7/28

18：30～

●申込人数
●参加人数

馬門公民館

16人
14人

●アンケート回収数

①年齢
～20代
30代～40代
50代～60代
70代～

0
0
6
7

②満足度
とても満足
やや満足
やや不満足
とても不満足
チェック無し

5
4
2
0
2

③説明・資料
とても分りやすい
ややわかりやすい
やや分りにくい
とても分りにくい
チェック無し

4 ・説明が良かった。
7 ・文章をこまかく書いている。
・端的に述べているので良い。
0
0
2

14（うち白紙１）

・説明がとてもわかりやすく良かった。
・音声なのか、マスクをしてはなしているのか聞き取りにくかっ
た。
・内容が薄い。
・野辺地のことがいろいろ聞けて、野辺地情勢も少しわかる事が
できました。

④役場新庁舎建設事業について
・早く建てることをお願いします。
・前回の町長選で本町に建設候補が大多数の支持を得たのでいかなる障害があっても本町に建設してくださ
い。
・人口減少につきコンパクトにお願いします。

⑤第６次野辺地町まちづくり総合計画について

⑥新型コロナウイルス対策、その他について
・国の特別定額給付金の他に町独自の定額特別給付金を設けてください。

★アンケート
No.

質問・要望内容

要回答意見★
町回答内容

担当課

1

前回の町長選で本町に建設候補地が大多数
の支持を得たので、いかなる障害があって ご希望に添えるように進めて参ります。
も本町に建設してください。

2

基本構想で3,000㎡を想定しておりますが、
人口減少につきコンパクトにお願いします 効率的な配置と設計に努め、コンパクトな庁舎 財政課
を実現したいと考えています。

3

今のところ、町独自の定額特別給付金の計画
国の特別定額給付金の他に町独自の定額特 はございません。ただし、令和２年４月２８日
地域戦略課
別給付金を設けてください。
以降の新生児への給付金事業を進めて参りたい
と考えています。

財政課

★
No.

質問・要望内容

当日の質問・要望事項 ★
町回答内容

担当課

1

コロナその他の影響で、全国の箱物受注が
下がっていると思う。建築単価やコストが
プロポーザル方式での設計その他調査で縮減
財政課
安くなる時期を調査して発注することは可 を図りたいと考えています。
能ですか？

2

新町、本町で建築上の規制（建築基準法・
用途地域が違い建ぺい率などが違いますが、
電気事業法・電波障害法）の違いはありま
財政課
それ以外は大差ございません。
すか？

3

地中障害はボーリングなどをしないと不明で
取得用地の地中障害の有無などはわかるの
す。支持層は新町では地質調査がデータある
か。また支持層について、新町と本町で違
財政課
が、本町はまだ行っていないため不明で、比較
いがありますか？
が難しいです。

4

新町の庁舎用地はボーリングも終わってい
提案事項としてお聞きします。
るし小学校に使えばいいのでは？

5

プレミアム商品券の共通券が少ないので、
野辺地町商工会へご意見を、町から伝えます。 地域戦略課
利用価値が少ないという意見がある。

6

7

財政課

小学校の具体的な建設場所は決まっていま
統合校舎については、保護者へのアンケート
学校教育課
すか？
調査や、町民からのご意見などをお伺いしなが
ら、検討を進めて参りたいと思います。

防災無線で「のへじ♡ファンミーティン
貴重なご意見ありがとうございます。町政懇
グ」があると放送されたが何があるか分か
らなかった。毎年、町政懇談会のような会 談会が「のへじ♡ファンミーティング」だと町 総務課
を続けて開催するなら名前を取り換えない 民の方に定着していただけるように努めて参り
で続けてもらいたい。３年もすれば放送を たいと思います。
聞いただけで分かると思う。

7/30

18：30～

有戸地区学習等
供用センター

●申込人数
●参加人数

①年齢
～20代
30代～40代
50代～60代
70代～

0
0
6
8

②満足度
とても満足
やや満足
やや不満足
とても不満足
チェック無し

6
8
0
0
0

③説明・資料
とても分りやすい
ややわかりやすい
やや分りにくい
とても分りにくい
チェック無し

7
7
0
0
0

19人
15人

●アンケート回収数

15（うち白紙１）

④役場新庁舎建設事業について
・新町に建設した方が良いと思う。

⑤第６次野辺地町まちづくり総合計画について

⑥新型コロナウイルス対策、その他について

★アンケート
No.

1

質問・要望内容

★
No.

1

担当課

昨年１１月に実施した新庁舎建設に関するア
ンケートの集計結果、及び５月に修正した新庁
舎建設基本構想に沿って、現在役場がある本町 財政課
地区に建設する予定となっておりますので、ご
理解をお願いします。

新町に建設した方が良いと思う

質問・要望内容

要回答意見★
町回答内容

当日の質問・要望事項 ★
町回答内容

担当課

役場新庁舎建設事業について、用地交渉の
ことを差し支えなければ教えてほしい。か
基本構想に沿って、旧タセイ跡地とその隣接
財政課
くとさんや中央薬局など、どこまで購入す 地の２つを交渉しています。
る予定ですか？

2

役場新庁舎建設事業について、土地が２者
１階当たり1,000㎡程度で、３階建てを想定
分で、何階建てを想定していますか？
しています。

3

市町村役場機能緊急保全事業を用いて防災拠
役場新庁舎建設事業について、サービスが
点となるように整備します。想定面積の3,000
悪かったりしないように。また、防災拠点
財政課
㎡はギリギリのところでありますが、必要な機
などの機能も考えて作ってほしい。
能を備えて参りたいと思います。

4

青森移住支援金事業を活用して、町営住宅
を整備して移住支援住宅として格安で提供
する。それをインターネットや東京青森事
務所の方にお願いしてパンフレット等で宣
伝して、若い人がこちらに来れるように発
信したらいいのでは？

5

町としては今合併ということは考えておりま
何年か前に市町村の合併があったが、今は せん。また、国としても、今は推進していない
どのような状況になっているか聞きたいで という状況です。経費は安く抑えられる可能性 地域戦略課
す。
はあるが、合併は町民が話し合って決めていか
なければならないと考えています。

6

人口の減少については、当町のみならず日本
全国で始まっております。分析は、国・県のビ
ジョンに基づき算出する方法と厚生労働省に属
人口減少の要因の分析は行っているので
する国立の研究機関で算出する方法がありま
しょうか？今後、どのようにそれを解決す す。さらに、2040年には野辺地町の総人口は
地域戦略課
るのでしょうか？
9,524人と予測されており、20年で約3,000人が
減少予測されています。人口減少に歯止めをか
ける対策に取り組む必要があると考えていま
す。

7

小学校３校を野辺地小学校に統廃合してはど
うかというご意見についてですが、統合の仕方
子どもが少なくなっているので、野辺地小
についてはいろいろあると思いますので、今後 学校教育課
学校１つにしてはどうか。
町民や保護者の声を聴きながら検討を進めて参
りたいと考えております。

財政課

青森移住支援金事業は、国から支援を受け、
県を中心に町村も一緒になって行う事業です。
県レベルで大々的に行っています。例えば、東
京の方に年に何回か移住センターで他の県と一
地域戦略課
緒に大きいイベントを開催したり、PRを行って
います。野辺地もその中の１つとしてPR等を
行っているところです。ぜひこの支援を活用し
てきていただければなと思います。

8

光ケーブルにつきましては、光回線を扱う事
業者が行うこととなっております。町でも事業
者へ問い合わせたところ、当該地区にはケーブ
携帯を使うにもすごく不便なため、、光
ルは通っていないとのことでありました。
ケーブルを通してほしい。（有戸地区には
事業者側では、地区にどれほどの利用者がい
地域戦略課
光回線が通っていない）どういったところ るのかを確認しなら、ケーブルの延長を行って
にお願いすればいいのか教えてほしい。
いるとのことで、小世帯では利用では難しい旨
の回答を過去にいただいております。
町でも、要望を事業者へ伝えさせていただき
ます。

9

３校統合した場合、以前庁舎建設のために
具体的にどこに建てるかというところは白紙
取得した新町の土地を使って建てるという
学校教育課
です。これから検討していきたいと思います。
計画はありますか？

新町の土地を有効活用して、そこに小学校
小学校と中学校を近くに建てるのはいい案だ
10 を建てて教育エリアにした方が良いと思い と思います。しかし、グラウンドを中学校と小 学校教育課
ます。
学校で一緒に使えないという問題があります。

11

県道であれば県が対応することになります
県道の側溝清掃については、どこに連絡す
が、建設環境課へ連絡いただければ現地を確認 建設環境課
れば良いのか？
して県担当部署へ対応をお願いいたします。

12

有戸農免道路の横断側溝部分に段差がある
横断側溝が何ヶ所かあるので、現地を確認し
建設環境課
ため、削ってもらいたい。
て対応させていただきます。

8/1

10：00～

●申込人数
●参加人数

中央公民館

①年齢
～20代
30代～40代
50代～60代
70代～
無記名
②満足度
とても満足
やや満足
やや不満足
とても不満足
チェック無し
③説明・資料
とてもわりやすい
ややわかりやすい
ややわりにくい
とてもわりにくい
チェック無し

16人
16人

●アンケート回収数

16（うち白紙１）

0
2
6
6
1

2
12
1
0
0

・もっと町の事、町内の身近なことを話したい。
・割とわかりやすく説明していた。
・先に町民の意見についての回答を行えば活発になった。町の報
告会のようです。活発な意見がでなかった。

5 ・資料作りに手間がかかっている感、まとめた方が見やすい
8
2
0
0

④役場新庁舎建設事業について
・早急な対応と町民・職員が利用しやすい役場であってほしい。
・進めてほしい。（２）

⑤第６次野辺地町まちづくり総合計画について
・コミニティバス（町内を回してほしい）
・町外に行く時（青森方面）、下北バスだけでなく十和田バスも何とかなりませんか。
・情報共有を。
・実現可能な計画
・使わなくなる小学校の利用方法を早くから考えてほしい。
・公衆浴場が無くなって、困っている町民が多数有ります。何とか３セクターなどを活用して再開できる事を
切に願っています。
⑥新型コロナウイルス対策、その他について
・情報共有を。
・議会をネットで見れるようにしてほしい。また、町民も見に行けるように日曜議会もやってほしい。
・３密をもう少し厳しく1人ひとりが気をつける様に町民に呼びかけた方が良いかと思います。
・東京・関東からの来庁をなるべく控えてもらう様に広報等で町民に広めてほしい。
・コロナのために、この種の開催が遅れたことはとても残念でした。また、人数も制限という事も。次回は
もっと盛会、規模も大きくできればと願っています。
・メール、手紙、投書などでも意見を言えるような体制を作ってほしい（PRを）
・このミーティングは、今までのようなかたいふんいきではなく、新しく若い感覚だと感じた。もっと回数を
増やしてください。

★アンケート
No.

質問・要望内容

要回答意見★
町回答内容

担当課

1

現在、幹線道路に全てバスを運行していま
す。
コミュニティバスを、町で運行するにあたって
は多額な予算が必要なことから、コミュニティ
バス運行の計画はありません。
コミニティバスを作ってほしい。（町内を
以前、認証実験を実施した経過がありました
地域戦略課
回してほしい）
が、利用者が少なく、どうしても決められた時
間で動かなければならないためか利用さなかっ
た結果がでています。
町としては、時間を気にしないで、自分が移
動したいときに活用できる、違う施策を関係課
と協議していきたいと考えています。

2

十和田観光電鉄は、野辺地町や六ケ所村のほ
か、十和田市方面へ運行をしていることから、
町外に行く時（青森方面）、下北バスだけ 野辺地町から青森市方面への運行はできません
地域戦略課
でなく十和田バスも運行してほしい。
ので御理解ください。
なお、青森市方面への移動は是非とも青い森鉄
道をご利用いただければと思います。

小学校が用途廃止されて財政課に引き継がれ
るという想定でお答えします。

3

早めに、公共施設等総合管理計画に沿って適
切な処分等を行えるよう計画したいと思いま
す。
仮に小学校を他の公共施設に転用して利用する
場合でありますが、まず、文部科学省と防衛省
の財産処分手続きを行いまして、建築基準法上
の教育施設であります「小学校」から、庁舎で
あれば業務施設であります「庁舎」へ用途を変
更するための確認申請及び改修工事が必要とな
ります。
● 学校から他の施設に用途変更する場合
必要になると思われる改修工事等
使わなくなる小学校の利用方法を早くから
確認申請、排煙窓改修、消防用設備改修 財政課
考えてほしい。
● 床の改修工事が必要になる（積載荷重）
教室の場合 ：約 230kg/㎡
→ 事務所の場合：約 300kg/㎡
また、各小学校とも耐震補強工事は完了済み
でありますが、この工事をしたからといって耐
用年数が伸びるものではありません。
さらに、外壁、窓、電気、水道、消防、衛生
設備なども相当老朽化が進んでおり、多額の改
修費用を要することが見込まれます。
町内の小学校の校舎は昭和４０年代に建設され
ており、すでに５０年近く経った建築物であり
まして、仮に小学校統合後に他の公共施設へ転
用するための改修工事を行ったとしても、すぐ
にその施設の新たな建設計画などが必要とな
り、二重に経費がかかることになります。

4

現在のところ、町が第３セクターなどにより
公衆浴場を再開する計画は無く、また、もし再
開したとしても、設備投資や人件費等に多額の
経費が掛かり、長期間の事業継続は困難と予想
公衆浴場が無くなって、困っている町民が されます。当面の間は、町内で経営をしている
多数有ります。何とか３セクターなどを活 民間事業者(１施設)を利用するか、自家用車等 介護福祉課
用して再開できる事を切に願っています。 で移動できる方は、近隣町村の公衆浴場を利用
いただき、高齢者でどうしても自宅等で入浴で
きない方は、町で実施している「老人憩いの湯
事業」と既存の民間事業者を利用することで、
対応していただきたいと考えています。

5

議会のインターネット中継や休日の開催にあ
議会をネットで見れるようにしてほしい。
たっては、先進地での取り組み等を参考にしな
また、町民も見に行けるように日曜議会も
議会事務局
がら、これからの検討課題として取り組んで参
やってほしい。
りたいと考えています。

6

３密をもう少し厳しく1人ひとりが気をつけ 感染予防につきましては、国や県が示してい
る様に町民に呼びかけた方が良いかと思い る新しい生活様式の普及・啓発などを広報を通 総務課
ます。
じて行っていく予定です。

7

感染予防につきましては、国や県が示してい
東京・関東からの来庁をなるべく控えても
る新しい生活様式の普及・啓発などを広報を通 総務課
らう様に広報等で町民に広めてほしい。
じて行っていく予定です。

8

町の意見を言える体制について、メールは町
ホームページの『お問い合わせ・ご意見』の
ページから町内外を問わず受け付けをしており
メール、手紙、投書などでも意見を言える
ます。投書については目安箱を町施設（役場第 総務課
ような体制を作ってほしい（PRを）
一庁舎・中央公民館・図書館、馬門公民館）へ
設置しております。この体制について、広報の
へじで周知して参ります。

★

当日の質問・要望事項 ★
町回答内容

No.

質問・要望内容

1

議会だよりの総務常任委員会の令和2年度当
初予算審議の記事で「前年度に比べ庁舎建
設費が3億7千万円減ったが、全体では8千万
円の減にとどまったのはなぜか」に対し町
が「制度上やむを得ない歳出予算などの増
加が要因」と答えているのに不信感を持っ
ています。

2

議場については、議会との折衝をまだしてお
「３階を議場にする。多目的に使用する」
りません。基本的には議場のことは議会と協議
という記事を見た。そうなってほしいと提
財政課
して決めるという事にしております。ご意見と
案する
して承ります。

担当課

「制度上やむを得ない歳出予算などの増加」
とは、消費税の税率改正に伴う社会保障の充実
などの分です。
財政課
議会だよりの記事だけでは分かり難いところ
があったと思いますので、このあと個別に詳し
く説明します（終了後に隣に行って説明）。

3

関係課と協議しながら、ご提案である『メ
野辺地町で出産をすることでメリットがあ
リットのある施策』を考えて参りたいと思いま 地域戦略課
るような政策をお願いします。
す。

4

ご提案ありがとうございます。
第６次の計画の中でも１０年先、２０年先
子育てに関しては、町としても重要な政策の
の子育てといったところを取り入れてほし
地域戦略課
一つとなりますので、是非とも取り入れていき
いです。
たいと考えております。

5

町内に産科医療機関を設けることことは難し
いが、安心して過ごし、安全に出産していただ
野辺地町で安心して子どもを産めるところ くために、県内に先駆けて対策を始めていま
を１つ作ってほしい。
す。例えば、消防署(救急車)に妊婦さんのお名
前や住所、かかりつけ産科医院の情報を登録し 健康づくり課
ておき、万が一の状態になったらいち早く搬送
するシステムや、妊婦健診等に係る交通費の助
成をするなどの対策を講じています。

6

町づくりについて、若い人の意見も取り入
ご要望ありがとうございます。
れていただきたい。若い人を集めてまちづ
若い人のご意見を伺えるような機会を、今後 地域戦略課
くりのことを話し合う場を設けていただけ
設けてまいります。
れば非常に良いと思う。

7

第6次総合計画の具体的な基本構想の中で、
具体的な政策等を作り上げ、検討したうえ
検討の上できればしたいと思います。
で将来人口を定めていったらどうかなと思
います。（提案）

地域戦略課

8

第6次総合計画の実施計画ですが、財政計画
との整合性を持った計画になると思いま
す。作り上げたあかつきには町民の方にも 検討の上できればしたいと思います。
概要だけで結構ですので、お知らせいただ
けたらと思います。（要望）

地域戦略課

9

６月の末に東奥日報で、コロナ対策のため
現在も今のところ０円で、国の補助金での対
の基金取り崩し額、当町０円となっていま
財政課
応を考えています。
した。現在はどうですか？

現在のところは０円です。国に補助金の交付
申請している中で、学校のGAGAスクールなどの
費用をこの間補正しました。その分の補助金の
裏の取り扱いについて、詳しく算出されたとき
に、そこに一般財源を充てます。
今後取り崩し額、取り崩すことなく国の補
10
また、そのあとは９月議会に事業の調整をし 財政課
助金で実施するというお考えですか？
て補正予算を上程しますけども、その中で対応
する予定の一般財源が出てくると思います。議
決した後、一般財源の持ち出しは若干出てき
て、財政調整基金から取り崩すという事になる
と思います。

11

上十三地域の自治体で、大学生への独自給 ５市町村で独自給付を行っております。
付を行っているところはありますか？

12

大学生、専門学生の学生への国の給付事業
まず初めに、学校へお問い合わせていただく
地域戦略課
についてどういうものがありますか？
のが一番だと思います。

①下北半島縦貫道路のアンケート調査があ
りましたが、下北地区と八戸を結ぶ県発展
にとっても重要な道路と思いますので、事
13 業促進に向けた町長の考えは？
②下北半島縦貫道路の野辺地ハーフイン
ターのフルインター化についての町長の考
えは？

学校教育課

①②下北半島縦貫道路は下北地区と八戸地区
の中間地点として、野辺地町が重
要な位置にあることから、フルインター化を含 建設環境課
めた事業促進に向けて努力してしていきたいと
思います。

8/3

18：30～

●申込人数
●参加人数

駅前集会所

13人
12人

●アンケート回収数

12（うち白紙1）

①年齢
～20代
30代～40代
50代～60代
70代～

0
0
7
4

②満足度
とても満足
やや満足
やや不満足
とても不満足
チェック無し

1 ・満足度ゼロ。庁舎は決まっていない。第６次総合計画は空っ
7 ぽ。
2 ・自分の意見を述べさせていただきました。
0
1

③説明・資料
とても分りやすい
ややわかりやすい
やや分りにくい
とても分りにくい
チェック無し

2 ・現在の状況も加えてほしい。
6
3
0
0

④役場新庁舎建設事業について
・現在位置に作って良かったと言われる建物を。
・３階は必要？
・「役場」より「学校」では？

⑤第６次野辺地町まちづくり総合計画について
・第５次の検証なくして、第６次の計画を進めていく意味がない。
・漠然とした内容ばかりでなく細かく提言をしてほしい。
・「病院」を第一に考えて・・・。

⑥新型コロナウイルス対策、その他について
・売り上げ減少の店に対する補助の拡大。
・テレワークの進む中、町民移動を期待して働きかけたら町民増へ。

★アンケート
No.
1

質問・要望内容

要回答意見★
町回答内容

現在位置に作って良かったと言われる建物
ご希望に添えるように進めて参ります。
を。

担当課
財政課

３階は必要か？

収用予定の職員数や書類等から新庁舎の必要
面積を計算すると延床面積が3,700㎡余りとな
りますが、これを効率的に配置することとして
3,000㎡以内を目指します。計画している4,000
㎡余りの土地の中で駐車スペース等を確保しな
がら新庁舎の敷地として使える面積は1,000㎡ 財政課
余りとなる見込みであり、2階建ての場合は2階
×建築面積1,000㎡＝延床面積2,000㎡となり、
必要な延床面積3,000㎡が取れませんので、3階
建て以上となることをご理解ください。

3

「役場」より「学校」では？

学校の統合や新築についても、今年度は保護
者等からの意見聴取、来年度は統合の方向性を
定める予定と、スピード感を持って取り組んで
財政課
いきます。また、学校へのエアコン設置をはじ
めとした環境整備も行う予定であり、庁舎建設
と並行して学校関係の事業も進めて参ります。

4

現在、町では、「第５次まちづくり総合計
第５次の検証なくして、第６次の計画を進 画」に対しての達成度調査を昨年度に実施した
地域戦略課
めていく意味がない。
調査結果を今後、町ホームページで公表する予
定です。

5

町では、町内中小企業者・小規模事業者への
「野辺地町新型コロナウイルス感染症緊急対策
支援給付金」事業以外の給付事業は計画してお 地域戦略課
りません。国や県が実施している給付事業を活
用していただきたいと思います。

2

売り上げ減少の店に対する補助の拡大。
（新型コロナウイルス対策）

★
No.

質問・要望内容

当日の質問・要望事項 ★
町回答内容

担当課

1

今後、首都圏を除いての人口増は、国・県の
人口予測や国立の研究機関で予測している人口
将来人口増の計画の中に町民増の計画は盛 は全て減少の予測となっているため、町民増は
地域戦略課
り込んでいないんですか？
計画へは盛り込まず、人口減を食い止めるため
の施策で、まちづくり進めて参りたいと思いま
す。

2

皆様からのご意見は大事にし、取捨選択しな
観光にしても人口増にしても大々的に町を
がら、町民が望む施策を考えなければならない
挙げて計画の中に盛り込んで町民の意見を
地域戦略課
と考えています。皆様が集まれる機会で、意見
聞く事も大切だと思う。
をお聞きして参ります。

小規模校にもメリットはありますが、切磋琢
磨することでの意欲・成長が引き出されにく
い、集団の中で自己主張することの経験が積み
にくい、また教職員数が制限されるなどといっ 学校教育課
た課題もあります。教育効果をより高めていく
ためには、統廃合による学校規模の適正化を
図っていかなければと考えています。

3

野小と若葉の５・６年生は４０人授業で
す。今までやってきた授業と今の授業は全
然違う。ちゃんと面倒を見てもらえていな
い。馬門は手厚くみてもらっている。1つ
の町の中で均等な授業を受けていないとい
う事は問題だと思う。

4

馬門がどこと統合しなさいじゃなくて自分
が行きたい小学校に行けばいいと思う。

5

PRセンターの前にある丸筒のプランターの
うち２つが雨が降ると金魚鉢のようになる
現在は、県所有物であり、県に対しお願いし
地域戦略課
誰が見てもみったぐない。せめて2つだけ ている状況です。
でも水を抜く方法がないのか。

6

東奥日報の記事で、避難所のことで県の学
校の教室なんかも開放してもいいといった
感じの内容の記事が出ていた。（コロナ対
策の1つ）枇杷野地区の方々にしては野高
を指定していただけないものかなと思う。

7

降雪期の町道にはみ出した部分は、緊急避難
的に伐採しますが、所有者が実体の無い法人な
旧ツルヤボール跡地のアカシヤの木の伐採
ので持ち帰り検討したい。
をお願いしたい。（降雪期に枝が道路には
建設環境課
（→対応済み。要望者と現地立ち合いをし、草
み出すので危険）
刈・伐採を実施することとした。8/5草刈り・
伐採を終了）

8

来年度以降、可能か持ち帰り担当と相談した
アパートにアメリカ人の先生が毎年１人、 い。
２人住んでいますが、ごみカレンダーに英 →現在対応中。参考として、六ヶ所村より英語 建設環境課
語表記できないものか？
版を取り寄せ、野辺地町内用に改定作業を進め
て参ります。

保護者や町民の意見を聴きながら進めて参り 学校教育課
たいと思います。

平成29年に町と野辺地高校は、災害時におけ
る協定書を結んでおります。町からの要請によ
り避難所として開設することができます。
防災安全課
今後、更新されるハザードマップ等に避難所と
して標記します。

8/5

18：30～

●申込人数
●参加人数

中央公民館

①年齢
～20代
30代～40代
50代～60代
70代～
②満足度
とても満足
やや満足
やや不満足
とても不満足
チェック無し
③説明・資料
とても分りやすい
ややわかりやすい
やや分りにくい
とても分りにくい
チェック無し

19人
16人

●アンケート回収数

16（うち白紙１）

2
1
6
6

2
11
2
0
0

・今日は、おもしろかったです。
・説明に対する解答が分かりやすい。
・野辺地町なりの取組みを沢山していてよいと思った。これから
もがんばりましょう。
・僕も含めてですが、質問が長尺の人が多かったかも・・・。た
くさんの意見がほしかったです。

3
8
2
0
2

・中々忙しい中、広報をゆっくりみる（読む）事がなく見出しで
すませていましたが、やはりこういう場を設定するととてもよ
い。
・パワーポイントを使う際、文字がつぶれないように気を付けれ
ばよいですね。
・特に第６次の事業が流石に抽象的過ぎかなと…。今後町でどの
ようなもの計画しているのかあればGOODかなと思いました！！

④役場新庁舎建設事業について
・庁舎は本町に建つようで安心していますが、来庁者を含めた駐車場、行在所、庭園を含めた総合的に楽し
い作り方を望みます。これからについて町民の声をよく聞いてほしいと思っています。
・人口減少を考えてコンパクトにするか、人口を増やす事を考える方が先か難しい。
・町長の説明が良かった。
・きれいな庁舎だとやる気もあがるので良いですね。
・もっとたくさんの声をきいてほしいです。
・未来の町民が利用しやすい、顔の見える、町全員が仲良し家族のようであってほしいとおもいます。
・町内の建設・建築会社が受注出来るような手配でお願いします。

⑤第６次野辺地町まちづくり総合計画について
・過去のまちづくり総合計画の検証をして、第６次計画を立ててほしい。
・がんばってください。
・小中学校にエアコンを設置してほしい。
・話し合いの場がほしい！！僕らも考えてみたいです。
・期待しています。
・特産物設定の意見を聞く。
・町民の（いこいと健康）と愛町を考える様な町（いこいの大温泉浴場）

⑥新型コロナウイルス対策、その他について
・まず自分・家族気を付けること。
・大変ごくろう様です。
・駅で消毒液と体温計を設置すればよいのでは？駅は人の出入りに関して肝心。
・このお盆シーズンに向けて、もっと具体的な対策をお願いしたいです。
・カップルが増えて赤ちゃんが生まれて人口が増加したらと思います。
・きめ細かい現状報告と各自治会連合を通して各戸に広報する。

★アンケート
No.

質問・要望内容

要回答意見★
町回答内容

担当課

1

庁舎は本町に建つようで安心しています
が、来庁者を含めた駐車場、行在所、庭園
役場庁舎に隣接する行在所などを安全に一体
財政課
を含めた総合的に楽しい作り方を望みま
的に利用できるように努めて計画します。
す。

2

アンケートは実施しましたが、今回のファン
これからについて町民の声をよく聞いてほ ミーティングまで直接町民の皆様の意見を聞く
しいと思っています。もっとたくさんの声 ことができませんでしたので、今後はワーク
財政課
をきいてほしいです。
ショップなどの機会を設け、できるだけ意見を
拾い上げたいと思っています。

3

基本構想で3,000㎡を想定しておりますが、
人口減少を考えてコンパクトにするか、人 効率的な配置と設計に努め、コンパクトな庁舎
口を増やす事を考える方が先かむずかし
を実現したいと考えています。人口減少対策に 財政課
い。町長の説明が良かった。
ついても、交通の便が良いという町の利点を生
かして取り組んでいきたいと思います

4

町内の建設・建築会社が受注出来るような
下請け等を含めて、地元の業者の方々にも仕
財政課
手配でお願いします。
事が回るように努めていきたいと思います。

5

令和２年１０月末より第６次野辺地町まちづ
第６次野辺地町まちづくり総合計画につい
くり総合計画の素案についてパブリックコメン
て、話し合いの場がほしい！！僕らも考え
地域戦略課
トを実施する予定です。ぜひ、ご意見を出して
てみたいです。
いただきたいです。

★
No.

質問・要望内容

当日の質問・要望事項 ★
町回答内容

担当課

1

工事関係者はできるだけ地元を使ってほし
できるだけ地元の方が参加できるようにした
財政課
い。ゼネコンばかりにするな。
いと考えています。

2

学校は週５日使用している。老朽化してお
りトイレも臭かった。それに比べ我々が庁
舎を利用する回数が少ない。それを１９億
円かけて新築するのは心配だ。基本構想で
は１９億円を２０年かけて返済するという
が私が４０歳になるころまでかかるという
こと。その頃の町の人口は9,000人くらい
と減少しており、それで返済を続けていけ
基本構想の決定の前にワークショップ等で町
るのか心配している。現有庁舎の2,600㎡
民の皆様の意見を聞くことができなかったが、 財政課
から3,000㎡へと1.3倍にアップする計画で
これから実施し、できるだけ意見を拾い上げた
あるが、これにもコストがかかる。昨年11
いと思っています。
月のアンケートだけで決まってしまったよ
うな感じがあるが、町長は確かに「庁舎を
建てる」とも言っていたが「町民の声を聞
く、町民ファースト」とも言っていた。こ
こまで計画が進む前の段階でワークショッ
プを開いて欲しかったが、それが無かっ
た。

3

基本構想で新庁舎の想定面積を3,000㎡と
しているが現有庁舎2,600㎡よりも多い。
そういう理念で建設したいです。間仕切りを
人口が減っていくのにあわせていくように
後で動かせるようにして対応できる庁舎も考え 財政課
して。町の施設が一斉にダメになる。庁舎
たいと思います。
に空き室ができると思う。他に併用できる
施設として、コストを抑えていくべき。

4

基本構想の修正などを議論していた。このあ
議会の新庁舎建設に係る特別委員会は何を と設計を進めていけば、設計の内容や議場の作
財政課
しているのか。開かれているのか
りかたなどを議論するために開かれると思いま
す。

5

人口減少対策に対して、子育て支援を充実
させるというのはすごくいいことだと思い
ます。ただ、子育て支援が充実しているか
ら子供を作ろうという風にはならないと思
う。ユニクロやＧＵといったファスト
ファッションを誘致するとか、そういう事
業を活性化させるとかして、魅力的な人た
ちを増やせばいいと思う。

6

むつ市で、郊外の開発を禁止という記事が
掲載されていた。野辺地町も、郊外の開発
町の中心部も大事であるが、町全体を考える
を禁止して、町中の空き店舗や空き家が増
ことが行政の役割と考えています。町の商工会 地域戦略課
えている中、なんとか町中に来やすいよう
とも連携し、協議して参りたいと思います。
な方法を考えて、どんどん入れる方法を考
えてほしいと思う。

7

新校舎に統合するのか。

子育ての施策は、町の重要な施策の一つであ
ります。
大手一般企業については、立地や地域の人口
等と企業の経営戦略もあることから、誘致に関
地域戦略課
してもハードルが非常に高いと思われます。活
性化につながる施策は、町としても計画が必要
でありますので、検討・協議させていただけれ
ば思います。

小学校３校とも校舎の耐震化工事は実施して
おりますが、相当老朽化が進んでいることや建 学校教育課
物自体の耐用年数のこともありますので、新築
する方向で検討を進めています。

8/7

18：30～

●申込人数
●参加人数

下町２区集会所

11人
11人

●アンケート回収数

11（うち白紙１）

①年齢
～20代
30代～40代
50代～60代
70代～

0
0
3
7

②満足度
とても満足
やや満足
やや不満足
とても不満足
チェック無し

3 ・資料を読めばわかる事をわざわざ時間を使って読み上げる必要
5 があったか？町民の声を聞くためのミーティングならそちらを重
1 視すべきだと思う。
1
0

③説明・資料
とても分りやすい
ややわかりやすい
やや分りにくい
とても分りにくい
チェック無し

3 ・いろんなことがわかった
5
1
1
0

④役場新庁舎建設事業について
・最優先すべき事（人）は、次世代を担う子ども達です。役場新庁舎についてのご意見を伺うより先に、小
学校をどうするかと問うて欲しかったです。
・本町
・みなさまにお任せします。
・用地買収は慎重に
⑤第６次野辺地町まちづくり総合計画について

⑥新型コロナウイルス対策、その他について
・各会場の参加者から質問意見が事前にあった時は、回答書で答える事も大事だが口頭で説明すべきと思
う。

★アンケート
No.

質問・要望内容

要回答意見★
町回答内容

担当課

1

学校の統合や新築についても、今年度は保護
者等からの意見聴取、来年度は統合の方向性を
最優先すべき事（人）は、次世代を担う子 定める予定と、スピード感を持って取り組んで
財政課
ども達です。
いきます。また、学校へのエアコン設置をはじ
めとした環境整備も行う予定であり、庁舎建設
と並行して学校関係の事業も進めて参ります。

2

今回のファンミーティングの進行では、学校
役場新庁舎についてのご意見を伺うより先
統合のお話よりも新庁舎のお話が先になってし
に、小学校をどうするかと問うて欲しかっ
財政課
まいました。次回からは順番を考えたいと思い
たです。
ます。

★
No.

質問・要望内容

当日の質問・要望事項 ★
町回答内容

担当課

1

新聞で「地権者とうまくいっていない」と
私の基本方針として本町に建てる。新町に建
いう記事を見た。計画どおりいかないので てることはしない。買収した土地に建てられる
財政課
は、設計も変更になるのでは、と心配して と考えている。設計は、これから発注して作成
いる。
するものです

2

設計は地元に頼む予定か。

3

木を使うことも考えています。業者とも相談
なるべく木造で開放感があるような庁舎に
しますが、全部木造は難しいため、一部にでも 財政課
してほしい。
使用していきたいと考えています。

4

窓口は、１階はお年寄りなどが行く窓口、
そのように町民課などは１階への配置を考え
２階は業者が行く窓口というように、配置
財政課
ている。エレベーターの設置も考えています。
してほしい。

5

保護者へのアンケート調査や、町民からのご
とりあえず馬門小学校を野辺地小学校か若
意見などをお伺いしながら、検討を進めて参り 学校教育課
葉小学校へ統合してほしい。
たいと思います。

6

早く小学校の統合をしてその浮いたお金で
給食費を上げるよりも下げる。あるいは子
貴重なご意見として、今後の検討の参考にい
学校教育課
育て支援を様々やるなどを考えていただき たします。
たい。

7

町内の設計業者では対応できないと思ってお
り、雪をわかっているエリアの業者を入れて対 財政課
応したいと考えています。

統廃合の仕方として、３校を同時に統合する
方法や 馬門小学校を先行して他の２校のどち
馬門、若葉、野小３校いっぺんに合併とい
らかに統合する方法、また、新しい校舎を建て 学校教育課
うか、そういう方向性はないんですか？
る前に３校を統合し、その間に新しい校舎を造
るといった方法などが考えられますが、保護者
や町民のご意見をお伺いしながら検討を進めて
参りたいと思います。

8

建物よりも子ども達の心の問題がある。早
貴重なご意見として、今後の検討の参考にい
く多人数の中で活動できる環境にしてほし
学校教育課
たします。
い。

9

下北半島縦貫道路の側道の延長について。

町長より、事業の推進に向けて要望等を行っ
建設環境課
ていきたいと思います。

下北半島縦貫道路と側道は、それぞれ別々
あくまでも県管理道路であり、確認した結果
の事業として開始された。下北半島縦貫道
10
は「事業を中止したわけではない」ということ 建設環境課
路が先行した事により側道計画が立ち消え
でした。
となったのでは？

野中グラウンドの改修工事のことでお尋ね
野中グラウンドの改修工事については、費用
します。１億ちょっとの予算がついていた 対効果が見合わないことから中止しています。
11
学校教育課
と思うんですけど、どのようになりまし
今後も継続して対策を検討して参りたいと思い
た？
ます。

前は、町単独で風力事業を模索していました
が、事業費が多額で、初期投資について財政面
の余裕がなかったことにより断念しておりまし
馬門の柴崎地区に風力の構想があるようで た。
12 すが、前がだめでなぜまた今回そういう計
しかし、今回は、合同会社に対して野辺地町 地域戦略課
画をお持ちになったのか教えてください。 も少額を出資することにより、町に財政的メ
リットが生じることから柴崎地区風力発電事業
を進めております。なお、2021年に２基建設。
2022年より稼働予定となっております。

13

陸奥湾の野辺地と横浜の間は利害関係がき
洋上風力は、年間でどのくらいお金が入っ
ちっと整っていないという判断でもう１年様子 地域戦略課
てますか？
見させてくださいという判断です。

