿岸部や河川に防波堤や堤防などの津波被害を少なくする施設が整備されている。」に関する意見

自由回答
市長は海岸だけ整備してもだめだと思う。陸も整備して下さい

復旧作業が早かったと思う

ただ防波堤を作ればよいという訳ではないと思う

馬淵川、東日本大震災に津波や、大雨などで被害を受けたにもかかわらず、また、無意味な整備を行なっている。山、川、海、一体化
した、自然に戻しつつ、連携した、養殖事業を、やったら、いいと思う。

防潮堤整備は、地元住民の意見を十分に反映すべきで一部利害関係者会議で容認するべきではない。又、美しいまち八戸の美観を
損うものであってはならない

震災で、本当に被害を受けた浜以外の内陸の人々は、そ知らぬ顔で暮らせるのだなとつくづく思い、むしろ外からのボランティアの方
が全然役に立っていたと思う。防波堤の復興だけは日本一早く、私も毎日のように作業を見ていてありがたく思ったが、こういう風に
自然に戻った、よかったね、のように軽く考える人が余りに多すぎる市だと痛感している。

貴重な経験を忘れずに、自然相手の災害に柔軟に対応出来る事を基準に、準備してほしいと思います。

先の「３．１１」の際、津波の高さを表示している個所を多く見られます。忘れないためにもとても良いことだと思います。子どもたちが
毎日、通っている通学路を定期的に点検し（学校も）不備な点は即、補修するなど、してほしい。

「何百年に１度」の大災害に備えるのは困難。「何百年に１度」の大災害のための施設を備える必要性（必要あるかないか）を考える
べきと思う。

津波のための防波堤を作って海岸線の風景を変えてしまうより、人の力による防災システムの充実を考えて頂きたいです。

防波堤や堤防などの施設の整備は魚業や農業に対する、生態系を破壊しない、自然を第一番に考慮してほしいです。

北防波堤を開放しろ！！

地震、津波を想定して（１０ｍ以上）行政は対処するように。太平洋に面しているためもろに津波がきます。

防波堤、堤防を作るのはいいが、高さなど気をつけて、そして、避難路を早急に整備すること。

沿岸部の住民がよく考える。孫の代まで安心な生き方が大切。津波はにげるが勝と親が言っているのが老人なってわかる

今回の震災による津波の事例でも道路や鉄道により被害をうけた地域もありました。被災地の一部では海岸を中心に道路や鉄道な
どで二重三重の堤防を築き、土地のたか上げ、住宅地の高台移転などの町作りを始めています。ぜひ、参考にしながら「安全・安心・
快適」な八戸市にしてほしいです。

被災者としての意見。防波提等はほぼ元通りになっているが、又、同じ様な津波が来ては、同じ事の繰り返し。なぜ、もっと大きな防
波提の作成へ変更出来なかったのか？疑問に思う。今からでも、嵩上げ等の検討をしても良いのでは

津波対策が十分なのか、疑問が残る。

震災後、少しずつですが、防波堤や、建て替えの公民館は避難所も完備され、復興が進んでいると思います。

現在、宮古市で復興工事に従事しておりますが、津波防災は特に力を入れて進めて頂きたいと思います。

津波防災のために防波堤をつくったが、そのため水温のうつり変わりに影響がでているのではないだろうか？難しい問題である？

防波堤を閉めるのは人の手。自動にはできないのか。人の命よりもお金なのか…。と悲しい気分になります。お金をかけて、市民の
命を守るのが市の役割であると考えます。※はっちなどの訳のわからない建物を建てていないで、安全に使ってほしい。

私は、チリ、十勝、はるか、東日本地震津波を経験していますが、他県の太平洋、沿岸の被災を見ると、八戸も十分に整備しなけれ
ばならないと思います。第一に生命を守る為に整備しようとした沿岸防潮提に反対をした。関係者には「ビックリ」しています。八戸人
の特徴として、自分が良ければ良い、という性格が何に置いても八戸の発展に妨げになっていると思います。

景観を損ねてまでの防波堤や堤防の建設には賛成できません。致底、自然の脅威を防ぐことは不可能と思います。正確な情報の伝
達方法、避難方法など災害時の行動方法の確立が 優先と考えます。

三陸の被災地と異なる、東向きではない八戸港が被害を受けたにも関わらず、同様の防波堤を再建したこと、液状化したポートアイ
ランドへの対策を行わないなど、疑問が多い。
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「②津波から安全に避難できる避難路や津波避難施設などが整備されている。」に関する意見
自由回答

地区・町内単位で災害時の避難ルート、避難場所等のちらし配付等あるとよい、と思う。

予想もできないくらい大きな津波が来るような時には、南郷地区に避難するように指導すると良い。島守地区が低く、南郷地区の海抜
が高いので、確実に安全だと思う。そのような意味では、八戸市は南郷地区と合併して大正解だったと思う。

南郷地区への交通道路の整備や、南郷への道路を増やすこと。何かあったときに道路が渋滞では避難ができない。もう１つ、八戸市
民全員が南郷に避難した時に生活できるようなシェルターや仮設住宅なんかも準備しておいたほうが良い。

津波から安全に避難できる道路及び施設の整備

国道の電柱には海抜４ｍとか５ｍと標示してますが車で通る人や歩いている人でも気づかない人がいると思います。防災、津波に対
して、町内ごとに住民に知らせる手段として考えてほしいです。小学生から大人迄、津波のおそろしさを忘れないため映像で見せた方
が伝わると思います。小、中学校単位で学校で見せるとか、大人は公民館ごとにやればいいと思います。

道路が入り組んでおり道路整備と避難をもう少し確保して案内板をもっと多く説置すべき

大震災後の津波の際、「高台へ逃げて下さい」と言って回っていたが、具体的に自分の地域ではどこへ、どういう手段で避難すればよ
いのか不明（２回目余震時は避難するマイカーで大渋滞となった）

避難路にもなるような、ウォーキングできる遊歩道を広く整備するとよいと思う（健康維持推進にもよいし）

海抜何ｍか、分かりやすく表示があるので日頃から津波があった時に危険な場所が分かるようになった。しかし、実際に災害があっ
た時にどこに逃げれば良いのだろう。高い建物がない所もあるのではと思います。（避難場所も低い）

避難路には道路上に障害物を置かない、又は避難路とわかりやすくするため道路の色を変えるなどもっと工夫が欲しい

防潮堤を高くするのでなく、避難の仕方の工夫が大切。

川のすぐそばに住んでいるので、不安です。避難場所が中学校になっているか？もう少し近い所がないかと思う。

避難路の整備が進行中で大変ありがたく思いますが計画と現実の避難する場合の状況を再確認要すると考えます（市道２号橋向
線）

現在、所有している自宅は下長です。津波避難ハンドブックによると、この地或には５ｍの津波が襲来するそうです。そのため高台に
避難するために購入した土地です。しかし建築指導課では、一切の建物は「相成らぬ」との対応でした。他に迷惑をかけない方策と
思って自力で購入しました。何がいけなかったのでしょうか、もっともだと認める説明を望みます。

避難時、高齢者が多くなっている今日避難場所に一気に登りきるのが大変だと思います。一旦高台にある町内の集会所を利用して
はいかがなものでしょうか。誘導する方も限られているため。防災放送の反響がよすぎて聞きとりにくい

避難施設等、民間企業とも協議して、もっと多くの施設が利用できれば良いと思っています。

母は浜市川に住んでいますが、津波の時、避難を呼びかける車？ヘリ？が来て５分後に波が来たらしいです。早すぎて逃げられな
かったと言ってました。もっと早く知らせてほしかったらしいです。

安全に過ごせるように防波堤をつくったり、避難路をわかりやすくしてほしい。

車から身をまもる歩道の整備が必要。

白銀、新湊地区の避難所まで時間がかかりすぎる

東日本大震災当時、岩手県にいた者からすれば、あの規模の地震・津波を防ぐ事は不可能だと思います。もっと減災・事後対応へ目
を向けても良いのではないでしょうか？避難路、避難施設の明確化と、複数の物資調達経路の確保は必須です。

災害があった際に、どこにどのように避難すればよいのかいまいちよくわからないので、もう少しはっきりと示してほしい。

新井田川、馬淵川は河口部が感潮区域であるにもかかわらず特に新井田川は川幅も狭く予備域がないように感じる。満潮と津波の
時が一致すると容易に堤防を超えるでしょう。ハザードマップももっと周知すべきです。
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「③施設の耐震化や備蓄の充実など、被災者の生活を支える避難所が整備されている。」に関する意見
自由回答

学校のトイレの整備は緊急の課題。学校は指定避難所になっているので、高齢者やけが人などが利用できるように、洋式の多機能ト
イレは必須。東日本大震災で、トイレが寒く冷たく、辛く苦しいものだったため、トイレに行かなくても良いように高齢者がわざと水分を
摂らなくなったのは知っているのだろうか。学校側にトイレの改修を呼びかけても、何もしてくれない。何かあってからでは遅いと思う。

災害時、女子のためのトイレ対策を重視せよといいたい。現在舗装他のなかで、自然処理させるべきところはなくなりつつあります。
簡易トイレ、あるから大丈夫。これ、うそ。足りませんて。人間、１日何回も生理作用をもよおすのですぞ！

津波の被害を受けにくい地域に住んでいるが、地震には被害を受けやすい、地盤かもしれない。外壁、内装は痛手を受けている。イ
ザという時の避難所（柏崎小学校まで）までが遠い。（８０代は歩けないのでは？）（臨時的避難として町民館も可なら近いが）

耐震性の満たされない学校が多くあると聞く。校舎が、子供の生命を守れず、却って凶器となり得るという現状を一早く、改善すべき
ではないか？また、学校は、災害時の避難所ともなるわけであるから、その耐震性の重要度は極めて高いと言える。

大変なこと。例えば市中心街で安全といわれるエレベータは市庁舎を含め数ヶ所。 新の基準になってないばかりか、メーカーがメン
テナンスできないエレベータもある。エレベータ１つとっても整備されていないのだ。

小中野公民館のような災害に強い建物を多くしてほしい。

被災者の避難所が必要と思います

河原木市営住宅に住んでいますが、建物にきれつあります。市役所に、２－３回言いましたが、何も反応なし。少し家賃が、高くなって
も、良いので近くの新しい住宅に入りたい。前にアンケートがあった時にも、建て替えを希望しました。災害が、あった時非常に不安で
す

震災に強い町作り

時間をおかず津波が押し寄せる事を想像すれば、逃避は無理と思われる人々も必ず出て来ると思います。避難したら安全が保障出
来る、頑丈で安全な建物が必要かと思います。人々が逃げ込める、カプセルの様な建物があったらと考えます。

大震災のときに津波警報がでてたので近くの小学校に避難しましたが暗い教室にローソクがあるだけでした。大丈夫そうなので家に
戻りましたが本当に心細い（お粗末な）避難所でした。

震災の復興は主に津波被害を対象としているが、公民館等のない場所又は遠い町内等にも、地震、火災及び大雨などでも避難でき
る建物を建ててもらいたい。

ＮＰＯ法人の名の元に、支えん物資を個人売買をしている人がいた。ＮＰＯ法人（団体）の管理・監督が甘い。

震災時、公民館や、集会所、生活館等に避難した際物資がすぐに届いたところ、なかなか届かず近くの避難所へ様子を見に行った方
もあると聞いております。いつおこるかわからない災害にそなえて、個々の八戸市民が自分は、どこへ避難し、また、その後はどうす
るのかを、もっとわかりやすく周知しておくことが大切ではないでしょうか。八戸市内の施設や、病院等の活用も含め、高齢者や、障が
いのある方々には特に周知してほしいと思います。そこまで行くことが不可能な方々のことも考えに入れてほしいと思います。

災害に対しては「想定外」と言うことなく、東日本大震災や、昨今起きている大雨による崖崩れの起こらないような取組みをしっかりし
ていただきたい。湊地区に急傾斜地に指定されている新湊地区に長年に渡り、コンクリートで補強されていない箇所があり、非常に危
険を感じている。早急に対策を願いたい。この様な不安を感じさせる場所がないまちづくりを期待する。

震災時、避難所の運営がスムーズに行われたとは言えないような話を聞きました。指示系統を明確にし、運営者も避難者も困らない
ような自覚を互いに持つよう意識を変え、経験を元に学ぶ必要があると思います。

少しづつ津波避難施設の整備は進んでいる段階であるようだが、想定外の自然災害には人間の力では勝てないこも理解すべきであ
ると思う。災害にあった時、八戸市はいかに 小限にすませるか、その時の敏速な判断、指揮ができる体制を、維持することを願う。

指定されている避難所に、毛布や、食料等が備蓄されていない様に思います。ぜひ必要だと思います。

避難所での生活を経験しましたが、食料伝達、避難した人たちの意識、ひどいものでした。

いまだに、被害を受けた建物等が、手つかずのままの状態のある。鮫の魚市場付近など。

避難所として、河原木、下長沼館城下、小中野江陽領家地区は津波に大丈夫なのでしょうか。昔水田だった地区で液状化現象が心
配です。

学校等の耐震化は進んだと思うが、近くの公民館に毛布等の備蓄があるのか聞いたら無いということだった。町内会等でも備蓄が
あった方が良いとは思うが誰が何処に管理するか等課題もあると思う。

幼稚園、保育園、学童保育施設の耐震化を、早急に進めて下さい。耐震検査が必要なら八戸市が主導してやるべきではないです
か。学校は耐震工事が大分進んでいますが、就学前の施設がまだまだです。何かあってはおそいです。

避難する時に必要な水や食料、薬等の 低限の物は、住民が準備するべきと考える。そのような啓発活動が重要と考える。

現在の指定避難所は、高齢化が進む現状に合わない部分があるので、再検討すべき。ひとりで歩いて行ける範囲に、小規模な備え
をふやすべきだ。古い大きな家や、広大な庭を所有する人々の協力をとりつけると、身近な避難所や、備蓄場所がたくさんできると思
う。
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「④防災訓練や防災教育により、市民の防災意識が高まっている。」に関する意見
自由回答

大震災からの日がまだ浅いので、みな防災意識を持っているが、この意識が何年経っても薄れないようにしてほしい。

震災が過ぎ去るともう過去の事としてとらえてしまい、一人一人の危機管理がうすれてきている。自分の身を守る為の教育をするべき
だと思う。

あの震災から月日が流れ、防災に対する意識がだんだん薄れている気がする。避難区域は、細めに防災訓練をするべきだし、他の
地域も『その時には、どんな支援をし行動するべきか？』というのを対策しておくといいと思う。

自己防衛意識を高めるべきである。何でもかんでも行政に、（で）というのはムリ。もちろん公的に、ねばらないこともあるのですが、そ
のまえに、自己防衛、家族防衛をどうするか、各自、各家庭で話し合いをもつようにすべきである。自然災害を完壁にくい止める手段
はないのです。

企業や、近隣自治体との災害時特別協定の充実。（市民への公開）・防災訓練は限界があると思う。

防災訓練や防災教育の充実。

大震災が数十年たっても忘れられない様に海岸等に「つなみ」の高さを直接表示したモニュメント等を作る（建てる）八戸の北から南ま
で数カ所に。

人々の意識を高め、それに見合う財源があれば良いが、それは観光資源だろうか！！

東日本大震災は八戸にいませんでしたが、常に意織しておく事は重要だと思います。何年、何十年経っても、防災に関してはきちんと
いつでも対応していただきたいです。

行政やボランティアにいろいろ求めることも良いが、災害時は自分の身は自分で守るしかないと思っている。日頃から人に頼らない、
人のせいにしないという意識を持たせるような取り組みを求めたい。あまりにも他力本願な人が多すぎます。

八戸福祉公民館（類家）で東日本大震災の八戸津波ＤＶＤをみて、チリ地震、十勝沖地震で鮫の市場からカブ島方面に魚箱が流れて
いくのや、大きな船が道路に揚がっているのを見て津波のおそろしさをＤＶＤをみておもい出しました。３．１１日は八戸にいなかったの
です。福祉公民館で防災津波避難ハンドブックをいただきました。その日来た人が、ハンドブックをもらいましたが、八戸市民にさし上
げたらと思いました。このＤＶＤは、公民館単位で市民に見せて防災意識を高め、３．１１を忘れないようにしたらいいと思います。

八戸はもともと防災意識は高い方、であり、小中の教育も充実してるし、消防も優秀である（中年以上は）

現在も余震があるので、個人の防災意識は３．１１から続いていると思います。緊急地震速報の精度があがっているので助かってい
ます。車を持っている人が多い八戸ですので、逃げる場合の渋帯や誘導マニュアル、又車を置いて逃げる場合のルール他はラジオ
やＴＶで何度か発信しておく事も必要だと思います。

東日本大震災の直後は市民も防災意識が高かったと思うが、 近は低くなってきていると思うので防災意識を高める取りくみを考え
たら良いと思う。

勤務先でも避難訓練や緊急時の対応をフローチャート等で作成し示されている。復興に関しては直接その地域で生活していないので
実感がない。

個々の危機感が薄れてきているような気がする

八戸市民は危機管理が無さすぎると思います。

近はだんだん薄れて来る様

震災から３年経ち、市民の意識がうすれているのを感じる。訓練や教育だけではうすれゆく意識を高める事は、難しいと思う。

私は自分がいる地区の防災マップとかもしらない。避難場所もわからない。

避難訓練や避難施設の重要性は十分理解できるが、まずは、ひとり一人が自分の命をどう守るかをもっと強調して報道してほしい。

避難施設と、その施設へ避難する町内名及び人員が的確に標示又は指導されていない。（各）当町内会で避難訓練の実施もない。し
かも指定施設に収容出来る人員も解らない。我々高令者にとって非常に不安と同時に体制の不備が感じられる。早急に詳細な内容
の案内が必要と痛切に思う！！

八戸市は、被災地ではあるけれど、沿岸部においても直接津波の被害を被った地域とそうでない地域で住民の防災に対する気持ち
に温度差があります。行政の方から、今まで以上に指導と協力があれば心づよいです。

市内各地域の防災訓練や自主防災組織の結成ではなく、市全帯で防災訓練をする日をつくり、意識し続けるのが大切ではないでしょ
うか？

Ｓ．８．３．３に三陸津波の上がった場所の印。皆わすれてる。３．１１．もすぐ忘れるでしょう。３．３．の津波線が島にある。

震災の時は隣近所がまだ付き合いが薄かったので声かけとかうまくできなかったように思います。進んで安否確認してくれるような人
を選出してほしいです。非常時にむけて、市でも町内の役割は大きいかと思うので話し合いを持ってもらいたいです

大震災以降、個々の防災意識はその前に比べると高くなっていると思います。が、思いとは別なところで、堤防等（沿岸地域）まだま
だ、整備が不十分な場所も多く、不安をぬぐいきれない人達がいることも事実です。早く整備が整うことを願っています。

地震はいつ何時起こるかわからないので、“自分の身は自分で守る”ことが大事、自己判断で避難することになるだろう。普段から家
族内で 終的には○○避難所へということを決めておくことが大事。そういう意味での防災教育が必要であろう。
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「④防災訓練や防災教育により、市民の防災意識が高まっている。」に関する意見
自由回答

防災倉庫のＰＲ不足。防災訓練等の実施必要。

東日本大震災の経験した事で、防災に対する意識が、強くなりました。経験してなおさなければならない、分野に、力をそそいでほし
いと思います。

防災訓練する回数があまりにも少いのではないか。「八戸市の防災訓練の日」を定め、全市をあげて、総合訓練するべきではないで
しょうか、意識があまりにも低いと常々感じています、市民すべてが参加すべきだと感じます。

震災時、避難所の運営がスムーズに行われたとは言えないような話を聞きました。指示系統を明確にし、運営者も避難者も困らない
ような自覚を互いに持つよう意識を変え、経験を元に学ぶ必要があると思います。

３．１１を忘れないで語り継ぐ事。

震災の教訓が風化されつつある。地域や学校でこれからも学ぶべき。

防災意識が高まっているものの、行動が身につかない（津波被害がなかったからか。）

東日本の震災後だんだん市民の感心が薄れていくのではと思います。保育園～学生までの年一回の訓練とか、市民にきちんと胸に
やきつけていく大がかりな訓練も必要かと思います。これからの世代に向けて。

震災の傷跡もなくなり振興をした八戸市。しかし自分が見た範囲では、次に震災が起きたときの対策、整備が不十分ではないかと思
います。自分が問題と考えたのは２つあり、１つは震災発生時の交通ルートの確立、２つ目は市民の意識だと思います。前回の地震
は沿岸地域の家屋の倒壊及び浸水、電力、水道の短期期間の停止等でした。しかし、次起こる地震が宮城で起こったレベルになると
同様に、悲惨な結果になると思います。これくらいでいいだろうではなく、来たる日に向けての対策が必要だと私は思います。

青森にも、大震災が起こる確率が高いと言われている。六ヶ所や東通村のこともあるため、危険性を数値化して市民へ伝え、どうのり
きるか防災に対する意識を高めるべきだと思う。

人間は、自然にかなわないという事を思い知らされた。巨大な防潮堤、防波堤にカネを使うより、すぐ逃げる教育をするべき。多賀地
区にサッカー場を作るのは、疑問が残る。津波で土地が売れないからと、（誰か有力者の土地なのか？）公共施設を作って、もしあの
津波が来たら、避難道路はどうなってるのか。１本道だけで、車の渋滞ができたら、逃げ遅れ、死者多数になるのではないか？停電
になる、前提、携帯なんかまったく役立たずの場合を考えてほしい。

我家は大きな災害はありませんでしたし、家族も無事でしたがあの時程恐しい思いはありませんでした。忘れない為にも、自身を守る
為にもその場所、々での避難訓練を（デパート内や、繁華街等どこで合うかわからないので）することが大事だと思う！海手の人は意
識していても山手の人の意識は低いと思う。三日街で何かあったらと不安になる…

防災訓練は市民の何割の人が参加しているのでしょう。多くの人が参加する様な体制にならないと意味がないと思う。

「⑤災害時の広報・情報伝達体制が充実しており、速やかな避難ができるなど、必要な情報を得ることができている。」に関する意見
自由回答

広報不足のような気がします。

本当に困ってる人が相談に訪れた時、親身に対応してくれる部署があるといいと思います。私がききたいことがあって役所に行った時
は３か所程まわされました。親切な対応はしてくれましたが、この場合はこうなる、というはっきりとした回答ができる方はいませんでし
た。しっかりと徹底して対処教育してほしいです。

避難路には進行方向など目立つカンバンなど設置したらどうか。

災害時の広報、情報伝達体制の充実。

八戸市内全域に防災無線を設置するなど、確実に住民全員に情報が届くようにできるといいと思います。

震災当日夜、町内で放送など聞こえなかった。真っ暗闇で、余震続く中、このまま家に居ても良いのか、避難場所へ行くべきかわから
なかった。お隣りの家の方達もいるのかいないのかわからず、不安だった。

緊急時の連絡網の明確化、必須

私の家は稲荷町ですが、近所の人に聞いてもどこに避難をすれば良いかわからず、３．１１は地震でゆれるたび、２、３時間睡眠でし
た。はっちに避難すればいいのですが、お年寄りを連れては無理、体育館の目の前にあるのだが、３．１１は断られた。

電信柱に海抜何ｍと入れてほしい。１件１件に、避難場所と、何ｍの津波来たら、住んでる場所は、どのぐらい津波がやって来るの
か、だいたい書いて、全住民におしえてほしい。

東日本大震災時情報が少なすぎ。ＢｅＦＭも音楽を流す時間が長かった。

現在も余震があるので、個人の防災意識は３．１１から続いていると思います。緊急地震速報の精度があがっているので助かってい
ます。車を持っている人が多い八戸ですので、逃げる場合の渋帯や誘導マニュアル、又車を置いて逃げる場合のルール他はラジオ
やＴＶで何度か発信しておく事も必要だと思います。

他の地域の人でも避難出来る案内や道路の確保設備の充実が徹底される事が必要と思います。地変のみではなく原発の対策や放
射能の流れや動き等の情報、風の流れや強さも知る必要ありと思います。

千年に１度という震災に、自治体、市が行った事は、突然の災害に、すばらしく対応したと、私自身、おどろいています。すばらしい事
です。BeFMも、連動し、市の屋上からの放送で、不安無くすごしました。市並びにBeFMの方に感謝しております。

災害時の情報は悪かった

防災広報の音声が聞き取れない江陽地区、３年以上たつとなんか風化している

復興に関する情報が少なすぎる。出来れば復興中とか、復興完了とか具体的に情報を流して欲しい。忘れられてきている感がある。
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「⑤災害時の広報・情報伝達体制が充実しており、速やかな避難ができるなど、必要な情報を得ることができている。」に関する意見
自由回答

東日本大震災の津波警報はラジオで知りましたが、わが町下長地区では、警察、消防等の避難をよびかけることは何もなく、住民は
自主的に高台にある日計官舎に避難しました。他町内はどうかわかりませんが、大災害の時は、やはり住民によびかけをお願いした
いと思います。

大きな地震、大雨の時に、どうすれば八戸の情報が受け取れるのか分からなくて困っています。

高齢者の１人暮らしの人の避難方法

避難施設と、その施設へ避難する町内名及び人員が的確に標示又は指導されていない。（各）当町内会で避難訓練の実施もない。し
かも指定施設に収容出来る人員も解らない。我々高令者にとって非常に不安と同時に体制の不備が感じられる。早急に詳細な内容
の案内が必要と痛切に思う！！

だいぶ整備されてきている。情報伝達を充実させてほしい。

東日本震災の折気づいた事断水したにも関らず、何の連絡もなかった上市の広報車も動かなかった。ポリタンクを販売してる店の人
達はなんでこんなに売れるかと不思議に思っていた程、売れた由、それは、水道局の一部の人が知人、友人に水が出なくなると知ら
せていたとの事。八戸の友情、優しさでしょうか、公共の職にある者が？

町内会の人が車で「避難」しないようにと家にきたのでそのまま歩いて逃げたら、車が水害に遭い、パーになりました。その判断は市
役所からの（指示）でしょうか。？指示にしたがわなければならないでしょうか。判断をうかがいます。

大きな災害時にはほとんど携帯もつながらす、ＴＶもだめでラジオだけでした。消防の方が津波の避難を呼びかけていたのが唯一の
情報源でした。市から直接に一般市民への情報提供は無理で期待できないと思います。

もう、忘れ去られつつあります。定期的に、震災に関する事を広報に載せて今も大変な人がいる事を、知らせる必要があると思いま
す。

東日本大震災の時、停電のため、情報がなく、大津波が来ることを知らせる、放送等がなかった。高台に住んでるので大文夫ではあ
りましたが。

有線放送が、あまり聞こえないので、ＢｅＦＭなどで、市職員が広報してもらいたい。

新聞などだけじゃなく、東日本大震災後、どういう事を改善したか、等を伝えてもらわないと解らない。なので、いざとなった時に本当
に頼りになるかが解らないです。

広報はちのへとは別にいろんな災害ごとに、このような場合にはどうするなどのマニュアルを一般市民にもっと、届けて欲しい。何が
どうなっているのか、さっぱり市民にきこえてこない。これでは又、同じことを繰り返す。ちゃんと、やって欲しい。

私の勤務先も被災し、従業員一同余方にくれました。早目の情報が大切だと思います。

ＮＴＴの災害情報は迅速に行われているが、市の対応がほとんど知らされていない。

放送はしているらしいのですが、家に居る時が多い私でも聞いたことがありません。各家庭にきちんと聞えるように場所を選定しス
ピーカーを付けてほしいと思います。

東日本大震災のとき自主的に地域の中学校に避難しましたがどの地区が避難が必要か。伝達を聞ける方法を統一してほしい。

第１魚市場の近くですが、防災無線が重なり、何を言っているのかわからない。

広報車が回って来ても音質が悪かったり、速く通り過ぎたりして何を言っているのかわからない時がある。インターネットを利用して情
報配信をもっとやるべき。

沿岸部と南郷に防災無線があるが、市内にも設置してほしい。

震災時に電気が復旧するまで町内会（当時住んでいた鮫地区）からも何の情報も無く新聞で知る事が全てでしたので大変不安でし
た。

災害時、消防車やスピーカーで話をして回っているが何を言っているのか聞きとれない位音がわれている。

災害時の防災無線が、ほとんど聞こえません。改善して欲しい。

防災無線のテスト放送は日頃耳にしていたが、震災当日は不具合なのか、内容がわかるものではなかった。停電のため情報もなく約
２時間後に避難を知らせる車が周辺を走行していた。震源地が八戸沖とかだったらと思うと、情報伝達がこんなもんで良いのかと思
う。

景観を損ねてまでの防波堤や堤防の建設には賛成できません。到底、自然の脅威を防ぐことは不可能と思います。正確な情報の伝
達方法、避難方法など災害時の行動方法の確立が 優先と考えます。

防災行政無線の緊急放送が道路ぞいの為か騒音で聞きとれない。高齢者１人で居る時も、情報が聞きとれず、ないと不安がってい
る。自宅に無線器設置などはあるのですか？

施設や設備はたくさんあってもよいと思いますが、情報伝達体制の整備が不充分と思われます。物があってもどこにあるのか、どう
いったものなのか、使い方がわからなければただの箱でしかありません。

復興税など取れるものは取るということに終始。まるでそのことで責任を果たしたかのような顔をなさっているが、何にどういう形で使
用されているかも分からず。被災したら、その地域ががんばればいいといった姿勢が見てとれる。震災のさなか、情報を得る手段がな
いといったことがより混乱を招いたという教訓が活かされているのか疑問。十勝沖、はるか沖、東日本とスパンがせばまっていると思
われます。早期の変革を望みたいものです

小さな町や村にはある“サイレン”による連絡がないのはなぜか？

携帯をもっている世代だと、八戸市のツイッターなどで、情報が分かりますが、高齢者や、情報がすぐ分からない方へ、町内での放送
など、アナログなことも、やった方がいいとおもいます。
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「⑥市内各地域に自主防災組織が結成されるとともに、災害ボランティアの受入体制が整っている。」に関する意見
自由回答

行政企業自治組識との連携を深めてもらいたい

企業や、近隣自治体との災害時特別協定の充実。（市民への公開）・防災訓練は限界があると思う。

各家庭で防災グッズを準備するのはあたり前だが、各地区毎（そんなに広くない範囲で）非常時に誰でも利用できる建物があってもい
いと思う

ボランティアは無理。消防団も担い手が少なくなっているのに、より知識と判断力を必要とする組識は、自衛隊に協力を願うべきで
は。ボランティアでは人の命をあずかる責任が大きすぎて受け手にこまる。

地域によって違いがある。（例、沿岸部と山間部）画一的に進めるには無理があると思う。実情に合った災害対策の計画が必要であ
る。

自分は、単独で自主防災対策を１年に１～２回実施しているが、町内に高台にあるが、参加者が少くないのに困っている。

消防団の組織をもっと活用すべき

行政（市）に頼るのではなく、各個人、家庭が準備するようにアピールしてもよいのではないのでしょうか。

上長は、当日～ボランティアで小・中学校等で炊き出し等していたので、このまま災害時に、助け合う気持ちで参加できればと思いま
す。

１００年の計で市民の弱者を忘れることなく計画を策定し、実現してほしい。時流に流されることなくです。自主防災組織も名ばかり、
老齢化して動きがとれない状態になりつつある。

ボランティアは有償にすべきです。そして団体に支払うのではなく、（赤い羽根もそうだし、ユニセフも、国連と別の日本ユニセフ協会
の様にわけのわからない団体もあり、信用できない為）、１人１人に直接支払い、団体は、その支払いに一切関与してはならない事。
（一担ちょう収なんて団体も有りうる為）そしてその支出部分の補てんは、下級官吏など、収入が少ない方ではなく、食生活にあまり差
しさわりのない上級官吏などの報酬賞与等からまかない、全体的に支出金高を同じ位にする事。

被災者支援に関する意見
自由回答

市の職員（担当部署）の人には現場を見てもらいたい。地区の人と一緒になって考えていただきたい。あまりにずさんでひどい話です
よ。あの集会においても一度きり、やった実績のみほしかったのでしょうね。

大震災で復興が進んでいる。「私は災害を忘れない」とマスコミに、そして記念碑を立てている。その反面、また同じ場所に工場や家を
建てる。自分勝手と思うが。又被災者といいながら自分達は動くことはない、行政が何をしてくれるか待っている、テレビで子供が被災
者宅に弁当を届けるシーンがあった。病気でもケガもしている訳でもなく。行政は良く認識しておくことだ。このことを。

東日本大震災の時は県外の皆様には本当にお世話になりました。今元気でいるのも皆様のおかげだと家族一同感謝しています。

避難地域の方の中で、安全な場所にうつりたいと考えている人もいます。今の土地は、誰も住みたくないと思うので、安く市が買って、
そのお金を足して、他の場所に行けるよう考えてほしい。

八戸市は復興が迅速な対応だったので、あまり被災地というイメージはなくなっている。もっと岩手、宮城、福島に八戸での震災復興
をアピールすべき。防災に強い町づくりのアピールをしていくべき。

自分自身が被害者なのでよくわかったが、市は何もしてくれなかった。この市は、本当に住みにくく、何もしてくれない所だと再確認し
た。

東日本大震災で５０代の男性３人が新井田川近くのアパートで死んだニュースを見て役人が悪いと思った。きっと働けない心身状態
だろうに市役所がほっとくなんて死んでしまった。

被災者の立場になってもっと速く復興して欲しい

復興予算で八戸タワーを作れ。

海岸沿いに古くから住居を持つ家には特に手厚い対応（リフォーム等災害対策）していかなければならないと思う。津波災害を受けた
事のない人間は事実上の大変さは決してわからない。生活面において他の人より苦労をしいられるのが現実です。そのような住居環
境にいる人には特別対応が必要と思います。

障害者なので早く避難した時、準備がまだなので帰って下さいと言われた。

自分は、震災の地区外にいますけど、こちらの方にも支援とかほしかったです。

「３．１１」より約３年半、経ちました。だいぶ復興の足跡が見えていますが、人生を一から（商売を一から）やり直した方々もおられると
思います、どうぞハード面だけでなく、ソフト面も行政挙げて支援してほしいと思います。

復興とはハード面だけではまだ不足です。ソフト面での支えはどうなっているのでしょう。物づくりだけではなく人づくり、やさしさを感じ
られる環境づくりなど、まだまだ必要な事が、多くありそうです。

特に、人的被害を 少限にするための政策が大事と思います。

港湾関係・農林水産業の比重ばかりが重く感じられ、（不必要な程の計上を被害地に投資しているのを見うけられる。多少の被害を
受けた使用していないボロ家が、手続きしだいで新築住宅に。ほとんど無償で！！

福島、宮城、岩手の復興の「遅れ」は異常である。八戸市の総力をあげて、三県の被災者支援を行なうべきである。仮設居住者の現
在の困難は将来の被災者の姿でもある。

復興のための企業を応援したいと思いますが、情報が乏しい。個人企業が生情報を出しやすく支えてやって欲しい。地元一丸で活気
ある街にしたいと思う。

復興支援に関する費用は適切に使って欲しい。
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被災者支援に関する意見
自由回答

全然復興が進んでいるようには思えない。

八戸市は被害が少なかった方。なのにまだ復興の話してんのか。

八戸はとてもがんばったと思います。思っていたより早く復興したと思います。

どうしても費用次第と思われます。長期計画で安全に住める町をと願うばかりです。

完全復興が遅い？

質問は実現性が無い事はやめて貰いたい。統計は今後の指針で必要なものと思うが、市の幹部や市会議員が本当にその意識を強
く持っているか！！が重要であると思う。恐らくその地域を（選挙）意識している人も多々いると思う。復興にばかり向いていないで「ゲ
リラ豪雨」による洪水対策に目を向けて頂きたい。排水ポンプは足りているのか？不足なら、直ぐに予算を付けてやる！！それが政
治だ！！と思っているが

何をもって復興とするのか？

福島等に比較したら、八戸はまだ、まだ、良い方ですね。いざという時には「自己で自己を守る」をもっとすすめた方がいいと思いま
す。自分で判断する力を養うことも必要です。近くの国で、沈んだ船の中で死んだ人々がおりましたが、その時もやはり、自己判断し
た人は助かったのではないでしょうか。

八戸は瓦礫処理など早かったと思う。

復興は、もうこのままで、どうにもならないでしょうか。こうして、次第に忘れてしまうことが恐い。

八戸市長さん始め、関係機関（員）方々により遂次復興にある状況です。（感謝致します。）今後更に安心安全な街づくりに邁進、尽力
をされる事をお願い致します。

他県より、すごいスピードで復興したのを見た時は、嬉しく感動したのを覚えています。職業求人でも、震災の方を優先する求人が
あったりするので、体制が整っているなぁと感じました。

東日本大震災でどこの市町村より、迅速に復旧されたことを、感謝します。

東日本大震災での復興が、そもそも、どこまで進んでいるか分かりません。

復興の速さは、目を見張るものが有りました。大きな船を解体するなど、決断ももっともと感心しました。又、家を流されてしまった人々
への対応もすみやかに行なわれたようで、頼もしく感じました。ガレキの処分も他県の力になるなど、心暖まるものでした。感謝です。

八戸市は岩手や宮城県と比較すると、災害は少なかったということもあるのかもしれませんが、復興の素早さに大きな拍手を送りた
いと思います。お疲れさまでした。災害時の迅速な復興は何よりも市民の安心につながると思います。

思っていたより早く復興したかな？

東日本大震災からの復興で何がおこなわれているのか全々知らない

がれき焼却の際の説明が足りなかった。

早い復興がなされて良かったと思います。水道、電気の復旧が早く出来たと思います。

大部良くなってきましたが、テレビを見ていると因っている人があります。よく聞いて良い方に考えて下さい。このあいだ、蕪島に行って
きました。種差にも、とても良くなったと思います。

命を守ることから 優先に取り組んで欲しい。東日本大震災を教訓とし、震災直後のライフラインを確保する方法等県内外と連携して
もらいたい。

まだまだ途中状態な感じがする。（道路の整備等）早め早めでがんばってほしい。

もう少し八戸も被災した事を国に知ってもらいたい。４５号線を北上して来てもある所で線引きされているような気がします。魚市場の
廻りや港湾を見てると

地域状況により感じ方が違うと思う。

八戸で被災された方が、知人にいない為どのくらい復興したのかわかりません。宮城や福島はまだ進んでないとか…。八戸はもう
すっかりいいのですか？

住んで良い場所、悪い場所の区別。自己責任の明文化。漁船の保障はしてはならない。

私達南郷としては、岩くずれもなく、火事だけは出ない様に注意している。有難うございました。

東日本大震災で津波被害のあった地域には、今後絶対に家屋新築の許可は出さないでほしい。

私の会社はポートアイランドに震災少し前に移転しました。あんな所へいきたくなかったけど、案の定、車は流され、大半の人は泣き
寝いりです。津波がくるような所へ会社を建てるのでしょうか？自然をあまり壊さないようしないとツケが来ます。

津波は頻繁にないのでほどほどに

発生時東京で展示会場に居ましたが、柱の無い建物の脆さが良く解りました。又八戸は地震の多発地帯なので友と二人壁ぎわの柱
の処で待機しましたが、会場内では目的もなく走り廻る人々で大変でした。

これからもひき続き取り組んでほしい。
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被災者支援に関する意見
自由回答

私は、医療・福祉関係の仕事をしているものです。先日、友人の父が亡くなりました。小さい頃から関わりもあった為、他人事とは思え
ませんでした。友人の実家は、東日本大震災で津波被害に遭い、家を失いました。当然、友人の父は被災者であります。脳の病気を
患い、身体が不自由な方でしたので、住む場所が確保できたとはいえ、心身共に穏やかではなかったと思います。私も、もう少し手を
差し延べることができていれば、長生きできたのではないかと考えてしまいます。他県に比べれば、被害規模は小さくても、被災地に
変わりはありません。人の心の中、精神面は見えない為、サポートやケアも大変です。目に見えないからこそ、心のケアも含めた被災
者のサポートを手厚くして欲しいと思います。私も仕事柄、難しいことを承知の上でお願い致します。防災と市民の健康は、必要だと
感じています。身体が何ら問題がなくても、心が病んでいれば、何もできなくなります。予算の関係や復興に向けた優先順位等のから
みもあるとは思いますが、復興への動きを考える人も、支える人も、現場で働く人も、皆、人なんですから。被災地だからこその人へ
の、サポート、ケア、アプローチを考えていただきたいと思います。長文で申し訳ございません。

同じ八戸に住んでいながら、鮫、市川などで被災された方々に何も支援できなかったことを深く反省しています。

３．１１が風化しつつある気がする。
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自由回答

国会議員、市長、市会議員、商工会役員、各都市を見学して良い場所、収得して２４万都市にして下さい。

震災以来、市に対してあまり期待していません。周りよりもいい給料もらっているのだからもっとがんばってもらいたい。

少しずつ改善されてきているように感じている。

中核都市への移行、何が良いのか、一部の業務が移行されてメリットは何か。デメリットは！

新しい事をやってもらいたい。子どもたちも同じ事ばかりだと、元気がでない。

安心して、生活できるようにやる事はたくさんあると新聞を見て思っている。

八戸市について、近隣市町村と比べても、子どもが多いと感じました。今の子ども達が将来八戸に住みたい、一時的に市外、県外に
出る事があっても、又、八戸に戻ってきたいと思えるような社会になっていたらと思います。

最小限として現状維持が必要かと思います。

企業にとって魅力あるインフラ、税制を整えて欲しい。

財源には限りがあるので、あまり現実離れした政策は進めないでください。

有事の際にこれをやっていればという事が無いように。

意見や、言葉だけじゃなく、目に見える“まちづくり”を活発にしていって欲しい。

これを（アンケート）やっていて、本当に気付かされたのが、ここ（市）は、住みにくい環境だとゆうこと。町を盛んにというわりに、何十
年を変わっていない。逆に年寄りしか寄り付かない。若者は“つまらない”からどんどん遠ざかっていく“借金”の前に、借金をしてで
も、盛り上げていくべきだ。具体的かつ早急に。

目にみえて、力を入れているとは、全く思えない。本当に、力を入れる気があるのなら“実行”を目に見える形で、本気で取り組んでい
ただきたい。

何でも充実させるというのは、お金（税金）、人材に限りがあり、無理だと思います。なので、力を入れることをしぼってそこを充実さ
せ、八戸ならではの市政をしていくと良いと思います。

これからどの程度の発展があるか楽しみです。死ぬ前にいい思い（政策）が出来るよう年齢にかかわらず市民は待っています。いい
ものはどんどん早く実行に移して下さい。

色々な企画があるかもしれませんが、もう少し増やしていただきたいなと思います。

自営業が活発な社会がいい。特定の業種ばかり保護される。社会は、健全でない農業漁業ばかりで社会は成り立たない

全体の設定値があまい

最近特に感じるが、行政が余り面倒見過ぎでないだろうか

特定の人の意見を気にしすぎ、一歩踏み出せていないように思う。したがって、中途半端な物ばかりで歯痒い思いだ。規制に捕われ
ず、どうすれば八戸が、人口を増し、発展できるか、高い所から八戸を見て欲しい。

国の大都市事情に即した施策に踊らされることなく、地域の個性を見据えた、地に足の着いた、施策を堂々と揚げ、展開していく姿勢
が望まれる。

地域の実情に合った行政を推進することが、心の豊かさを実感させる方法であると思う。

人口定住の要件は（3）産業・雇用に関する分野の設問項目が、全部拡充されることが必須条件であると思う。最初に取り組む要件で
ある。

まちづくりについて。以前市長の発言で“八戸の顔であるまちが寂れていくのが残念”と、おっしゃっていました。まちを活性化させたい
という市長のご意見に１００％賛同しております。具体的には、コンセプトを１つ明確に示していただいた方がわかりやすいと思いま
す。このアンケートもそうであるように、まちづくりには、多くのセグメントや、多くの人たちの利害関係が絡んできます。誰にでもわかる
大きな柱となるコンセプト（ビジョン）を決めて示して下さい。

己が良ければ、今が良ければの考えは不可と思います。自由とは？身勝手とは？どこに線を引くのか？基本理念を考えてほしいと
思います。

時々何かを言いたい事はあります。どこで、誰に言えるのでしょうか？それを解る為には何を見て、何を聞けばいいのですか？！

全ての面において前向きな行動にて頑張ってほしい。

全ての項目について、情報が自然に伝わってくれば良いと思います。自ら調べればなんでも、情報が得られる時代なので、苦はあり
ませんが、明確な情報システムを創れれば良いと思います。

旧市内は良いが他は環境になっていない

市民の声に耳を傾けてから行動するのではなく、自分達で気がついた点、直すべき点があった場合は早急に対処するように心がけ
るべきだ。

八戸独自の発想、構想を望む

他都市のよいところを、どんどんとり入れてほしい。

市庁の無料駐車場の拡充

八戸に来て４年になりますが、４年前と何も変ってないと思います。劇的な変化があってもいいのでは？！

すべて重要であることはあたりまえではないでしょうか。こうゆう質問をすること自体が間違っている。

短命県が気になる。

出会いの場が少ないようだ。
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自由回答

福祉後進市と思われます。役所の人達はもっと足を運び、現状認識・判断をするべきだと思います。ルールだけで情のない判断をし
ないように。きつい仕事とは思いますが、それをするのが行政サービスの基本と思います。頑張って下さい。市がやさしければ市民も
やさしく、懸命になれるのです。

他都市前例も良いが、もっと先進性、独自性のある取組みに期待します。

若者が住める町作り。安心できる町作り活気のある町。

知的で品のある街になってほしいです。

先ず、八戸に住みたいという街作りが充実していないと、街は発展しない。人が住んで夢を持てる様だと、自ずと、活気、活性化が図
られる。

期待しています。市民が一生懸命に頑張る町、市民が安心して生きがいを感じられる町を願っています。ＹＥＳの知恵を出し合える八
戸だと信じています。

市長が主張している様になることを願う。

２０年後５０年後の展望が見えない（目先の事だけと思われる）

外の県の街並はきれいだなあと見ている。八戸もそうなるとよいのだが。

八戸市の未来の発展に政策推進課の御健勝を祈っております。

最低限の部分は行政による事業が必要だが、基本は自己責任という考えを持ってもらった方が良い

若い人がこの街が好きここに住みたいと思う事を優先させてほしい。自分も高齢者だけどデイサービスの車が多すぎる気がする。

施設が不足ではないか

「海と大地が響きあう北の中核都市～魅力、活力、市民力、あふれる力が次代を拓く～」→広報で見るのですが、意味が分からない
なあと思いました。八戸市民が、八戸にしかない、自然や文化財。漁業・工業・商業港といろんな顔を持つ港。どんな企業があるの
か、等。子どもでも知っていて「八戸ってすごいんだぞッ！！」と言えるような、まちになりますように。

有能な見識ある市長さんはじめ各行政運営に関わる方々の八戸の実態を基に将来に向かってすばらしい行政計画を立て実行に努
力して下さっているご苦労に対しまして心より敬意を表したいと存じます。私達老若男女子供達は、八戸市民として自覚を持ち一人一
人がどんな小さな事柄でも共に助け合い協力し合い大きな夢と希望に満ちた明るく楽しい生活が実現出来ますよう更に頑張りたいと
思います。

八戸の良さが年々なくなって来ている様に想われますので移住も考えています。八戸人は他所をもっと知らないと遅れてしまいそうで
心配です。今までが不自由でなかったからなのかもしれませんね。

約１年半前に、帰郷してきましたが、都市部では高年齢の方々がオシャレや趣味などにエネルギッシュで、魅力的に感じました。八戸
市もそんな風な街になってくれたら、楽しそうだなと思います。都会に比べたら、無いものは多いですが、ある物を大事にしつつ、少し
新しい風も取り入れつつ、盛り上がっていくことを期待しています。

以前よりは、すべてにおいて少しずつ良くなっていると思う

基準がない。計れない。単にイメージであれば、正しい評価にならない。

市では何かを考えてそれなりに行動しているとは思うがそれを感じたことがない。

だれからの目線で町づくりが進んでいるのか、よくわからない。

よりそって話を聞いてくれる姿勢はありますが、ほしいのは解決策。

市の責任ではないが不安が多い。

大好きな八戸、住良い八戸、子供が笑える八戸お願いします。

決まった事は、何事も「絵に書いたモチ」にならない様お願いします。

八戸商業高校を長根運動公園または旧八戸市民病院跡地に移転させることで商業都市のイメージアップが期待できるのではないだ
ろうか。

八戸の人間性は好き。でも、昔のしきたりにしばられて進歩できないの残念。各課で連携をとり、住み良い街にして下さい。

仲間意識が強くて受け入れる包容力がないように思う

数年前よりは、かなり充実している。

市民が求めている物に迅速に応えて欲しい。

老若男女と問わず人は国の宝、街の宝です。

もっと遊び心があってもいいと思う。

もっとＰＲしてもいいと思います。

いい施設が少ない

市民アンケート調査に選んで頂き、ありがとうございます。結婚を機に八戸に住んで半世紀になりますが八戸は、寒さを除けば大変
住みやすい街です。鴎盟大に入学して、行事で（遠足、見学）沢山のところに行き、八戸の良さを見せて頂き、本当にありがとうござい
ました。意外と地元の人でも気づかずにいるのはチャンスがないからかなと思いました。又、八戸大使の方々の略歴を見ていると優
秀な方々が頭脳流失しているのを残念に思ったり、県外で活躍している事に誇りを持ちます。八戸のために小林市長さんのようにＵ
ターンとまではいかなくても、グローバルな視点でアドバイス頂けたらと勝手に思ってます。政策推進課の皆様、ご苦労さまです、パワ
フルな八戸になる事を祈念しております。

私が現状を知らないため、判断できないことが多いと思いました。次の世代を育てる、後継者の育成にも力を入れて欲しいです。
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自由回答

子供達が自信を持って八戸出身ですと言える様な街になってほしいものです。若者達は考えていますよ。もう少し若者達の考えに耳
を傾けてみて下さい。一人、一人が、向上心を持ち、上をめざそうとすれば良いと思います。人も、街も統一感が必要です。思いつくま
ま書いてしまい、まとまりのない文章になってしまい申し訳ありません。八戸の発展を願っております。諦めず、こつこつと、前向き
に！！

他県から見るとすべての項目が出遅れ感がある。

多種多様な事が行なわれているのは新聞やテレビ等で分かりますが、実際にそれが実を結んで進行しているのかなと思います。一
つ一つ別々にＰＲするのではなく、市全体をＢｉｇに東京・大阪のアンテナを使って、税金を使う事になると思うが番組を組んだらと思い
ます。私の思うに、昔もそうであったが大学の教授は極端な机上計算でしか物事を言わない。あまりアテにならないと思う。現状を見
て将来を考えてくれる、生活にあった事を言える機関に依頼した方が良いと思います。

何んでも行政頼りの考えは凝問、議論の必要有り！

現代的に新しくするよりも、今のものをずっと残っているような八戸だったら安心します。

全国各地の議員の言動や行為が問題となって騒がれているこの頃、八戸市のまちづくりに大きく影響を及ぼす方々は大丈夫なの
か。行過ぎにならない程度に行いを市民に伝えたほうが良いのではないか。間違いがおこらないために。

何でも出来ていると思うけど私が知らないだけだと思います。八戸も住みよい街になり、人も集まって、田舎もなければ私達の居る所
もあって明るい賑やかな所にして下さい。仕事ご苦労様です。歩けないのが困まります。足を丈夫にして働いて下さい

現状の分析をする。他の真似はだめ。

６月から八戸に住み始めたため、今の八戸の現状についてはほとんど判断できず申し訳ありません。八戸市が今後住みやすいまち
になりますようによろしくお願いします。

市財政を見据え、身の丈に合った物（ハコ物）を計画していただきたい。

八戸市民の為いろいろありがとうございます。今後、市開発等計画など身の丈に合った箱物や予算を見据え責任をもった市企画開発
を望みます。

取り組んでいるとは思うが、それがよくわからない。見える化していく必要がある。

教育・文化・スポーツや健康・子育て、観光・魅力的な中心街も基は家庭がしっかりしている事。家庭がしっかりするには、きちんと職
につく事が出来、安定した収入を得る事がベースとなると思います。まずは、基・ベースとなる雇用の場が安定して確保出来る様、地
域産業の振興を図り、そこから自然的に教育・文化・スポーツ・健康・子育てへと発展していく様な施策をして頂きたいと思います。そ
うした基礎的部分がしっかりした中から発展した“まち”が真の元気な都市だと思います。

産業、教育、医療、福祉、防災、住環境、皆重要であるが、総花的に施策を行うのでなく重点目標の選択に英知を期待する。市行政
に直接携さわる市職員全員に鮮烈な使命感の感じられる役所にして欲しい。

八戸港にも浅虫にあるような、魚釣専門の場所を望みます。

全て、自分の時間に余裕（経済的にも）がある事が、気持ちを始め、体も、この分野、（項目）で賛同できる。（大きな目で見た時）

もう少し時間的にゆとりのある計画が欲しい。一般市民の声をどれだけ集められるか（少しでも具体的に）が問題と思う。子供から年
配者まで広い範囲で考えて欲しい。

いつ、どこで何が行なわれているのか、全然わからないのでもっとアピールしてほしい

様々な活動があるように思いますが、果して、市民の何％の人間が参加しているかと言うと、かなり少ないパーセンテージになるよう
に思います。ほとんどが限られた人達のように思います。活動時間や活動場所のもっと、利用しやすい環境が必要と思われます。形
骸化、形式化されているだけで、もっと身近な実質さを感じられません。

一部の人たちの参加で、あまり中身が良くわからない。参加したくても情報がない

何かのイベントに参加したくとも、八戸の職場で、土曜日などの休日がほとんどなく、参加する気持ちが持てない。

定員にしばられて、自己の自由時間にいつでも参加出来るようにしてほしい。

- 142 -



-143- 

６．アンケート調査票 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

市民アンケート調査ご協力のお願い 
 

 

 
 

皆さまには、日頃より市政にご協力いただき、ありがとうございます。 

  

当市では現在、第５次八戸市総合計画（計画期間：平成19年度から平成28年度）をも

とに計画的な行政運営を進めていますが、人口減少やグローバル化の進展、情報通信技

術の革新など、当市を取り巻く社会経済情勢は大きく変化しています。 

このような状況を踏まえ、当市は今年度から、平成28年度を初年度とする第６次八戸

市総合計画の策定に着手しました。 

総合計画とは、市の目指すべき将来像とその実現に必要な諸施策の方向性を定めるも

ので、市政の最も基本となる計画です。 

 そこで、総合計画策定の基礎資料として活用させていただくため、市民アンケート調

査を実施することといたしました。 

 今回、当市にお住まいの18歳以上の方から無作為で6,000人を選ばせていただいてお

ります。ご回答の内容は、すべて統計的に処理し、プライバシーの保護はもとより、他

の目的に利用することは一切ございませんので、ご協力いただきますようお願いいたし

ます。 

 

                      平成26年7月 八戸市長 小林 眞 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ このアンケート調査は、８月17日（日）までに同封の返信用封筒で返送（切手不要）して

ください。 

○ 調査に関するお問い合わせは、下記までお願いいたします。 

八戸市総合政策部政策推進課（谷崎・中野） 

〒031-8686 八戸市内丸一丁目１－１ 

（電話）43-2111（内線 670）  （FAX）47-1485 

E-mail:seisaku@city.hachinohe.aomori.jp 
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ご記入にあたってのお願い 
 

○ 宛名のご本人がお答えください。 

○ 質問ごとに、あてはまる番号等に○を付けてください。 

 
 （記入例１）選択項目から３つまで選択する質問 → 問１～問２が該当 

問 あなたは、○○○○○○○○と思いますか。下の選択項目の中から、あなたの考えに近い

ものを３つまで選び、あてはまる番号に○を付けてください。 

＜選択項目＞ 
 
   ①○○○○○○ 

   ②□□□□□□ 

   ③△△△△△△ 

   ④●●●●●● 

   ⑤■■■■■■ 

   ⑥▲▲▲▲▲▲ 

   ⑦その他（具体的に： ▼▼▼▼▼▼） 

   ⑧わからない 

 
 （記入例２）ア～オの評価項目から１つ選択する質問 → 問３の（1）～（6）が該当 

問 あなたは、それぞれの設問項目について、現状をどのように評価し、今後どのくらい重要

であるとお考えですか。下の表の設問項目ごとに、現状評価と今後の重要度の両方につい

て、ア～オの選択肢の中から、あてはまるものを一つずつ選んで○を付けてください。 

現状評価・今後の重要度

 

 

 

 

 

 

 

 

設問項目 

八戸市が「こうなっている 

と良い」と考えられる状態 

現状評価
（ア～オの一つに○） 

今後の重要度 
（ア～オの一つに○） 

十
分
満
た
さ
れ
て
い
る 

ま
あ
ま
あ
満
た
さ
れ
て
い
る 

あ
ま
り
満
た
さ
れ
て
い
な
い 

ほ
と
ん
ど
満
た
さ
れ
て
い
な
い 

判
断
で
き
な
い 

特
に
重
要
で
あ
る 

や
や
重
要
で
あ
る 

あ
ま
り
重
要
で
は
な
い 

重
要
で
は
な
い 

判
断
で
き
な
い 

○○○○○となっている。 ア イ ○ウ エ オ ア ○イ  ウ エ オ

□□□□□□となっている。 ア ○イ ウ エ オ ○ア イ ウ エ オ

△△△△△△△△となっている。 ア イ ウ ○エ オ ア イ ウ ○エ オ

●●●●●●となっている。 ○ア イ ウ エ オ ア ○イ  ウ エ オ
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１．八戸市のまちづくりについてお聞きします 
 

問１ あなたは、今後、八戸市が将来的に、どのようなまちを目指したら良いと思いますか。下の

選択項目の中から、あなたの考えに近いものを３つまで選び、あてはまる番号に○を付けて

ください。 
 
 
  選択項目 

   ①町内会、ボランティア、市民活動団体の活動が盛んな「支え合い・助け合いのまち」 

   ②子どもから高齢者まで、幅広い学習・教育機会が充実した「生涯学習のまち」 

   ③歴史や伝統、芸術・文化を活かした「歴史・文化のまち」 

   ④スポーツが盛んで、楽しむ機会に恵まれている「スポーツのまち」 

   ⑤さまざまな産業が盛んで活気にあふれる「産業のまち」 

   ⑥中心街などに人々がつどい、都会的な雰囲気のある「にぎわいのまち」 

   ⑦観光資源が充実し、全国各地から多くの人が訪れる「観光のまち」 

   ⑧医療サービスが充実し、健康づくり活動が盛んな「健康のまち」 

   ⑨高齢者や障がい者などにやさしい「福祉のまち」 

   ⑩安心して子どもを産み、育てることができる「子育て支援のまち」 

   ⑪自然を大切にし、再生可能エネルギーの普及などに積極的に取り組む「環境のまち」 

   ⑫地震や風水害等の災害に強く、治安が良い「安全・安心なまち」 

   ⑬その他（具体的に：                               ） 

   ⑭わからない 
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問 2 あなたは、八戸市のどのようなところに「魅力」を感じますか。下の選択項目の中から、あ

なたの考えに近いものを３つまで選び、あてはまる番号に○を付けてください。 
 
 
  選択項目 

   ①活発な市民活動（町内会、ボランティア、市民活動団体など） 

   ②豊かな自然環境（里山、森、川、海など） 

   ③歴史や伝統文化（史跡、文化財・国宝、郷土芸能など） 

   ④芸術・アート（音楽、演劇、現代アートなど） 

   ⑤スポーツ（スケート、レスリング、サッカーなど） 

   ⑥都市サービス（ショッピング、飲食、各種サービスなど） 

   ⑦高等教育機関（大学、工業高等専門学校など） 

   ⑧陸・海・空の交通拠点（高速道路、新幹線、八戸港、三沢空港など） 

   ⑨全国に誇れる特産品（八戸前沖さば、せんべい汁、いちご煮など） 

   ⑩新鮮な地元食材（農畜産物、魚介類など） 

   ⑪全国有数の水産都市 

   ⑫北東北随一の工業集積 

   ⑬豊富な観光資源（三社大祭、種差海岸、朝市など） 

   ⑭北東北を牽引する拠点都市 

   ⑮その他（具体的に：                               ） 

   ⑯わからない 
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問３ 現在、八戸市が取り組んでいるまちづくりについて、将来の八戸市が「こうなっていると良

い」と考えられる状態を 6 つの分野ごとに整理しました。 

あなたは、それぞれの設問項目について、現状をどのように評価し、今後どのくらい重要で

あるとお考えですか。下の表の設問項目ごとに、現状評価と今後の重要度の両方について、

ア～オの選択肢の中から、あてはまるものを一つずつ選んで○を付けてください。 
 

（１）自治体運営に関する分野 

 

現状評価・今後の重要度 

 

 

 

 

 

 

 

 

設問項目 

八戸市が「こうなっている 

と良い」と考えられる状態 

現状評価 

（ア～オの一つに○） 

今後の重要度 

（ア～オの一つに○） 

十
分
満
た
さ
れ
て
い
る 

ま
あ
ま
あ
満
た
さ
れ
て
い
る 

あ
ま
り
満
た
さ
れ
て
い
な
い 

ほ
と
ん
ど
満
た
さ
れ
て
い
な
い

判
断
で
き
な
い 

特
に
重
要
で
あ
る 

や
や
重
要
で
あ
る 

あ
ま
り
重
要
で
は
な
い 

重
要
で
は
な
い 

判
断
で
き
な
い 

①市民と行政が適切な役割分担のもと協力し

合い、まちづくりを進めている。 
ア イ ウ エ オ ア イ ウ エ オ

②町内会での防犯・防災活動や環境美化な

ど、地域の自主的な活動が活発に行われて

いる。 

ア イ ウ エ オ ア イ ウ エ オ

③ボランティアや市民活動団体（NPO）がまち

づくりの担い手として活躍している。 
ア イ ウ エ オ ア イ ウ エ オ

④広報はちのへなどを通して、市政情報が適

切に市民に提供されている。 
ア イ ウ エ オ ア イ ウ エ オ

⑤広聴制度により、市民の声が行政に反映さ

れている。 
ア イ ウ エ オ ア イ ウ エ オ

⑥市役所の窓口での説明や各種手続きがわ

かりやすくなっている。 
ア イ ウ エ オ ア イ ウ エ オ

⑦圏域の中心都市として、近隣市町村との連

携や交流が活発に行われている。 
ア イ ウ エ オ ア イ ウ エ オ

 
 

＜自治体運営に関する分野について、ご意見などがありましたら下の枠内にご記入ください＞ 
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（２）教育・文化・スポーツ・国際化・男女共同参画に関する分野 
 

現状評価・今後の重要度

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設問項目 

八戸市が「こうなっている 

と良い」と考えられる状態 

現状評価 

（ア～オの一つに○） 

今後の重要度 

（ア～オの一つに○） 

十
分
満
た
さ
れ
て
い
る 

ま
あ
ま
あ
満
た
さ
れ
て
い
る 

あ
ま
り
満
た
さ
れ
て
い
な
い 

ほ
と
ん
ど
満
た
さ
れ
て
い
な
い 

判
断
で
き
な
い 

特
に
重
要
で
あ
る 

や
や
重
要
で
あ
る 

あ
ま
り
重
要
で
は
な
い 

重
要
で
は
な
い 

判
断
で
き
な
い 

①子どもたちが確かな学力と、知･徳･体の

調和のとれた力を身につけている。 
ア イ ウ エ オ ア イ ウ エ オ

②大学等と行政が連携したまちづくりが

行われている。 
ア イ ウ エ オ ア イ ウ エ オ

③公民館活動や各種講座により、生涯を通

じて学び続ける機会が充実している。 
ア イ ウ エ オ ア イ ウ エ オ

④芸術・文化に親しむ鑑賞機会や活動機会

が充実している。 
ア イ ウ エ オ ア イ ウ エ オ

⑤市民がスポーツに親しみ、楽しめる環境

が整っている。 
ア イ ウ エ オ ア イ ウ エ オ

⑥外国の文化・歴史・言語等の学習を通じ

て、国際理解が深まっている。 
ア イ ウ エ オ ア イ ウ エ オ

⑦男女が性別にかかわりなく、能力を発揮

できる社会ができている。 
ア イ ウ エ オ ア イ ウ エ オ

 

 

＜教育・文化・スポーツ・国際化・男女共同参画に関する分野について、ご意見などが 

ありましたら下の枠内にご記入ください＞ 
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（３）産業・雇用に関する分野 
 

現状評価・今後の重要度

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設問項目 

八戸市が「こうなっている 

と良い」と考えられる状態 

現状評価 

（ア～オの一つに○） 

今後の重要度 

（ア～オの一つに○） 

十
分
満
た
さ
れ
て
い
る 

ま
あ
ま
あ
満
た
さ
れ
て
い
る 

あ
ま
り
満
た
さ
れ
て
い
な
い 

ほ
と
ん
ど
満
た
さ
れ
て
い
な
い 

判
断
で
き
な
い 

特
に
重
要
で
あ
る 

や
や
重
要
で
あ
る 

あ
ま
り
重
要
で
は
な
い 

重
要
で
は
な
い 

判
断
で
き
な
い 

①農林業の後継者の育成が行われ、農林業

経営の生産性や効率性が高まっている。
ア イ ウ エ オ ア イ ウ エ オ

②飼料基地などの立地特性を生かした畜

産業の振興が図られている。 
ア イ ウ エ オ ア イ ウ エ オ

③漁業の後継者の育成が行われ、漁業経営

の改善が進んでいる。 
ア イ ウ エ オ ア イ ウ エ オ

④特色のある農産品や水産品、土産などの

ブランド化が図られている。 
ア イ ウ エ オ ア イ ウ エ オ

⑤新事業や新分野に挑戦するなど、意欲的

な中小企業が増えている。 
ア イ ウ エ オ ア イ ウ エ オ

⑥企業誘致により、多くの企業が立地し、

地域産業の振興が図られている。 
ア イ ウ エ オ ア イ ウ エ オ

⑦新たな事業（ビジネス）を生み出すため、

企業・大学・行政の連携が進んでいる。
ア イ ウ エ オ ア イ ウ エ オ

⑧品揃えが充実した店舗が立地し、魅力的

な商店街が形成されている。 
ア イ ウ エ オ ア イ ウ エ オ

⑨岸壁や防波堤などの港湾施設が充実し、

貿易が活発に行われている。 
ア イ ウ エ オ ア イ ウ エ オ

⑩観光ＰＲ等により、知名度が高まり、首

都圏などから訪れる人が増えている。 
ア イ ウ エ オ ア イ ウ エ オ

⑪求職者が希望する多様な雇用の場が確

保されている。 
ア イ ウ エ オ ア イ ウ エ オ

 

＜産業・雇用に関する分野について、ご意見などがありましたら下の枠内にご記入ください＞ 
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（４）健康・福祉・子育てに関する分野 
 

現状評価・今後の重要度

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設問項目 

八戸市が「こうなっている 

と良い」と考えられる状態 

現状評価 

（ア～オの一つに○） 

今後の重要度 

（ア～オの一つに○） 

十
分
満
た
さ
れ
て
い
る 

ま
あ
ま
あ
満
た
さ
れ
て
い
る 

あ
ま
り
満
た
さ
れ
て
い
な
い 

ほ
と
ん
ど
満
た
さ
れ
て
い
な
い 

判
断
で
き
な
い 

特
に
重
要
で
あ
る 

や
や
重
要
で
あ
る 

あ
ま
り
重
要
で
は
な
い 

重
要
で
は
な
い 

判
断
で
き
な
い 

①健康診断の普及や健康教室の開催など

によって、市民の健康づくりに対する意

識が高まっている。 

ア イ ウ エ オ ア イ ウ エ オ

②高齢化が進む中、必要なときに必要な医

療を受けられる環境が整っている。 
ア イ ウ エ オ ア イ ウ エ オ

③介護予防に対する意識が高まり、介護予

防教室や生きがいづくりに参加する高

齢者が増えている。 

ア イ ウ エ オ ア イ ウ エ オ

④障がい者を受け入れる環境が整い、障が

い者が自立し、社会参加することができ

ている。 

ア イ ウ エ オ ア イ ウ エ オ

⑤低所得者に対する適切な生活支援が行

われ、自立する世帯が増えている。 
ア イ ウ エ オ ア イ ウ エ オ

⑥ニーズに対応した保育サービスや学童

保育、育児相談など、子育てを支援する

環境が充実している。 

ア イ ウ エ オ ア イ ウ エ オ

 

＜健康・福祉・子育てに関する分野について、ご意見などがありましたら下の枠内に 

ご記入ください＞ 
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（５）環境・防災・防犯・居住環境・交通に関する分野 
 

現状評価・今後の重要度

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設問項目 

八戸市が「こうなっている 

と良い」と考えられる状態 

現状評価 

（ア～オの一つに○） 

今後の重要度 

（ア～オの一つに○） 

十
分
満
た
さ
れ
て
い
る 

ま
あ
ま
あ
満
た
さ
れ
て
い
る 

あ
ま
り
満
た
さ
れ
て
い
な
い 

ほ
と
ん
ど
満
た
さ
れ
て
い
な
い 

判
断
で
き
な
い 

特
に
重
要
で
あ
る 

や
や
重
要
で
あ
る 

あ
ま
り
重
要
で
は
な
い 

重
要
で
は
な
い 

判
断
で
き
な
い 

①豊かな自然環境と空気や水などの生活

環境が良好に保たれている。 
ア イ ウ エ オ ア イ ウ エ オ

②家庭や企業において、ごみの減量化や節

電などの省エネルギーが進んでいる。 
ア イ ウ エ オ ア イ ウ エ オ

③地域において、太陽光発電などの再生可

能エネルギーの導入が進んでいる。 
ア イ ウ エ オ ア イ ウ エ オ

④災害時の危険箇所や建築物等の防災対

策が進み、災害に強いまちづくりが進ん

でいる。 

ア イ ウ エ オ ア イ ウ エ オ

⑤迅速かつ的確に対応できる消防・救急体

制が整備されている。 
ア イ ウ エ オ ア イ ウ エ オ

⑥防犯対策や交通安全対策が充実し、暮ら

しの安全が確保されている。 
ア イ ウ エ オ ア イ ウ エ オ

⑦道路や公園、下水道などの居住環境が整

備され、快適な生活を送ることができて

いる。 

ア イ ウ エ オ ア イ ウ エ オ

⑧路線バスの運行ダイヤ、運賃、運行情報

など、利用しやすい公共交通が整備され

ている。 

ア イ ウ エ オ ア イ ウ エ オ

 

＜環境・防災・防犯・居住環境・交通に関する分野について、ご意見などがありましたら 

下の枠内にご記入ください＞ 
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（６）東日本大震災からの復興に関する分野※ 
 

現状評価・今後の重要度

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設問項目 

八戸市が「こうなっている 

と良い」と考えられる状態 

現状評価 

（ア～オの一つに○） 

今後の重要度 

（ア～オの一つに○） 

十
分
満
た
さ
れ
て
い
る 

ま
あ
ま
あ
満
た
さ
れ
て
い
る 

あ
ま
り
満
た
さ
れ
て
い
な
い 

ほ
と
ん
ど
満
た
さ
れ
て
い
な
い 

判
断
で
き
な
い 

特
に
重
要
で
あ
る 

や
や
重
要
で
あ
る 

あ
ま
り
重
要
で
は
な
い 

重
要
で
は
な
い 

判
断
で
き
な
い 

①沿岸部や河川に防波堤や堤防などの津

波被害を少なくする施設が整備されて

いる。 

ア イ ウ エ オ ア イ ウ エ オ

②津波から安全に避難できる避難路や津

波避難施設などが整備されている。 
ア イ ウ エ オ ア イ ウ エ オ

③施設の耐震化や備蓄の充実など、被災者

の生活を支える避難所が整備されてい

る。 

ア イ ウ エ オ ア イ ウ エ オ

④防災訓練や防災教育により、市民の防災

意識が高まっている。 
ア イ ウ エ オ ア イ ウ エ オ

⑤災害時の広報・情報伝達体制が充実して

おり、速やかな避難ができるなど、必要

な情報を得ることができている。 

ア イ ウ エ オ ア イ ウ エ オ

⑥市内各地域に自主防災組織が結成され

るとともに、災害ボランティアの受入体

制が整っている。 

ア イ ウ エ オ ア イ ウ エ オ

 

※「（６）東日本大震災からの復興に関する分野」のアンケート項目は、八戸市復興計画におい

て、重点的に取り組んでいる「津波防災のまちづくり」や、「災害時の安全・安心な避難生活」

に関する設問項目を整理しています。 

 

＜東日本大震災からの復興に関する分野について、ご意見などがありましたら下の枠内に 

ご記入ください＞ 
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問４ この調査でお聞きしたことのほか、今後の八戸市のまちづくりについて、ご意見・ご提

案がありましたら、下の自由記入欄にご自由にご記入ください。 

 
＜自由記入欄＞ 
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２．あなた自身のことがらについておたずねします 
 ※調査結果を統計的に分析するために必要となりますので、必ずご記入ください。 
 

問５ あなたの性別、年齢、家族構成、お住まいの状況、職業についてお聞きします。下の表のあ

てはまる番号に○を付けてください。 

 
 

性 別 
 
  １．男  ２．女 

 
年 齢 

 

 
  １．18～19歳  ２．20～29歳  ３．30～39歳  ４．40～49歳 

  ５．50～59歳  ６．60～69歳  ７．70～79歳  ８．80歳以上 
 

家族構成 
 

 
  １．単身世帯  ２．夫婦世帯  ３．二世代世帯（親と子） 

  ４．三世代世帯（親と子と孫）  ５．その他（          ）
 

お住まい 
 

 
  １．三八城地区  ２．柏崎地区  ３．吹上地区  ４．長者地区 

  ５．小中野地区  ６．湊地区   ７．白銀地区  ８．鮫地区 

９．根城地区   10．是川地区  11．上長地区   12．市川地区 

13．館地区     14．豊崎地区  15．大館地区   16．下長地区 

17．南浜地区    18．南郷地区 

19．お住まいの地区名がわからない場合は、町内名をお書きください 

（      ） 

 
八戸市（※）

に お 住 ま
いの年数 

 

 
  １．１年未満  ２．１～４年  ３．５～９年 

  ４．10～19年  ５．20～29年  ６．30年以上   

※旧南郷村での居住年数も含みます 
 

職 業 
 

 

  １．農林畜産業  ２．漁業     ３．会社員・会社役員    

  ４．自営業    ５．公務員    ６．団体職員  

  ７．パート・アルバイト      ８．家事専業   ９．学生    

  10．無職     11．その他（                 ） 

 

アンケートにご協力くださいまして、誠にありがとうございました 


