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 市長と語ろう住民懇談会  

 第１回 テーマ「私たちの視点とまちづくり」 

 

日 時：平成 26 年 7 月 15 日（火）18:00～20:00 

             場 所：三沢市役所 大会議室 

参加者：11 名 

 

１． 開  会  

２． 市長あいさつ  

３． 出席者紹介 

三沢市 種市市長 

以下、米田副市長、中西政策財政部長、小泉健康福祉部長、 

大澤経済部長、中村教育部長 

 参加者 １１名（三沢市在住、または在勤の女性） 
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４． 懇  談 

 

 

参加者 農家の女性の畑でのトイレ事情をご存じでしょうか。昔はそれほ

ど気にしていなかったかもしれませんが、今は若い２０代３０代の

後継者が沢山おり、今の若い人達に畑でのトイレの心配をさせたく

ないと思いました。 

県外で田にトイレを設置した例や県内では県の補助金を使用し

て個人で設置した例があります。公共のトイレが何ヶ所かにあれば

いいなと思います。若い方の意見も聞いてみたところ是非お願いし

たいとの声がありました。若いお嫁さんたちにも、三沢市に嫁いで

良かったなと思われるようにしていきたいです。 

参加者 航空祭の時は、レンタルの簡易トイレを使用しているようです

が、アイディアとして、仮設でよければ、レンタル会社と連携して

個人で契約をする方法もあると思います。 

参加者 土台からとなると場所を選ぶので、簡易トイレでもいいと思いま

す。 

経済部長 昨年１１月に農林水産省において、農業女子の定着などをテーマ

にした、農業女子プロジェクト推進会議を立ち上げて、その中で企

業と一緒に農業女子トイレということで、着替えるスペースがあっ

た方がいいのでは等について現在研究中です。 

今年度中には、ある程度の国の指針が出ると思いますので、その

ようなものを参考にしながら、当市でどういったものがいいのかを

研究していきたいと思っております。 

市長 青森県で１番にやりたいものですね。 

農林水産省の方でもプロジェクトを組んで研究しているような

ので、そのことを見据えて三沢ではどうするのか、関係機関ととも

に検討したいと思います。大変有意義なご意見ありがとうございま

した。 

 

 

 

 

 

 

① 畑にトイレを設置できないものでしょうか。 
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参加者 三沢市には、日曜日や祝日も預かってくれる施設はないですよ

ね。おいらせ町は２ケ所ほどあります。例えば日曜日休めないサー

ビス業で働いている親御さんたちは、日曜日や祝日も子供を預けら

れる施設のある、おいらせ町に住むようになっているのです。なん

とか市として何ヶ所かそういった施設を作っていただけないもの

でしょうか。若い人が、これなら住みたいなと思う状況にしていか

なければ、近隣に若い人達を全部取られてしまって、本当に三沢は

老人村になってしまうと思います。税収入も低くなっていくと思う

し、検討していただきたいと思います。 

市長 実際は三沢市にもそういった施設があるのですが、少し PR 不足

なのかもしれませんね。 

健康福祉部長 休日保育については、三沢市でもみどり保育園と平畑保育園にお

いて平成２５年４月から実施しております。 

 周知方法としましては、市内の全保育所へのパンフレット配布、

家庭福祉課窓口に設置する冊子、出生時や三沢市に転入された方へ

の配布物で紹介しておりますが、今後さらにＰＲに努めてまいりま

す。 

参加者 私には発達障害の子どもがおります。普通の保育園に預けるにも

この辺の保育園では断られることが多く、自分もサービス業をして

おりまして土日は保育園をお休みさせて実家のおばあちゃんへ預

けて仕事をしているのですが、休日保育をしていても障害児となる

と受入れが難しくなるので、その辺を少し考慮していただけると大

変助かります。 

健康福祉部長 障害をお持ちの方の休日保育についても今後検討させていただ

きます。 

市長 三沢でも子育てサロンを実施しておりますが、満員となっていま

す。さらに、なんとか親御さんの悩みを解消できるような施設を作

れないかと研究をしているところです。 

 

 

 

 

 

②  日曜日・祝日に子ども預かってくれる施設を作ってほしい。  
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参加者 最近よく全国ネットで、三沢の野菜などが放映されております。

自分達が作っている野菜を皆さんに知ってもらえることは大変う

れしく思っておりますし、また知名度が上がると需要も高まり野菜

の値段も上がると聞いておりますので、PRって大事だなと感じてお

ります。市長さんは三沢の農産物や加工品をトップセールスするた

め他県に行っていると思いますが、その際にはぜひ私たちのような

若い女性にも声をかけていただき、PRの場に一緒に行けたらなと思

ってお願いしに来ました。今ゴボウなどは結構 PR されていて需要

が高いので、三沢には他にも人参もあるし、にんにくもあるし長芋

もあるので、みんなでいろいろな野菜を PR出来ればなと思います。 

市長 三沢の農産物の PR は結構有名になったと思います。特にゴボウ

などは、一昨年の復興記念で三沢を全国版で宣伝してくれたし、織

笠光子さんのゴボウが全国の大会で優勝した時に一躍有名となっ

て、ゴボウが足りなくなった事もありまして、宣伝効果はすごいも

のですね。私も農協の出身ですので、声がかかればいつでも行くよ

とは言ってあるんですがね。自分達が作っているものを宣伝するこ

とは非常にいい事です。三沢の人が食べて、素晴らしいものがある

んだと皆さんに言ってもらいたいと思います。 

  

 

 

③ 市長と一緒に三沢の農産物をＰＲしたい。 
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参加者 一方通行のアメリカ村は今後どう変わっていくのですか。 

市長 これは以前からの課題としてあるのですが、いろいろな調査をし

ながら研究を重ねていますが、道路が狭いものでなかなか思うよう

には進まない現状です。 

経済部長 警察署の方からは一方通行を解除するための条件を具体的に出

されていますが、それを全部クリアするには不可能に近い状況にあ

ります。アーケード商店街の方々とお話しをしながら中心市街地の

商店街をどのようにしていくのか話しを詰めまして、できる限り整

備しながら警察の方になんとか一方通行を解除するための方法が

ないか、危険性を回避するような対策を取りながらでも解除できな

いか商工会と一緒に協議を進めている最中です。 

参加者 駐車場が無さすぎますね。小さな公園がもし駐車場だったら周り

が少し動くのかなと考えてしまいます。 

市長 空き店舗リフォームに対して市が助成金を出すなどしておりま

すが、みんなで協働し合って抜本的にやっていかないと、なかなか

画期的にはならないですね。 

 

 

 

参加者 街中は外灯が充実していますが、少し離れて人気の少ないところ

になると外灯が少なくて、９時過ぎでも高校生が自転車に乗ってい

たりするので暗いと怖いなと感じます。 

市長 外灯は毎年増やしておりますが、具体的に情報をお寄せいただけ

れば、担当課が調査し設置場所を選んで対応できます。 

 

④ アメリカ村は今後どう変わっていくのですか。 

 

⑤ 外灯が少なく暗いところがあります。 
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参加者 ごみ集積用の鉄のカゴが設置されている町内会は限られている

と思うのですが。何度か市にご相談させていただいたのですが、設

置場所についていろいろ問題が生じるようで、なかなか設置にまで

至っていません。 

応報広聴課長 ごみ集積容器の設置費用の補助がありますので、会長さんにご相

談いただければ、町内に住んでいる方の意見を聞いて考えて下さる

と思います。是非ご相談してみてください。 

市長 町内会長はボランティアなのでとても大変です。特にごみ問題に

ついては、地域の皆さんと協力し合っていかなければなりません

ね。 

 

 

 

参加者 私は、三沢市で音楽活動をしているのですが、吹奏楽などは、他

の地域より三沢市は頑張っているなと思っていますが、他の分野の

中高生などが勉強する歌を聴く機会がないのではないかと思いま

す。 

まず三沢市が、その演奏会をしにくい状況だという問題もあると

思います。施設使用料が高いのです。国際交流教育センターやスカ

イプラザミサワはいいなと思いますが、ピアノが使えず演奏会は出

来ないですよね。三沢市で廃校になった学校のピアノを施設に運ん

で使用したりできないのでしょうか。 

教育部長 廃校のピアノは既に、中学校や市立病院などで、子どもたちや入

院患者さんのために有効活用されています。 

市長 三沢市には１００を超える文化団体があり、その中には頂点を極

める人もいます。また、子どもたちも文化、スポーツにわたり全国

で活躍しています。心の豊かさを育てるために大事だと思います。

参考になります。 

   

⑥ ごみ集積容器の設置について。 

 

⑦ 気軽に演奏が出来る場が沢山あればいいと思います。 
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参加者 三沢市の特産物と魚介類がとてもおいしいと話題になりました

が、県外からお客様やお友達が来たとき、そういったおいしいもの

を食べられる場所があればいいなといつも思っています。斗南藩は

道の駅がありますが、アイスアリーナや大津辺りにも道の駅のよう

に特産品を気軽に食べられたりするような場所があれば、また、県

外からいらっしゃった方々等の観光バスを受け入れられる場所が

あれば、農家の方々も働き甲斐があるのかなと思います。 

市長 地産地消のお店を指定して営業したりしていますが、実際お客さ

んが来た時に三沢の特産品を料理して食べさせるところは、なかな

かないですよね。手掛けてはいるのですがね。 

参加者 旅行会社の方から、バス１台２台で三沢市へ行きたいのですが、

４０名８０名でお昼を食べられる場所がありますかという問い合

わせが最近多いです。４０名程度でしたら調べてある程度ご紹介は

していますが、それに加えてバスの受入れもとなるとさらに限られ

るので、団体様を受け入れられる様な体制が整えられるようになれ

ば、もっと三沢に美味しいものを求めて県外から来る方々が増える

のではないかと常々考えております。 

経済部長 ４０名位ならなんとか受入れ可能ですが、８０名となると難しい

ですね。 

参加者 例えば年齢層で和食がいいなどリクエストもございますので、そ

れに応じられるような場所が必要だと思います。 

参加者 東京でも三沢のごぼうを使っているお店がありまして、東京で食

べてみて本当に三沢の食材っておいしいんだなと感激しました。 

経済部長 今年度商工会に委託しまして、スマートフォンで三沢市のお店を

検索するソフトを今年度中に作成いたします。そうするとそこで逆

に三沢市の方でどういうお客様たちがどういうお店がいいのかな

どの要望が分かると思うので、こちら側としても事業者へ観光客の

要望に応えられるような取組みになると思います。 

市長 食べるものもそうですが、お土産についても関係機関と連携しな

がら、いろいろ研究しております。 

 

 

⑧ 大規模観光客が訪れ特産品を食べられる場所があればと思います。 
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参加者 三沢市は、コンパクトな中にも医療機関などが割と充実している

なと感じています。小児科があってすぐに受診できるなど、そうい

う面で子育てをしていて不便さをあまり感じなかったように思い

ます。すごく住みやすい地域だなと感じております。市内に女性専

門の医療機関が一つでもあれば更に住みやすいという意見が増え

るのかなと思いました。専門的な医療機関とかが誘致できるような

機会があったらいいなと思いました。 

市長 確かにそうですね。なかなかドクターの確保も難しいのはありま

すけども。 

  

 

 

 

参加者 市のバスについてですが、ご近所に年配の方が増えていて、バス

に乗れる場所まで行くのにかなりの距離を歩かなければいけない

地域もあります。少しコンパクトなバスにして町内の奥の細い道な

どへも回れるようにできないものでしょうか。 

市長 こういった意見は随所にあります。ただ、また別の意見もありま

して、バスがあまり多くの場所を回るといつ目的地に着くのか分か

らないとか、あちこち回っているうちに昼になってしまっては困る

という意見もあります。 

政策財政部長 おっしゃる通り細かいところまで回ることができればいいので

すが、運行路線延長が長くなると当然乗車時間が長くなってしま

い、例えば病院に遅れるなどいろいろ問題も出てきます。それと、

お約束できる訳ではないのですが現在検討させていただいており

ますのが、バス路線のハブ化というのがありますが、幹線を通るバ

スとその先の細かな路線を走るコースの可能性について、現在内部

で検討中でございます。 

 

⑩ 小型バスで町内の奥の道路まで回れるようにしてほしい。 

⑨ 女性専門の医療機関があればいいと思います。 
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参加者 私は山登りが趣味でして、隣の県のある町に行きまして山登りの

会に参加した時のことです。主催者の町長さんもゼッケンを付けて

一緒に険しい山を登り、登頂した人全員が山の上で１人１人賞状を

もらいました。その後歓迎会のように全員に豚汁の振る舞いや郷土

芸能・餅まきがあったり、山の麓の温泉チケットがもらえたりと、

山登りで行ったのにあれこれ付いてきて、なんて素敵なまちだろう

と思いました。三沢市にもあるといいなと思いました。 

市長さんと一緒に汗をかきながら、小川原湖のゴミを一緒に拾う

とか、参加者にはバーベキューなどを振る舞うとか、三沢市にもそ

ういう感動的な何かがあるといいなと、市長さんと一緒に達成感を

共有する体験が出来たらなと思いました。 

市長 実は私も１回か２回経験したことがありますが、三沢市でも山は

ないですがウォーキングを実施しているんですよ。教育委員会主催

で、小川原湖周辺を散策して終了後にバーベキューをして皆で楽し

むという感じです。 

教育部長 この市民ウォークの集いは、三沢市制３０周年を記念して実施し

ておりますので、かれこれ２０年以上実施しております。その他に

は、早朝ウォーキングをだいたい５月から９月にかけて実施してお

りまして、早朝に市民の皆様が一緒に市内を歩くというものです。 

市長 やはり、ただ歩くだけではなくゴミ拾い等をしながら開催して、

そういったものに対する善意という形でやった方がいいのかもし

れないですね。 

 

 

⑪ 市長と市民が一緒にできる活動について 

 



10 

 

 

５． 市長所感 

   さすが女性の方は様々な面でよく見ているな、考えているなということを改

めて実感いたしました。行政の目指すところは、やはり住民の方々がほんとに

幸せに暮らせること、そういうまちづくりが究極の目的であります。そのため

に皆さんの意見を最大限に聞いて、三沢市発展の為、市民の幸せの為に、いろ

んな取組みを講じていくことが私の役目であります。 

子育ての問題、あるいは経済・観光、福祉の問題等いろいろありましたが、

我々としても、これまでもできるだけのことは行って来ていますけれども、ま

ちづくりに関しては、これでいいということはひとつもないのです。どんどん

社会情勢が変わって行くのですから、そのためにいろいろな課題が生まれてく

るのです。そのことについて私がどう向き合い、どう解決していくのかが、ま

さに私の役目でございます。皆さんのご意見を最大限に尊重しながら役所とし

てどういうお手伝いができるのかを考えて行きたいと思います。 

今日の皆さんからの貴重なご意見を本当にありがたく受け止めて、そしてま

た頑張りたいと思っております。仕事の後で大変お疲れのところだと思います

けども、大変ありがとうございました。 

 

６． 閉  会 


