
№ 内容

1
無線放送は家の中ではほとんど聞こえません。無線が始まるとなるべく戸外へ出て聞くようにしています。風の強さや天候

にも左右されていると思います。放送する時は、なるべくゆっくり高い声で連絡することを望みます。放送場所をもう少し

増やしたら良いのでは…

2 放送が聞きにくい時があるので放送と同時にインターネット等で情報が分かれば助かります。よろしくお願いします。

3 風向きによっては何の放送がされているか分からないことがよくある。

4 家の中で家事、テレビ、エアコンなどの音で放送は聞こえません。もちろん緊急避難などの放送も聞こえません。

5
反響して何を言っているのか聞こえづらい。時報のチャイムは特に気にしていない。どちらでもよい。（地震とか）緊急の

チャイムはびっくりする。気持ち悪い。

6 外で遊んでいても帰宅する時間の目安になって良い。

7
地震の時など地域や風向き等の影響でか放送が聞こえづらいときがあります。もう少し音量を大きくするとか、はっきりと

分かりやすく話す等工夫が必要になるかと思います。

8
18時のチャイムは子供が帰宅しなければいけないとされる時間（夏は18時・冬は17時？）に合わせて鳴らしたほうがよ

い。以前住んでいたところはそうしてた。

9
残念ながらテレビを付けているとほとんど聞こえない。20時のチャイムにはつい最近気付いたくらいです。何か危険を知

らせる時はもっと音量を大きくしているのですか？

10 ⾧い間今の状態に慣れているので無くなると困るような気がします。

11
（音質・声質・スピーカー同士の干渉など）聞き取り難さを感じる。各地区ごと具体的な避難場所や指示を明確に伝えるべ

き。

12 声がはね返って聞きづらい。

13 最近は防音工事等で聞こえ難くなっているので大きくした方がいいと思う。

14 人によって聞き難いときがある。早口！（何を言っているのかわからない）。話し方の訓練必要！

15
回覧板をなくして行政無線で放送してほしい。動作点検のためであれば1日1回でいいと思う。世の中暗いので明るいメロ

ディーに変えるのも気分転換にいいと思います。いつもお疲れ様です。ありがとうございます。

16 おいらせ町は家の中にある様です。三沢市は防音工事で室内は聞き難い。

17 ときどき聞こえ難いことがあるので改善してほしい。

18
台風や暴風時の注意喚起の放送が聞き取りづらいので工夫できないか？（雨音でかき消されたり風に流されてよく聞こえな

い）

19
警報の音量が小さく聞き取り難い。たまたま屋外に居れば聞こえるが悪天候で屋内に居れば警報が出ていることは分かる

が、内容は聞こえない。

20 在宅仕事をしている私にとっては定時に流れる放送は生活のリズムを整える上で役に立っています。

21
音量が高すぎる。時間意識は個人差行動歴に依り違うので音によってストレスを感じる。1日内の単位時間を音で区切るの

は昔じゃないのであまり好感が持てない。昼12時と夕18時でせめてよいのではと思われる。

22 無線放送については特にないのですが、三沢市内の電柱で良いので海抜何ｍか取り付けてほしいです。

23
防災行政無線放送は必要と思います。大人も子供も放送で同時に現況を知ることが大切です。防災はもとより、異常気象、

事件・事故等を防災無線で同じ時間に知ることが大切であると思います。

24 メロディ選曲で久しぶりにすべての曲をYouTubeで聞き直して楽しかった。

25 スピーカーの向き（方向）が悪いため聞こえが良くない。

26 もっとはっきり聞こえるようにしてほしい。

27
無線放送はスピーカーが近い人はいいが少し遠くなると何を言っているのかわからない。緊急の場合などテレビに流すこと

はできないですか？私は耳が悪いのでスピーカーはほとんど聞き取れません。

28 家の中に居ると聞こえ難いので音量を大きくしてほしい
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29 家の中だと聞きとれないことが多い。

30 家の造りの問題かもしれないが放送が聞きとり難い。

31
メロディチャイムは住民に浸透しているので続けてほしい。特に小学校の子供たちはチャイムが鳴ると家路につく子供が多

いと思います。

32
賃貸アパートに住んでいます。家の中だと放送の音は聞こえません。メロディチャイム以外の放送は音量を上げてもよいと

思います。

33
火災や気象を放送するにあたり風向きや放送する方により間が空きすぎて何を言っているのか理解できない時が多々あると

日頃から感じていました。音量を高くしてほしいと思います。

34
メロディーはしっかり聞こえるが防災情報（不審者・迷子等の放送）は、はっきりと聞こえない。もう少し音量を上げてほ

しい（桜町在住）

35 栄町一丁目に住んでいますが、防災無線の放送が聞こえづらく何を言っているのか分かりません。

36 何を言っているのかわからない。窓をあけても聞こえない。今までの行政無線では必要ない。

37

放送されているのは聞こえるが放送内容が聞き取れないことがある（風向きのせい？）。火災のとき聞き取りづらいことが

多いので何とかしてほしい。「何かな？」と思い気になる。（〇〇町で△△火災が発生しました」の〇〇と△△が聞こえづ

らい）

メロディチャイムの音量が大きくなった？というときがありますがなぜですか？朝6時のメロディチャイム、こちらに引っ

越してきたときは本当に驚きました。朝なのになぜ「エリーゼのために」？もう慣れましたが朝っぽい曲でもいいとは思い

ますが、もうこのままで良いです。

38
おいらせ町で勤務しておりますが夏休みとかは夕方には小中生徒さんが毎日「…そろそろ帰りましょうか」とか子供たちの

声が聴かれて和みます。行政と地域の関係がみられます。

39
自身の年齢による難聴傾向のためほとんど聞き取れていない。高齢者が増えていく一方なので「もっとゆっくり音量も高

く」した方がいいと思う。まわりの住民も聞き取れないと言っている。聞き取れない放送は意味がない。

40
防災行政無線はとてもありがたいと思っています。ただ時々、クマの情報でのアナウンサーで一言いいたいです。誤った情

報でケガをする時がありますのでアナウンスで流すときは気を付けてください。

41

日に4回メロディチャイムを流す自治体は数少ないと思う。自治体によっては1～2回/日であると思う。4回は三沢市らしく

て良いのではないか。また、（慣れてくると）日々の時刻がわかって良い。曲については特に好みは無いので皆さんの自由

に。防災機械（無線）の確認という意味では、4回/日は必要ないかも！？せっかく4回流すのであれば、年度毎で曲を変え

てみても面白いかもしれない。

42 特にございません。違和感もありませんのでそのまま移行されて構わないと個人的には思います。

43
6時、12時、18時、20時のメロディチャイムは日常にリズムに役立っている。12時のメロディチャイムは金属音が耳障りに

感じる。

44 防音で聞こえない地域は音差は大きく（岡三沢・平畑）口調は早口にしたほうが良い。

45 あまり気にしている人いないと思うから

46 気象情報や注意喚起の音量が小さく重要な情報が聞こえないことがあるので音量又はスピーカーの増設をお願いします。

47 時報については時代的に不要と思われます（個人で判断できる）。災害と混同もしますし。

48
数年前と比べて音質に改善が見られた気がするが、（おそらく）場所によっては音割れが酷く放送内容が分からないことが

ある。また、以前は市役所ＨＰで放送内容が閲覧できたが、最近は更新が滞っている。掲載を中止したのか、別ページで運

用しているのか不明（不親切）。運用基準を示し、公共性・公開性を維持していただきたい。

49 三沢市堀口1丁目14に住んでいますが放送全般聞きづらいです。

50
防災無線とは関係ないかもしれませんが、消防署の火事のお知らせの時「〇〇で建物火災が発生…」の時、一番知りたい〇

〇という場所が聞き取り難く（耳は遠くありません）その日の風向きとかのせいかもしれませんが、はっきり聞こえるよう

にしてほしい。うちはＴＶが無いので、ケーブルテレビの火災情報は見られないので。

51
聞こえ難いことが多いので聞き取りやすいようにどうすればよいか色々と工夫をして放送していただけるとよいかと思いま

す。



52 音声が重なり聞き取り難い。もう少し音量を高くしてほしい。

53 何を言っているのかよく聞こえない時が多い。せっかく放送しているのにもったいない。

54 放送の音量が場所や風向きで聞き難いときが多々ある。何とかならないのですか

55

朝、昼は理解できます。ただ音量が大きいと感じます。夕方のは（全国的に）18時ではなく17時が一般的では？20時のは

全く不要です。子供もせっかく寝たのに起きてしまいますし、何の目的で流しているかも不明・不必要。夜は静かにさせて

ほしい。そもそも災害のためのものなら昼のみ正常性確認のため流し、それ以外は不要なのでは？今が変わるチャンス！期

待しています。

56
無線放送は発信されていることは分かるが内容が聞き取れないことが多い。マックテレビとの連携や市民に登録してもらい

ショートメールなどへ連動して発信するなどの対策を検討してもらいたい。

57
家のすぐそばの方で夜お仕事の方などは音が大きいように思います。私のところは遠いので聞きづらいですね。

話している内容が聞きとりづらい時が多いです。マックテレビなどでも流すことは難しいでしょうか。

58 たまに聞き取りづらい時がある（戦闘機の音や風の音で）

59
ただでさえ仕事で時間に追われた日々を送っているのに、プライベートでいちいち時間を知らされたくない。時間を知りた

いときは自分で調べれる。今の世の中あらゆる術があるし。こんなに頻繁に時間で放送が流れるのは日本だけ。

60 放送がうまく聞き取れない。わかる言葉で地震みたいにＴＶを使って流してほしい。

61 拡声器の設置向きのせいか、当家には聞こえ難いです。

62 声が小さくて聞こえにくいので、家でも聞こえるような大きさにしてほしい。

63
防災無線を各家庭（希望者）に貸した方がよいのでは？なぜなら民防のため各家庭の窓とか性能がよくなって全然というほ

ど聞こえず、風向きによって強風の日とか必要な時ほど防災無線が聞こえない気がしてならない。「本当の防災とは」市民

のためによく考えていただきたい。

64 防災無線は角度によって聞こえにくい。

65 機械合成音声の声をもう少しはっきりした声にしてほしいです。少し聞き取りにくい気がします。

66

無線は毎回何を言っているのか聞き取れません。個人的な意見ですが、仕事上、朝方寝る生活が多いです。その為、

AM5:50頃布団に入り寝入りそうな時に大音量の音楽が流れてくるので、いったん目が完全に覚めてしまいます。またすぐ

仕事になるので、一刻も早く寝たいのですが、毎日の音楽が苦痛に感じてしまいます。三沢市に引っ越してきてまだ日が浅

いですが早朝の音楽は本当にやめていただきたいです。

67
外に出ると聞こえますが家の中に居ると何を言っているのか全く聞こえません。家の中にいても聞こえるようにした方がい

いと思います。

68 エコーがひどく聞き取れない。肝心のことが伝わらない。

69 今のままでいい。

70 風向きの関係で聞き逃すことが多いです。

71
20時のメロディチャイム通年は必要ないかな…どちらでもと思いますが夏休みの間は子供向け（小・中・高）や犯罪防止

に必要かなと思います。曲は若い人は何でもいいと思うが、年寄りが新しいものに慣れないので、全国的にオーソドックス

な今のままで良いと思います（すべての時間）。

72 現状のままでよい

73
音量が大きくなると迷惑を被る人は多いと思いますが、家屋の中にいると何を言っているのか聞こえないのでは本末転倒で

しょう。おいらせ町のようなシステムでは無駄や経費がかかり過ぎでしょうし、何か対策をお願いします。

74
風の向きできちんと聞こえない時がありスピーカーの向き（調整）や台数を増やしていただければありがたいです。防災無

線の家用の設置件数を増やしたり希望を取って設置するのはいかがでしょうか？

75
我が家の近くにスピーカーが無いので、チャイムは聞こえますが、放送は何を言っているのか聞き取り難い。各家庭に防災

無線を設置した方がいいと思います。おいらせ町は各家庭に設置しているとか、三沢もお願いします。

76 音が小さくて聞こえ難い。

77
十和田から越してきて初めは音楽が鳴ることにびっくりしましたが、今はもう慣れました。決まった時間になるので、音を

聞くと「あー12時かぁ」と思います。続けてほしいです。



78
音量は季節によって変える（冬は高く・夏は低く）が良いと思う。意見を聴くことは大変良いことだと思いますが、場所と

か住んでいるところ、風向き等で聞こえない時もあるので難しいことだと思います。男性の方の放送でもいいのですが、お

年寄りの方には耳が遠くなっていることなので大変なことだと聞いています。

79 二重サッシで家の中だとまったく聞こえない。

80 （機械合成音声は）音量を上げて放送した方がよく聞こえると思います。（内容が理解しやすいと思います）

81 防災行政無線の放送されている方の声が聞こえづらいので、もう少し大きめに放送してほしいです。

82 エコーがかかって聞き取りづらい

83 夜20時のメロディチャイムで小さな子供が起きてしまうので、必要性が高くなければ停止してほしいです。

84
12時・18時は子供や高齢者が聞いてしっくりくる聞きなれたメロディーがいいと思います。それ以外は、市外の人が聞い

てもオッと思うような三沢っぽいアメリカンな感じを出してもいいかなと思います。全国的に話題になるようなものが一つ

あってもいいかと。

85
古間木3丁目と4丁目の境の家ですが、家の中にいると全然聞こえません。風向きで聞こえる時もありますが、スピーカー

の設置場所を増やしたらいいのかなとも思います。

86 最近はよく聞き取れる様になった。風が強い時など音が流れて聞き取れない時もあったが、何か変わったのかな？

87 （朝6時の曲はリストの）中からでもよいが慣れたけどなぜ「エリーゼのために」とずっと思っていたから。

88
朝6時のチャイムは、休みの日や仕事で遅くに帰宅した際に、目が覚めてしまいとても不快です。20時のチャイムはそもそ

も必要ないと思います。動作確認は昼夕の2回で十分であると思います。

89 三沢市の防災行政無線をちゃんと聞き取れたことがない。ゆっくり過ぎるのも聞きづらい。

90 全然聞こえない。外に出ても聞こえない。

91 20時のメロディチャイムは誰向けなのか理解できません。

92 風の強い日などは特に何を言っているのか全然分かりません。

93 20時はいらないと思う。

94 スピーカーの音量が風の向きで聞き取れないところがあります。

95 災害時などに役立つものであると思います。

96
特に防災行政無線があって困ることはないし、むしろ必要なので現状維持で良い。18時20時のチャイムは曲と時間帯が

合っているので今のままで良い。6時12時はそろそろ変えても良いと思う。特に6時は朝からテンポの速い曲なのはなんと

なく違和感がある。6時のチャイムはおいらせ町のチャイムに音量が負けているので三沢市民としては悲しい。

97 メロディチャイム全て新しく明るいのが良い。

98 危険動物等（熊）の出没情報はすごく役に立っているので今後も続けてほしいと思っています。

99 曲は募集したらよい。幅広い意見を！子どもや若者向け今の（最近の、ヨアソビとか）をチャイムにする。

100 内容がしっかい聞き取れるよう話す口調に気を付けてほしい。音量も大きくしてほしいです。

101 聞こえ難い。

102 あった方がいいです。

103 はっきりと聞こえないので何回も聴こうとするが、諦めることがある。

104 発信内容が聞きづらい。メール発信、防災無線機などの設置など、内容が分かる方法にしてほしい。

105 防災の為なので放送した方が良いと思う。

106 内容がよく聞こえないのでＭＣＴＶで文字放送してもらえたらいいと思う。

107 私の住む家は放送は聞こえない

108 三沢よいとこ音頭を18時のメロディチャイムに放送してほしい。期間限定でお願いします。

109
防災用無線の訓練がたまにあり、実際の災害と間違えないようにとありますが、聞いたことがありません。実施しているの

でしょうか。



110

曲は春夏秋冬の4曲ローテーションが良いと思う。現在はスマートフォン等をほとんどの人が持っていますが、私が小さ

かった頃はメロディチャイムが鳴ったら家に帰ることと決まりがありました。なので子どもたちに帰る目安を伝えるために

必要だと思います。また、私は外で時計を付けて仕事をすると時計が壊れるような仕事をしています。チャイムは必要で

す。また、女性の音声が聞き取りやすいように思います。個人的にですが。

111 音量が小さくて聞こえない。

112 声が反響して聞き取りづらい

113
小さい子供がいるのですが、朝6時のチャイムで起きてしまったり、夜寝かしつけているときに20時のチャイムが鳴り、起

きてしまったりと迷惑しています。特に最近は音が大きくなったように感じるので改善していただけたらと思います。

114 近くに放送用のスピーカーが無いためなのか聞き取りづらい。また、反響して聞き取りづらい。

115
現在の家屋は高気密高断熱なのでほとんど聞こえない。外に出て聴きに行くともう終わっている始末。テレビや携帯電話な

ど連携が必須なのでは。

116 どの時間のチャイムもぴったりになるようにしてほしい。

117
地域に依って音量は違ってくると思いますが、いつも聞き取り難い場合が多いので、音量はもう少し高くしていただきたい

です。特に気象警報や地震警報などは全市民に伝わらなければならないと思います。

118
風向きのせいか、聞こえづらい時があります。時と場合により、ゆっくり丁寧に発するとき、大至急の時など、対応にも工

夫してほしい。

119 声が重なったり低かったりして聞き取れないことがある。

120
家の場所、家のつくりによっては全然放送が聞こえません。前に住んだ家では、めちゃくちゃ聞こえていたので家の場所に

よると思います。引っ越し先ではほとんど放送が聞こえなく外に出てかろうじて聞こえるくらいなので改善してほしいで

す。

121 複数の場所のスピーカーからの音が重なって聴きづらいことがあるので改善してほしい。

122 目的に整合した使用をお願いする。現状のシステムは音声が聞き取り難いため改善を希望する。

123 音の響きが大きく放送の内容を明確に把握することが困難な場合がある。

124
家には年寄りがいるので音量をもう少し大きくしてほしいです。

※音量が大きすぎるとの声もあるとは思いますが、いざという時の大切な放送なので大きくしてほしいと思います。よろし

くお願いします。

125

冬、雪が積もると雪が音を吸収してしまい、チャイムや大切な放送がはっきりと聞こえません。私の住んでいるところはス

ピーカーの柱が下まで家から見えるところにあります。それでも家の中にいると聞こえません。雪の積もっている間だけで

も大切な放送は少し音量を上げるとか２回繰り返しを３回にして（繰り返すときに外に耳を傾け聞くようにするなど）でき

たら助かります。

126

私自身、メロディチャイムがない所で育ち、必要性を問われると、なくても良いと思いますが、三沢に⾧く住み、チャイム

に慣れた今では、あぁもうそんな時間かとメロディーが流れることで気付かされたりしております。外で働く人や子供たち

にとっても時間の目安となる12時18時のチャイムはあっても良いのかなと思います。6時20時についてはわたしの場合あま

り必要性を感じませんが、職業・その他年齢層によっては必要な方もいらっしゃるかもしれませんね。

127 引き続き継続を。子どもたちも時間の区切りがつきやすい。

128 防災の放送など、外に出ないと聞こえないので、改善が必要かと思う。

129
県外の町での放送で感じたことです。小学校の下校時間に流れるのですが、あゝあたたかい放送だなぁと思いました。

※皆様こんにちは。小学校の下校時間となりました。地域の皆さんで子どもたちを見守りましょう。

みたいな放送でした。いかがですか？

130
季節によって18時と20時を使い分けるのはどうですか？夏は日照が⾧いので20時だけで、冬は日照が短いので18時にする

のはいかがでしょうか？

131 スピーカーからの音声が聞きとりづらい。マック放送と同時に配信すればよいと思う（Ｌ字画面でよい）。

132 そもそも居住地において聞こえていないのでどうでもよい。むしろおいらせ町の方が聞こえてくる。



133
定刻の放送以外の内容について市のＨＰにお知らせとして掲示してほしいです。聞き取れないことが多いので、何が放送さ

れたのか分からないことがある。

134
スピーカーから遠いのか、音が聞こえ難いため、スピーカーを増やすか音量を大きくしたほうが良い。スピーカーの近くの

方は音がうるさくて迷惑かもしれないのでスピーカーの増設がよいかも。

135
家の中に居ると音が小さく感じるが、大きくすると音に近くの人は大変だろうから今のままで良い。1日4回鳴るところは

あまりない様な気がしますが、三沢らしいから良いのかと思います。三沢市民の歌は市民は知っているのだろうか。

136 時間ごとに流れる、その時そのメロディーチャイムに心が和みます。

137

基本的に朝6時の曲だけがずっといつも気にかかっていたので変えてほしいです。失恋の嘆きを表現した曲をなぜ浅野チャ

イムに採用したのか？といつも疑問に思っていました。朝一番に聞こえてくる曲が毎日単調…。やはる明るい町⾧の音を聞

いて一日を始めたいと思います。あとはそのままで問題ないと思います。ただ気分転換的に変化があれば市民の関心が高ま

るように思います。（アンケートの集計作業がんばってください）

138
メロディチャイムは平日のみにしてほしい（特に朝6時のチャイム）。週末はゆっくり寝ていたいのだが、チャイムが鳴っ

ている場所が近いせいか、必ず目が覚めてしまう（音量が大きいのもある）。無線放送も防災メールに登録しているので不

要です。

139 地域によって放送内容が聞こえない。（放送自体が聞こえない）場所がある。

140

県外から来ると無線放送から流れる曲が新鮮に感じられます。曲を定期的に変えてもいいかな!?とも、季節とか、年ごとと

か。時には季節イベント行事を単発でギフトとして流してもいいでしょう。（例えば年末年始、ももの節句、こどもの日

等）米軍基地もあることから日本とアメリカの曲を取り入れたら友好になるかも。

音量に関しては、地域、場所、天候によって聞き難かったりします。ですから正直良く解りません。ただ、明るいメロ

ディーが聞こえてくると、木本が変わると思われます。コロナ可で沈みがち、イライラしがちな流れをプラスの流れに変え

ていけたらいいですね♡

声に関して男女性どちらでも。ただいずれにしても聞き取りやすく声が通って落ち着きのある口調（言い方）特に警察や注

意喚起の内容なので！

141
何かを言っているのは分かるが、何を言っているのかはほぼわからない。放送する側は各所の室内でチェックしたほうが良

い。

142
メロディチャイムは三沢に住んでから毎日聞いている音楽なので、今では時報と同じくらいです。朝・昼・夕は無くさない

でほしいです。メロディも変えず現状のままが良いです。

143 もう少しスピーカーを増やしてもらいたい。聞こえ難い。聞こえない。

144 聞こえが悪い。何を言っているのかわからない。国道338号線。

145 ほぼ聞こえない。響いて聞き取りづらい時がある。音楽も時代の変化とともにぜひ変えてほしいです。

146

12時の曲が三沢市民の歌だと初めて知りました。引っ越してきた当時気になって調べましたが、分からなかったので。外

から来た人はこんなにたくさん時報（?）があることが不思議です。防災放送が始まると近所の犬たちが一斉に吠えはじめ

ます。かき消されて聞こえないことがあります。防災情報はメールで入るので時に問題ないですが、いざというときに困る

かもとは思います。できることなら各家庭に放送機材を設置するのがよいかと。TVケーブル使ってできるのでは？（私の

実家がそうなっています）

147 無線放送の音量が聞きとりづらいみたいです。場所に寄るのかもしれません。

148
かなり聞こえづらい時もある。さっぱりわからない時もある。言い方を変えてもらいたい。言葉によってはこもる？言葉に

なる。言葉の勉強をしてもらって私たちにもわかるように話してもらいたい。でなきゃ放送の意味をなしてないと思う訳で

して。

149 土日の朝6時は止めていただきたく思います。

150 季節によって音楽は変えた方がおもしろい。クリスマスには「クリスマスイブ」大みそかには「お正月」などなど

151 今の倍の音量にしても基地の騒音よりはるかに良い。

152 何を言っているのかはっきり聞こえないので、そこを直してほしいです。

153 男性の声は聞き取りづらいので変えてほしいです。



154
日中の無線放送がほぼ聞こえません。朝のメロディチャイムのみなんとか聞こえる程度です。住んでいる町内では防災行政

無線放送はないものと思っています。

155

スピーカーの場所にもよりますが、私の地域では最初と最後のピンポンパンポーンは聞こえるけど、その後の誰かが何かを

言っている部分は家の中に居ると全く分かりません。その時には既にマックＴＶを見るので内容を把握できます。そんな使

い方をしているのでそれはそれで良いと思うし、スピーカーを近くにおいてほしい希望もありません。逆に聞こえすぎて苦

痛な話も聞きました。泉町２丁目辺りは聞こえすぎて、この間の地震の時にずっと夜中グアングアンという低音の音が鳴っ

ていて、かえって気分を悪くしたという話をしている人がいました。

156
時計を持っていない小学生の弟にとって18時のチャイムは大事なものだと思います（秋冬は17時にも何らかのお知らせが

あるといいかなとも思いますが過剰かなとも思います）。腕時計あるのに持たないんですよね。

157 付近は放送していることが聞こえません。

158
私の町内は進入表面の町内会。防音工事を行っていますが、緊急時の音が聞き取り難い難があります。時に窓等を開けて聞

かないと聞き取り難い。

159 家の中に居ると聞こえないことが多いので、警報だけ音量を大きくしたらいかがでしょうか。

160 活舌良くはっきり言ってほしい

161
室内では聞き取り難いことがほとんどで放送内容がわかりづらい。地震・津波などの放送はきちんと聞こえるが、他のこと

では外に出て聞くようです（主に天候に関してはわかりづらい）。時報チャイムはどちらでも良いと思っていますが、定着

しているのであればあって良いと思います。

162
放送は風の強さと方向によっては正直とても聴き取り難い時があります。（音量を少し大きくできますか？）特に飛行機の

騒音と重なると最悪です。とはいえ、時報（朝・昼・夕）においては戸外での作業中などとても助かっています。いつもあ

りがとうございます。

163 時々聞き取れないことがあります。

164

室内にいると聞こえない時が多く、急いで外に出ても放送が終わってしまっていたりと不便を感じます（外で聞いても聞こ

え難いです）。放送の内容についてマックテレビの字幕で流すなど、後からでも確認できる何かがあればいいなと思いま

す。三沢市のＨＰ内などもいいかと思います。火災など気になるので。必要な情報が伝わらないのであれば放送に意味がな

いのではないでしょうか。

165 何を言っているのかわからない時があるので、そこの改善をお願いしたいです。

166
三沢市の無線放送はとても聴き取りやすくてよい。今まで３市町村（他県）に住んでいたが、窓を開けないと聞こえなかっ

たり、モゴモゴと何を言っているのか全く分からない市町村が多かった。三沢市が一番よく聞こえる。

167 アナウンスが聞き取れないことがある（ゆっくり）。

168

放送が反響して何を話しているのか全く聞き取れないことが多いです。「何か放送しているな～」ということしか分から

ず、モヤモヤするので、反響することも踏まえてひと区切りずつゆっくり話して放送されると良いかと思います。うちは空

港も近いので、飛行機の音で放送が聞こえないこともあるので何か他の方法で情報が得られると良いです。（テレビを持っ

ていないので、ネットで情報を見られると良い）

169
先日、外出時に防災行政無線の放送がありましたが、スピーカーが近いのか、音声が重なって聞こえ、内容がよくわかりま

せんでした。中央町２丁目付近できたが、近所の方が聞きとりづらくないかと心配になりました。

170
放送の音が小さかったり、何を伝えているのか分からないことが多い。メロディチャイムの音も小さくて聞こえないことが

多い。

171 朝と20時は要らないと思います。

172 遠くでも聞き取りやすくはっきりと言ってほしいです。お願いします。

173 声がはっきりと聞こえるように工夫した方がいいと思う。（聞き取りづらい時がある）

174 日常生活に密着していて大変良いです。

175 とにかく朝のメロディチャイムは変えてください。



176

（音声について）今の放送は男性の声だという認識でした。南町ですが、場所の関係か、ジッと耳を澄ませてもなかなか聞

き取りづらいので女性の声ではどうかなと思っています。（朝6時を「新しい朝が来た」「マツケンサンバⅡ」に）新しい

一日の始まりなので「今日も一日頑張ろう！」とか「よい一日になるといいな」などともかく元気に前向きになれるような

明るくハツラツとしたメロディ希望です。朝は響き渡るので、明るい曲なら少し小さめでも丁度いいかと思います。（18

時を「にんげんっていいな」に）夕焼け小焼けももちろん良いのですが、少しばかり寂しい気がします。”友達とバイバイ

だなぁ”とか”やっと仕事が終わったけれど今度は夕飯の準備か…”そんなときも家へ帰ったら楽しみがあるぞとか、もうひ

と頑張りしよう！とか元気が出てくる気がします。（20時を「キラキラ星」に）子どもたちが眠るのも楽しく思えたらよ

いなと…。

家や建物の中ではほぼほぼ聞き取れませんので、できれば音量アップをお願いしたいところです。放送はとても助かりま

す。

177
とても放送が聞きとり難いです。たまたま家の外に出たときでも、ようやく聞き取れますが、家の中だと防音工事もされて

いるので全然聞こえません。放送の内容は興味がありますが、なんと放送しているのか分からないことが多いです。

178
12時のチャイムは乳児の寝かしつけの時に夏、窓を開けていると、それで起きてしまうことがあったので、いらないかな

と思ったことがありました。

179
音量が低いからなのか、その日の風向きなのか、男性・女性の違いなのかは分からないが、聞こえにくい時が多い（メロ

ディーも同様）。緊急時はその時のみでも音を大きくする等した方が助かる（うるさいという人もいるでしょうが）。

180
いざ曲名となると「あれ？何だ？」となります。マックチャンネルで曲名（アンケートに出てた曲）を放送してくれたらあ

あこの曲かとなりますが、手間がかかりますね。意外と曲名聞かれてもちゃんと覚えていないものです。アンケートの前に

見本みたいなのあればよかったなぁと思います。

181
メロディチャイムは家の中でも聞こえますが、災害や気象など他の放送は家の中にいると聞こえなく、聞こうと思って戸を

開けると終わっていて、いるも内容を把握できないので、音量を上げるか２回放送していたら３回にするとか対応をお願い

致します。

182
放送が流れると聞こえにくいのでＭＣＴＶを見ますが何も情報がありません。もっとも緊急であれば無理でしょうが、連動

してくれればもっと安心します。

183 時刻を知るため、日常生活にはありがたいです。メロディチャイムは令和に入り新しい変化もほしいところです。

184

防災無線で情報が得られるのはとてもありがたい。ただ、現在のスピーカーの性能か住居との位置関係の問題かわからない

が、音が割れていて、放送していることは分かるが内容を聞き取るのが困難である。そのせいで、火災や野生生物出没など

の情報か、詐欺などへの注意喚起や投票行動促進の呼び掛けなのかも判断しづらく、市のウェブサイトやローカル放送で確

認すべき内容かどうか迷う。

一日四回の音楽は、どれも良い曲で慣れてもいるし特に変える必要を感じないが、例えば土曜の夕方だけランダムに曲を変

える等の遊びがあっても面白いかと思う。

185
８時はすでに家の中に居るので必要ないかと思う。私の家はスピーカーから離れているので、そもそも家の中に居ると聞こ

えない。男性の声の方が離れていても聞き取りやすい気がする。

186
時報のメロディの音量はこのままで良いと思いますが、市内放送は全く音声が聞き取れません（発令中の警報のお知らせな

ど）。できれば何れか対処していただきたいです。居住区は古間木１丁目です。

187
航空機や車両、各種工事等の騒音や防音工事をした家の中では、放送内容がほとんど聞き取れないことが多々ありますの

で、放送設備の設置箇所を増やすか、各家庭内に設置するなど対策をお願いします。（例としておいらせ町では各家庭内に

放送用のスピーカーが設置されています）。

188 メロディチャイムを鳴らすにしても、平日と休日で変えたほうが良い。

189
音楽はクリアに聞こえなくても問題ないですが、警報などの放送は家の中だとほとんど聞こえてないです。窓開けても間に

合わなかったり、反響して言葉が拾えなかったり。ネット使える世代なので問題ないですが、携帯・通信使えない時のバッ

クアップは思いつきません。あと、チャイムは市のゆかりの曲だと面白いかもしれません。

190 18時→17時30分、冬季。夏季は18時のままで良いと思う。

191 防災無線もだけどアプリとかスマホとリンクするコンテンツを充実させるべき。



192
大切な放送が風や騒音で、聞き逃すことがある。メールやマックテレビも情報が遅いため、ＳＮＳ等を活用した伝達放送の

確立を望む。

193

スピーカーの近くに住む者です。嫌がらせのように時報の音楽がうるさくてストレスで健康被害が出ています。子どもが朝

も昼も夜も怖くてうるさくて泣いてしまいます。二重窓でも会話やテレビの音がかき消されるほどです。防災無線は必要だ

というのは理解できますが時報は必要ですか？特に20時の時報は⾧い時間大音量で流れて不快です。労働時間が様々で一

人一つ腕時計や端末を持ち歩く時代にそぐわないと思います。「聞こえない」と言う人には個別に無線機の貸し出しをした

り、三沢チャンネルがあるのですから速報の字幕を出すなどの工夫をしてみてはいかがですか？「聞こえない」人の意見は

尊重されてどんどんと音量は大きくなり、「うるさい」と感じる私達は住んだ場所が悪いから仕方がないと我慢し続けなく

てはならないのですか？移り住んで３年近くになりますが、三沢基地からの定時の音楽、防災無線からの時報や緊急性のな

い放送内容と三沢は騒音ばかりの市だと感じます。

時報は不要です。定住しようと思えないですし、移住を考える周囲にも絶対におすすめしません。どうか改善をよろしくお

願いします。

194
三沢市は自衛隊勤務など、夜勤をしている住民が多い。どの時間帯でも寝ている住民はおりますから、睡眠妨害の原因にな

るのですべての時間帯のチャイムをやめていただきたい。また、チャイムはうるさいのに、肝心の放送が何を言っているの

か全く分からない状況ですので、言葉がハッキリ聞こえるようになる事を期待しております。

195
音楽は良いが、言葉はほぼ聞き取れない。一部、マックテレビや市のメールと連動している感じがするが、どんな内容だっ

たのか確かめる方法が分かればいいと思います。

196 ゆっくりで良い。ハキハキしていて良い。

197
うるさい。位置変えてほしい。聞こえないっていう人のとこに設置してほしい。スピーカーの場所を再検討してほしい。曲

がすごく⾧い。学校のチャイムでいい。

198 タイトルだけだとどんな曲だったか分からなくて選べない。

199

昔から子供が寝るのは８時って思っているのに、その時間にうちに帰る音楽はおかしすぎる。静かに寝かせてほしい。

無線機の隣なので死ぬほどうるさい！うるさすぎて死ぬ！聞こえないところもあるようだが、聞こえないところの中で、必

要のある人のところだけ、おいらせ町の無線機と同じようなものを貸し出せばいい！今はどこの家にも時間の分かるような

ものがあふれているので昔の風習を引きずるのはナンセンスだと思う。

200 文章の区切りの間隔がもう少し⾧い方が良い。


