
（１） 頻繁に使っていた。, 3, 

2%

（２） 時々使ってい

た。, 16, 13%

（３） 全く使っていなかっ

た。, 108, 85%

1.1 あなたは平舘地区の公民館を活用したことがありましたか？
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タイプライターテキスト
１．公民館に関する設問



（１） 地域の人との交流, 7, 

30%

（２） 趣味や学びの場として, 

11, 48%

その他, 5, 22%

1.2 上の1.1の設問で（1）や（2）と答えた方は、どのような目的で公

民館を利用していましたか？（複数回答可）

その他の内訳

・現在18歳で平舘出身で平

舘小中学校出身だから。

・小学生の時に何かの行事

で行きました。

・三厩地区在住

・健診

・自治会の集まり
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（１） 使いたい設

備がないから, 15, 

15%

（２） 忙しくて利用する時間

がないから, 8, 8%

（３） 公民館が利用できる時

間に空いていないから, 1, 1%

（４） 公民館は同じ人ばかり

が利用していて、入りにくい雰

囲気があるから, 2, 2%

（５） 地域で活動しているク

ラブ・サークル活動の情報がわ

からないから, 31, 30%

（６）地区外に居住して

いる、または居住してい

る場所から遠いため, 31, 

31%

（７）公民館があること、場所

や利用可否がわからなかったた

め, 6, 6%

（８）利用する必要がなかった

ため, 6, 6%

（９）使用料金が高いと

感じたから, 1, 1%

1.3 ２つ上の1.1の設問で（３）と答えた方は、公民館を利用しなかっ

たことに何か理由はありますか？
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（１） 住民同士のふれあい, 58, 

38%

（２） カルチャー施設として

の学びの場, 78, 52%

（３）その他, 15, 10%

1.4 これからできる施設ではどんなことを中心に活用していきたいで

すか？

その他の内訳

・目的次第

・体育館は卓球場にしてほしい

・活用しない

・買い物に行けないお年寄りのために週に1回くら

いの間隔で食品などを売ればいいと思う。移動式

スーパーなどはきているが、公民館で行うことで

広いスペースがあると地域の人同士で話すことも

増えるだろうし、賑やかな雰囲気を産むことがで

きると考える。

・集客力のある施設

・病院にしたい

・趣味、クラブ、サークル活動

・趣味、クラブ、サークル活動

・卒業生や地域の人が気軽に遊びに行ける場にし

てほしい。

・歴史資料館

・図書室、展示室（平舘小・中の歩み）

・コミュニティ、カルチャーとか一般町民は理解

していますか。
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1.5　どんなものがあればより魅力的な施設になると思いますか？（自由記述）

好きなDVD等を持ち寄って、大画面で鑑賞できるスペース（環境）を整えることによって、

仲間同士が楽しい時間を過ごすことができる。

幼児を遊ばせられるスペース

室内遊具　いわて子供の森みたいなの

外ヶ浜ジャッキーズが使えるために平舘ドームみたいな野球練習場や普通にスポーツやいろんなこ

①やりたいこと・チャレンジを支援する体制や設備が整っていること、②住民が気軽に集えるよう

な部屋や設備があること、③子供向けの遊ぶスペースがあること、④用事がなくてもふらっと立ち

寄れるような空気感をつくること、⑤アクセスがいいこと、⑥最低限の買い物ができること

健康増進に関する施設

人数は少ないとはいえ、平舘地区にも子供たちがいます。子供たちが長期の休みに利用できたり、

冬の外遊びが制限されるため、体を動かせるような事が出来たりするものがあればと思いますが。

図書室の本が残っていれば、貸し出しもして欲しいです。

図書館

ジムなどのトレーニング施設

平舘地区以外も

足を運びたくなるような

カルチャースクールなど

この公民館がその自治区の高齢者が歩いて来れる集まりやすい場所にあるとしとら、定期的な血圧

測定体力測定ができて、万相談所にもなり、生協の宅配サービスのような、移動販売などの購買が

出来る場所になるのも良いと思います。

飲食を提供するコミュニティホール。

トレーニングジム

図書館（室）

美術作品の展示、図書室、旧平舘小や旧平舘中やその前の校舎などの歴史の品、旧平舘中学校にも

ある美術品などを持ってくるのもよさそう。使用料をわかりやすく提示する。使っていない物品を

取り組み、目的次第

はっぴ会

学習、図書を閲覧、軽く運動、カフェとして利用

気軽に集まってお茶を飲んだり、軽食を食べおしゃべりできる場所など（お金にはならないでしょ

うね。営利目的ではなくボランティア的）

地域の小学生とか中学生の芸術作品とかを飾る青森県内出身のあんまり売れてなさそうな人のCDと

なんでも相談教室みたいなのがあればいいと思う。

どんなことでもまず、なんでも相談室に行けば次何をすればいいのか、どこへ行けばいいのか本当

に何でも相談できる場所、困っていなくてもどうすればいいんだろうってことがみんなあると思

う。

ここの設問では、公民館とあるが、小学校を公民館に使用するには大きすぎると思います。

全校舎を利用できるようなことが、できないかを考え、最終的には町外にPRしてはどうか。

公民館でなくてもよいのでは。
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事業（何か買ったり売ったりする）

企業に買取してもらい食品工場にすれば働ける人も出て活性すると思います。

軽スポーツ等の運動器具

特に高齢者に使えるように行事、イベント教室などあればいいと思う

カラオケ大会

廃棄したほうがいい。人口減少で使用する機会となるものがない。税金・人件費の削減

・簡単な軽食をとれるコーナー（コーヒー等のお茶だけでもＯＫ）

・図書を気軽に手にとれるコーナー

デイサービスグループホーム　・保健指導・栄養指導・衛生教育

テーマパーク的な施設

軽スポーツ、手芸、料理等教室、絵手紙、句会（川柳、俳句等）花や野菜の会等、折り紙

競馬のウインズのような場外馬券等販売施設

図書館静かでいいと思う

映画、音楽、茶道等、心を豊かにする講座が開かれる施設であってほしい

体力向上のためのフィットネスマシーン

あんま機など

車の利用が必要？

絵などの展示

健康器具の設備

一度に用事が足せたらいいかなと

（手続き、ふれあい、軽食など）

ストレッチ用具、リハビリ用具

住民の作った作品を常時飾っておける場所

購入したい人がいたら販売ができる場所

手芸作品、工作物、動植物に関する写真集等を見ながら飲み物が取れるティールーム

軽食、飲食のできる場所

メンバーをそろえる（男も女も）

スポーツする場所にしてほしい

昼ご飯を安く提供するカフェ

土日も開放する施設（働く方や、子供たちの利用を可能に）

陶芸教室、ボーリング場、映画館

一部を宿泊できるようにする

遊具設備

屋内外ともに軽スポーツ可能な施設

例.卓球台・ゲートボールなどの他

　遊具（滑り台・ブランコ・ジャングルジム等）

Wi-Fiがあればいいと思う。自動販売機（飲み物がほしい）

魅力ある人材の配置…施設は人による

産直施設
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仲間といつでも自由に使える施設

幕引に来た芸の民具、農具、漁具、林業道具等今のうちに収集して後世に残し、展示すべき

この地域に住んでいた動物、鳥等剥製も併せて

ギャラリー

書道塾や茶道塾などの学びの場
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（１） 住民同士の交流ができ

るもの, 126, 45%

（２） 異なる世代と触れ合え

る仕組み, 46, 16%

（３） 自身の学びや趣味、健

康などの知識や技術に関する企

画, 89, 32%

その他, 21, 7%

1.6 どのような取り組みや企画があるとうれしいですか？（複数回答

可） その他の内訳

・1.2.3はサードプレイス的な要素です。人が楽しみを見つけ

生活に輝きを与えるのは大切な事ですが、それと共に住民の

不安を少しでも軽減させる事ができるような事も良いと思い

ます😊

・生涯学習が充実される公民館事業の取り組み。

・美術品の展示会（今現在あるものと、一般公募で展示した

り）体育館もあるのでスポーツ祭、SNSで発信し、地域外の方

に意見を聞くのはどうだろうか？料理教室

・「交流」厳しいのでは。非接触がどんどん当たり前になっ

てきているため、交流もある程度制限されてしまう。また、

交流すること自体、コロナになってから少なくなってきてい

ると思う。

・特に高齢者に使えるように行事、イベント教室などあれば

いいと思う

・体を動かすもの

・何もなし

・カルチャー教室でできたものを時々販売することもできた

ら材料費の一部に充てるのもいいのではと思います。

・遠くても平舘に行かなければ体験できない企画

・自由に出入りできる仕組み

・特に希望はありません

・出店、イベント会場

・ライブやミニコンサート（アマチュアなら無料に近い）・

ビアガーデンや盆踊り・高齢者向けの学びの場（寿学校月一

回ぐらい定期的に）・土日子供向けの遊びの場・歌声喫茶

・3Ｂ体操・料理教室

・ソウルフード等の講習がいいです。赤飯の作り方、飯鮨の

作り方、鮫寿司等。昔懐かしい味がいいです。自分も作って

みたいと思うようになりました。

・学生が勉強したり、テレワーク等、落ち着いていれる環

境。（市内の図書館みたいなところ）

・海岸での地引き網体験等、登山

・ヨガ、カラオケ、絵画、料理、園芸（野菜の作り方など）

・手踊り、ギター、三味線等、書道、英会話、習い事やその

発表の場として利用できるとよい

・参加型、自分達が主体で楽しくできるものもあったほうが

よい。おしゃべりをしながらお茶を飲んで長居できる場所も

あったほうが良い。
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（１） 施設の利用者, 95, 86%

（２） 講座などの企画運営・

指導者, 8, 7% （３）その

他, 8, 7%

1.7 公民館を利用するにあたって、どのような立場で参加したいとお

考えですか？

その他の内訳

・登山の入山届受付、平日は役場の方にお願い

し、休日対応

・お料理教室・絵画教室

・何か利益を得るもの

・各家庭で使えないもの持ち込めるバーゲン

・エアソフトガンによる競技会

・生活するうえでの、マナーやルールについて

・障害者のスポーツの場として
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（１） 参加したい, 91, 78%

（２） 参加したくない, 25, 22%

2.1 健康増進プログラム（運動・座学）があれば参加したいと思いま

すか？
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104
タイプライターテキスト
２．体育館に関する設問



（１） 必要である, 78, 80%

（２） 必要ない, 19, 20%

2.2 マタニティ（妊娠されている方、妊娠を望んでいる方）向けの健

康につながる活用方法について
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（１） 必要である, 107, 91%

（２） 必要ない, 11, 9%

2.3 子どもの運動促進につながる活用方法について
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（１） 必要である, 95, 83%

（２） 必要ない, 20, 17%

2.4 町内外の交流機会を増やすため、町外の部活動等の合宿で利用す

ることについては
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2.5	ほかにもやりたいこと、参加したいことがあればお書きください（自由記述）。

高齢者の趣味

地域の皆さんでお泊まり会

スポレクの定期開催（年2回以上）

野球、サッカー教室など

今やりたい事が思い浮かびませんが、住民が「これをやりたい！」という事にNO！と言わないで

出来るだけやらせてあげれるように導いて欲しいと思います😊

交通手段の関係上、蟹田体育館でのイベントに参加。蟹田体育館でのイベントを充実してほしい。

登山の入山届け受付、平舘地区や外ヶ浜町内のおすすめ場所や案内図、平舘の歴史、現在、旧平

小・平中にあるものを展示。必要ないものがあり、使えそうなものはフリーマーケットよさそう。

地域の方にも声をかけて

クラフト作家による展示販売や、町内で制作している方を講師にクラフト教室を定期開催して、趣

味層の交流を図る

あんまり思いつかない。

マタニティの教室はすごくいいと思いました。

移住促進への取り組み

気軽に利用できるように一般開放してもらいたい。

それに伴い料金が発生してもいいと思う。

女子にはヒップダンスを指導者をつけてグループを作り、イベント参加、または大会へと

スポーツ、レクレーション

人口減少防止のため、他都道府県で成功している自治体の関係者を招いて（１週間程度宿泊）体験

を通して助言をもらう。

無し

グラウンドなどを整備することで、草野球や大学野球などの球場、練習場として貸し出すこと。

夏でも青森市内や弘前市内に比べて風が心地よく気温が涼しいことを生かして、体育館なども市内

のバレー・バスケットボールのクラブチームに安く貸し出したりすること。

１.５参照

・親子でできる運動

・合宿利用について、利用者がいれば必要だと思う

花見（桜）

校庭に桜の木があるから

ウォーキングコースの設定

趣味の場として編み物（鍵・針）

ショッピングセンター
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一度平舘に行ってみたいと思います。

どんなところかなと思っています。

2.4コロナ禍のため

2.4の必要であるに丸を付けましたが、これから子供たちが多くなることお期待して

子どもとのふれあいの場に参加したい
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2.6	町民の健康増進やスポーツ交流につながるお考えがありましたら、あなたのアイディアをお聞か

せください（自由記述）。

ウオーキング

筋トレの機械、クライミングの設備を置く

野球の練習場

介護予防の取り組み、新しいスポーツの企画

一人でいつでも行けて使用できるジ厶やマシーン

トレーニングやウォーキングなどができる設備を気軽に利用できるとよい

何でもやりたい事をやって下さい！ニュースポーツでもヨガ、ピラティス、ダンス、ボクササイ

ズ、、、、色々！

全町民が集うスポーツイベント。

村民体育祭楽しかった記憶あります。平舘音頭の復活、外ヶ浜のYouTube撮影で残しても面白そ

う。近くに温泉もあるので、体育館で体を動かし（走ったり）→温泉

ゲートボール（雨天の際は体育館でできるゲートボールに似たもの）

どちらかといえば、高齢者たちがスポーツ交流して、若い年代まで交流を図る。

学童の大会などの会場となればよい。

全然思いつかない

運動は無理強いしたらだめだからあんまりやる必要は個人的にはないと思います。

いろいろな場所、例えば役場前、公民館前などでラジオ体操を行う。

それに参加すると昔みたいに押印してもらえて、押印が何個になると外ヶ浜で使える商品券５００

円分ゲットとか。

区画をきめて、体育館の設備を使えるようにしてもらいたい。

小・中の学童に、野球、卓球等、サッカー専門のコーチをつける

世代によって行うスポーツは異なると思うので、簡単なものからいくつか選択できるようにする。

無し

ボッチャ

町外のチームに町のボランティアの人たちがお昼ご飯を提供してあげたりすると毎年来てくれるよ

うになったりする様になるのではないか。

体を鍛えるジム（最近はやっている）

時間が空いたときに自由に利用ができる。

（予約や申し込みが不必要な場所）

調理室を利用して、健康増進（食の在り方）

子供も大人も老人も一緒にできるのがいいと思います。

参加者にポイントを付与して商品券へ

スポーツをみんなで楽しみたい

ヨガ教室・ウォーキング大会

高齢者に適したグランドゴルフ

本格的な運動機械、トレーナーによる指導

図書館や資料館があればいいと思います。
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スポーツクライミングをできるようにする

冬季の居場所としてストーブ

意欲・企画に欠けている

佐藤弘道さんを呼ぶ。ブルー東京

芸能発表会

バレーボール、野球、等チームを組んで行うスポーツ、参加者を募り集まった人数でできるスポー

ツ大会

町民の地域対抗試合等全くないが、活性化にはなくてはならない企画だと思う。
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2.7 どんなものがあればより魅力的な施設になると思いますか？（自由記述）

ちゃぽらっと（湯の沢温泉）と連動した取り組み

運動公園

魅力的な遊具、ボーネルランド等

子供が遊べる施設

ホテルとかいいんじゃないですか？宿泊施設なとです。

使いたいときに気軽に使えるような予約方法や料金体系をつくる

青森市でもそうですが、鏡があるフローリングの部屋があると嬉しいです。

ダンスもそうですが、フォームの確認などダンス以外でも使えます！

片面鏡の部屋は貴重です。

夜の窓ガラスを鏡に見立てて練習してますが、全身が見えなくて不自由です。

公式試合が可能な施設。利用者に対する昼食等の提供できる施設。

今現在ある旧平小や平中の美術品や木版画これからも残して展示をしてほしい。平舘小の学生だっ

た頃、夏休み校舎に泊まり、とても楽しかった。

自身も60代中盤を過ぎる年頃なのでデイサービスではないけれど、体を多少リセットできるような

運動を指導してくれる教室・講座があれば参加したいと思います。

教室で生徒と同じ給食を食べることができる。（事前予約）

また、民間の出店者を募集して、カフェを運営してもらう。

勉強机とか椅子とかはあえて少しおけば自分の小学生のころとか思い出してちょっとはいいと思

たくさんのプログラムがあって、いろいろ選択しやすいと自分磨きにもなるし、種類が多くないと

意味がないと思う。

設備に伴う道具（例えばそれぞれのボールや卓球台、ラケット等）

山のもの海のものを売ってほしい

学童の合宿に活用したらいいと思います。

スポーツ後の入浴施設へ利用方法（無料化はどうか）

道具、球具など

インターネットのやり方を教えてくれるところ

スマホの指導

無し

気軽に通いができる、カフェがあれば楽しいと思います。

いまオリンピックで話題になっていたスケートボードなど、全国にあまり数が少ないスポーツの練

習場を作れば良いのではないか。

同上

使ってないシーツ、タオル、お茶入湯呑色々新品を買う

持ち寄り市場にする

1.5と同じ

広い校庭をキャンプ場

校舎利用のイベント（調理場とか作業場があるから）

気軽に利用できる簡単な運動器具
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ボルタリング、ボッチャ、夏でも冬でも楽しめるもの

ロコモ体操、インストラクターの常駐

卓球台、バレーボール

高齢者向けのゲートボール

シャトルバスなど車を持たない人でも利用できるようなもの

美術館

スポーツジムのような設備もいいと思う

小規模なキッチンスペース、料理を作りながら、または、漬物づくりなど

1-5と同じ

コンビニ、自動販売機

パソコン、スマホ教室。特殊詐欺被害にあわないようなことなど

体育館であるため、ある程度運動器具を設置して、老若男女関係なく体力向上の推進

年齢を問わずに行えるスポーツが望ましい

体力づくり機械の設備、個人では整備できない器具等を整備してやる。
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（１） 必要である, 116, 93%

（２） 必要ない, 9, 7%

3.1 町の災害時における健康・住・食といった「安全安心」を確保す

るために、学校跡を活用し設備を整えることに関して
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（１） 必要である, 119, 96%

（２） 必要ない, 5, 4%

3.2 災害時にも「必要な医療体制」がとれるように、地域医療機関と

連携し対応できる設備を整えることに関して
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（１） 必要である, 118, 98%

（２） 必要ない, 3, 2%

3.3 災害時に必要な情報収集や連絡ができる緊急時にも「機能する放

送通信」の設備を整えることに関して
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（１） 必要である, 120, 98%

（２） 必要ない, 3, 2%

3.4 避難生活でも不自由なく快適な生活レベルが持てるよう「物資や

資材」を調達し、備蓄する設備を整えることに関して
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（１） 必要である, 116, 97%

（２） 必要ない, 4, 3%

3.5 被災後、早く普段の生活に戻れるように「行政的な手続き」も丁

寧に対応する相談窓口を整えることに関して
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3.6	みなさんの緊急時の生活は上記の5項目で間に合いますか？ほかに必要と思われるものがあれば

お書きください

防災無線放送が自宅にいると、ほとんど聞こえない。緊急時には役に立たないので、各家庭にス

ピーカー等を設置して避難できる体制を整えてほしい。

非常電源と避難訓練

緊急時の避難場所等の確認、避難訓練の実施

上記とか関係無いかもしれませんが、平舘舟岡地区、放送があっても聞こえません。緊急時に放送

があっても分からない家庭が多いと思います。

まずは、放送のスピーカーの場所を設置見直しして欲しいです。

自力で避難が出来ない人はどうすれば良いのか

年齢に関係なく女性への配慮

些細な事でも相談できる環境

その時に何が必要か、なってみないと解らないですね。

旧平舘小学校の避難所は問題ないが距離的に離れた地区への避難所の整備。

間に合わなくても、一時的に過ごせればいい。何から何までそろえることは難しいと思うので。

間に合うと思う。

平舘地区における総合的な避難訓練の実施。年に１度、人の移動のみの訓練

消防署、町防災担当による講義、災害時の手順など

緊急時はみんな、不安でいっぱいだと思います。

ひとまず安心できる場所を、高齢者も多いのでそれなりに物品の用意をしてほしい。

思いつかない

最低限必要なものリストを作り、町で配給できるものは、定期的に配給し、全町民が自宅に準備で

きている状態になっているのは安心だと思う。

物資のストック（食料、毛布、段ボール、みず、ペーパー系）

体験して非常食などを食べること

なし

問うまでもなく、上記に関しては全部必要なことではないでしょうか。

携帯電話の充電ができるスペース（自家発電）

ペットなどの対応

トイレは和式の場合は洋式のカバーの準備

（足腰が不自由な方が多いのでは？）

3.2医療機関に多額の医療費が必要と思われますが...

3.3たらい回しにならないよう願いたいです。

緊急無線が聞こえません。

無線の配置場をもう少し間隔を狭くしてほしい。

各自治会で避難させるための一時的活動育成

3.3について聞き取れないこともある、はっきり聞こえない
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3.1既存の施設内容で充分だと思います。

3.3室内受信機が必要だと思います。

3.4ワンタッチで開け閉めできる。今格安のテントがあれば体育館で多人数でもプライベートも保つ

ことができるのでは？

ペットに対するスペース

何人その施設を利用するか。人数が少ないところに多くの資金を使うのもどうかと思うので、人口

に見合ったものでよい。

非常用発電機、情報を得るためのインターネット環境

避難す時ペットも一緒に

避難所までの道のり車で行ける人などはいいとして、歩いていくのは年寄りの人は大変だと思う。

3.3役場本庁と機能が被らないのか

3.4この件は、三厩、蟹田でも必要なこと。平舘公民館だけのことではない

3.5本庁の業務の中で行うべき

動物の保護（動物も家族の一員です）

あると思いますが、今は考えが浮かびません

すみません

決まったことを放送する、書物を個別に配布するだけでなく、普段から密になるような充実した指

導をしてもらいたい。交通手段も考慮してほしい。

平日でも、土・日・祝日・祭日に関係なく、役所の業務が機能していること。

学校の位置図面なく、施設の平面図なく設問に答えようとした。有識者の資質が疑われるが、海岸

線1本道路で陸の孤島といわれる地区を避難場所とするには道路の整備等、交通対策など考えれ

ば、その地域の避難所でよろしいのではないか。
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4.1 公民館・体育館・避難所といった機能に関わらず、平舘小学校の利活用について、ご意見があ

ればお聞かせください。

取り組みが遅い。早急に！

町の教育委員会を置く、テレワーク用に貸し出す

早く使用したいという方もいるようなので、設備等を整えたうえで、使える部分から早めに開放し

ていくのがいいのではないか。

夏場の海水浴や、キャンプに来たお客様の宿泊場所に提供。（夏休み期間中のみ）

宿泊のみ、寝袋等持参であれば可能ではないでしょうか？

校庭にドッグランや公園

小さい美術館みたいな機能があったらいい

コスプレイヤーの撮影会や、結婚式、文化祭、地域のスポーツ大会、コンサート、何でも出来ると

思います😊

主に利用する平舘地区の方が何を求めるかでは。蟹田地区、三厩地区の施設整備。

早く実施して欲しい

今現在旧平小・旧平中にある美術品も生かし、一般公募した作品とともに展示会。お料理教室、ス

ポーツ大会、町外の方へも部活などで貸出。これからどのように活用したらいいか、町民だけに絞

らず、町外の方の意見も聞いてみるといいと思うので、小学校の開放（公開）をし、実際場を見て

もらい、意見を聞けると広がりそう。2.3→とても良いと思います。2.4→とても良いと思います。

3.3→？3.4→必要ではあるがたくさん備えなくてもいいのではないかな。3.5→？

学校であったので、この地域に必要な分野の学生を受け入れる全寮制の学校にしたらどうか？（リ

ハビリ専門分野など）そのリハビリだけに特価すればかなり遅れている後進地域。2.1→特に必要な

い　3.1→健康・住・食といった「安全安心」は必要ない。

2.7で書いたことと同じです。

一度も利用したことがないので、お答えできません。申し訳ございません。

3.1→どの程度整備するか、これ以上お金をかける必要はないのではないか。今ある状態でどの程度

整備が必要か見積もることが先ではないか。

3.2→地域医療機関と連携というのは外ヶ浜中央病院ということ？

3.3→各自携帯があるからそれ以外の通信機器が必要ということか？

高齢者が多い地域なのでアンケートの言葉がもっと具体的だと設問がわかりやすいと思う。年齢に

１０歳以下～７０歳以上と幅広いが、年齢が低い人は回答しにくいのでは？

どの施設を作るにしても、平舘小学校の歴史は、必ず残すべきであり、大切にすることだと思いま

す。

歴史年表、写真など目に見える形で残すことが必要不可欠。

卒業生の思い出を大事にすることにつながると思います。

アンケートの結果を見ていい案を組み合わせていいところにしてほしい

避難所といっても、行ったところがないところでは、いざというときに場所をわからないのでは困

るので、普段何かと利用し、いざというときに速やかに行ける、安心できる場所にしてほしい。

- 27 -

104
タイプライターテキスト
４．その他



検討委員会から結果が出てから、町民アンケートを募るのは事務上逆ではないか？

結果が出て、アンケートを取ると検討委員会の開催した意味がなく、町の予算をかけて委員会で決

めたものを別な意見がアンケートで出てきたときに誰がそれを決めるのか、町側の考え方がわから

ない。

私は先に町民からのアンケートを取ってから委員会にかけるべきだと思う。

今後の健闘を祈る以上

小学校を公民館や、平舘支所としてりようしてみては

町の特定健診や、がん検診で使ってもいいと思う。

・福祉施設としての活用はどうか

・全国から募集したらどうか

何か生産して収入を得る

１２月から２月までの冬季のイベントや、雪下ろしなどのボランティア

なし

高齢者が多いので、老人ホームとかデイサービス等活用できる場所だといいと思います。

アンケートの冒頭に建物の立地場所、海抜、概要などの説明がほしかった。

いろいろなカルチャー教室に通うためのバスを利用したい人に便利なように町のバスを有料でもい

いのでバスが行くようにしたらいいと思います。（年間または半年分のパス等を出してもいいので

卒業生が誇れるような施設にしてください。

広場（畑にキウイ、イチゴなど）

まずは図書室の開設を。いっぱい本が読みたいです。

年寄りは、利用バスがないと、ほかの地区は利用できません。

1と2は必要ないと思います。

高齢化が進み順句が少なくなっているのに、維持費やスタッフの確保ができますか？

疑問です。

小学校は平屋で使い勝手がよく、そこに全部が集まっていれば使いやすいと思うが、平舘地区で津

波の避難所としては心配なところです。

ドックラン

図書室

施設利用者の送迎するために、ワゴン車、マイクロバスを準備し、利用者にあった時間設定

平舘小学校に、魚、野菜、肉、お菓子、その他、いろんなものを安く売ってほしい

グラウンドで朝市開催を！

フリースクールような学校になじめない子供たちの居場所

町が運営する高齢者や障害者が住めるように整備し、医療、福祉が行き届く施設があってもいいと

思う。

避難場所としては中学校が適しているようにおもう。学校を民間に売却すると産廃に使われないよ

うしっかり吟味してもらいたい。今の三厩保育園のようにならないように。私の案はふとん一式貸

してくれる所が欲しい。お盆と正月や連休にかえってきたら必要だから
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スーパーマーケットがあればとても便利だといつも思う。

マエダ蟹田店までだと、バスもなく遠い。

できれば、配達（買い物したもの）のサービスもあればとてもよい。

また、町営バスも立ち寄ってくれればと思います。

ATMの設置も考えてほしい。（年金日などにも便利だと思う）（商品はすべて割安で）

例として散歩中、ふと休憩したいなと思ったとき（美術品、音楽、図書など充実させたもの）カ

フェ的教室もあれば、お茶をいただきながら鑑賞etc堪能できれば町民に安らぎの時間が生まれ、個

人的には素敵な一日になると思う。

意見に添った進行をしてほしい。

真実を報告してほしい。

人口が減り、高齢化が進むことで町の収入が減り、支出が増える。

今後において今のままの建物の大きさでは機能の維持が困難になると思います。

施設料の軽減や、企業や民間への建物の貸し出し等も考えたほうが良いと思う。

小学校の活用方法等の町の判断が遅い。

役場職員のコネ採用、天下り、県・町会議員による圧力等、悪しき習慣がなくならなければ、何を

やってもいい施設、いい町にならないと思う。

先般、蓬田村でトマトの培養でテレビで全国放送されたような思い切った、農林水産にかかる培養

施設の整備（マイタケ、サーモン、ナマコ、山菜ではうわばみ草など）により人口の増加、活性化

を図ってもらいたい。
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（１） 男性, 61, 47%

（２） 女性, 68, 53%

5.1 あなたの性別はどちらですか
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（１） 10歳代以下, 3, 2%
（２） 20歳代, 5, 4%

（３） 30歳代, 6, 5%

（４） 40歳代, 9, 7%

（５） 50歳代, 21, 16%

（６） 60歳代, 36, 28%

（７） 70歳代以上, 50, 38%

5.2 あなたの年齢はおいくつですか？
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（２） 平舘地区, 56, 43%

（１） 蟹田地区, 59, 45%

青森市, 1, 1%
（３） 三厩地区, 

14, 11%

5.3 あなたのお住いの地区はどちらですか？
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（１） 自営業, 13, 

11%

（２） 会社役員・経営者, 4, 3%

（３） 会社員・公務員, 21, 17%

（４） パート・ア

ルバイト, 17, 14%

（５） 専業主婦

（夫）, 13, 10%

（６） 学生, 3, 2%

（７） 無職, 54, 43%

5.4 あなたの職業についておたずねします。
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