
○アンケート実施概要

期間 ・・・ １０／１５～１０／３１

方法 ・・・ １０月１５日の広報配布にて、対象町会の全世帯へ配布

対象 ・・・ 杉館（99）、館山・松崎（143）、松館（57）、

西の平（75）、苗生松（80）、館田（202）、合計（656）

○アンケート回収率

656世帯中、200世帯分の回収、【回収率・・・約30％】

館田 202 50 25%

合計 656 200 30%

無回答 - 2 -

回収率回収世帯数町会

2018松崎小学校区まちづくりアンケート集計結果

26%2699杉館

館山・松崎 143 62 43%

松館 57 20 35%

西の平 75 10 13%

苗生松 80 30 38%

杉館, 26

館山・松崎, 62

松館, 20

西の平, 10

苗生松, 30

館田, 50

無回答, 2

問A 住んでいる地区は？

杉館

館山・松崎

松館

西の平

苗生松

館田

無回答

回答数 200
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問Ｂ あなたの年齢を教えてください。
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問１ 松崎河川広場は、夜間の犯罪防止やゴミの不法投棄防止などのため、

来年度から車の乗り入れ禁止（河川敷である橋の下方面へ車の進入禁止）と

することを検討しています。今後、近くに住む人達にとって、どのようにしたらよ

いと思いますか。

１．車の乗り入れ禁止に賛成 ２．車の乗り入れ禁止に反対 ３. その他

回答数 200

回答数 198

①

② ③
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問２ 松崎河川広場は、現在、テニスやフットサルなどができるスポーツ施設と

なっておりますが、その他の活用方法として何がいいと思いますか。

①朝市 ②軽トラ市 ③キャンプ場

④イベントスペース ⑤ドローン場 ⑥楽器練習場

⑦屋台村 ⑧ドッグラン ⑨フラワーパーク

⑩市民農園 ⑪花火大会 ⑫フェス

⑬ビアガーデン ⑭合同納涼祭 ⑮公園

⑯滑り台 ⑰その他
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問３ 「地域で子どもを見守る」、「世代間のコミュニケーションをとる」、「地域

全体で盛り上がる」ことを目的として、従来から行われている松崎小学校運動

会に地域の方たち（中学生以上の大人）が参加することができる合同運動会

を開催することを検討しております。あなたは、この合同運動会の開催につい

て、どのように思いますか

①賛成 ②反対 ③その他

回答数 549

回答数 198

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫ ⑬ ⑭ ⑮ ⑯ ⑰

① ②

③
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問７ 松崎小学校区には弘南バスが運行する循環バスが通っていま

す。１日３本で料金は２００円、日祝運休です。あなたは、この循環バ

スの運行について、どう思いますか。

①存続させてほしい ②増便してほしい ③とにかく残してほしい

④必要ない（廃止） ⑤その他
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問８ 今運行されている循環バスの利用者はかなり少なく、今後のバス運行に

ついては、市や交通協議会において議論される可能性が高くなっております。

委員会ではこれを機に、市と相談し、様々な案の運行を提案する予定です。地

域にとって、どのようなバスがあれば、便利だと思いますか。

①無料のバス ②昔のような100円バス

③スクールバス ④乗りやすいバス（小さいバス）

⑤家の前まで来てもらえるバス ⑥スーパーまで行くバス

⑦病院まで行くバス ⑧図書館やドームに行くバス

⑨地域の人が運行するバス ⑩買った重いものを運転手が運んでくれるバス

⑪買い物代行 ⑫野菜や惣菜を販売するバス

⑬その他

回答数 189

回答数 503

① ② ③ ④ ⑤

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑬⑫



問１　その他回答一覧

松崎河川広場は、夜間の犯罪防止やゴミの不法投棄防止などのため、来年度
から車の乗り入れ禁止（河川敷である橋の下方面へ車の進入禁止）とすること
を検討しています。今後、近くに住む人達にとって、どのようにしたらよいと思い
ますか。（駐車場は県道沿いのトイレの場所にあります。）

○禁止にするなら、駐車場を広くした方がいいと思う。

○どちらでも良い。

○利用した事がないのでどちらともいえない。現状も分からない。

○わからない

○余り利用してる人達がいないようで帰った後ゴミが沢山で近くの人達は困って
います。

○県道沿いのトイレには台数制限がある

○平川市の人のみで！

○駐車場を拡張する

○駐車場はもっと必要

○イベントにより駐車場が狭い場合は再検討

○時間指定ではどうか、例えば8:00～17:00

○ただ管理がどうするのか？防犯に対しては良いかも

○駐車場以外を通行できないように出来ないか?

○乗り入れの許可制にしては?

○夜間のみ乗り入れ禁止

○禁止に賛成だが、今のままでは、駐車スペースが狭い。

○モラルの問題では？

○川沿いの利用メインにすればよいかと。

○夜８時や９時等時間を決めて、その時間以降は橋の下へ降りる道路を封鎖す
るのはどうでしょう。

○有効利用を希望するので、P、トイレの増設を希望します。

○駐車場より各施設に入らないように車止めを設置したらよい。

○ゴミ不法投棄があまりにもひどい。

○物理的に進入できないようにしなければ効果はないと思う。看板だけではダ
メ。



問２　その他回答一覧

　松崎河川広場は、現在、テニスやフットサルなどができるスポーツ施設となっ
ておりますが、その他の活用方法として何がいいと思いますか。

○駐車場が狭いので何も出来ないと思う。

○グランドゴルフができるようにコースを作ってほしい、弘前の河川敷みたくゴル
フができたら良い。

○自由に動ける原っぱのまんまがよいと思う。

○ゴミがでる！野球場

○スポーツのイベントだけでいいと思います

○バーベキュー施設

○子供のアスレチック等の遊び場

○フリーマーケット

○散策道、サイクリング道路

○夜間、火を使うイベントは避けた方が良いと思う。

○近くではないのでどちらでもよい

○イベントスペースとして貸出→クラフト

○常設のグランドゴルフ（※ゲートボール場はありますが、設置されてから一度
も利用者を見た事がありません。現在はグランドゴルフの利用者が大勢です。）

○河川が氾濫した場合の修復費の事を考えると現状維持が望ましい

○冬にもスキー場としての利用

○斜面を利用した滑り台で段ボールを使うとゴミ問題が起きるのでは？現在の
利用方法がわからない。

○１日限定の松崎学区地域のお祭り（ビアガーデン、屋台村、納涼際、宵宮）

○キャンプ場なら夜間の乗り入れ禁止が難しい。きれいな公園。

○野球

○館田子供会でねぷた前にキャンプ希望。

○BBQ場

○人が多く集まる場所として使用した場合、多くの車を停める駐車場はどうする
のですか？

○ウォーキングもできるようなコース

○芝桜の植生

○テニスコートとバスケットコートを増やして欲しいです。混んでいて、壁打ちして
いる人や、車で待つ人などがいます。バトミントンのコートもあるといいなあ。

○借りる場合の手順がきっちりしていれば、なんでもいい。Pは必須。

○グランドゴルフの練習場。



○西地区の拠点となる公園は、中央公園みたいに子供向け。

○ドッグランいいですね

○黒石の花火大会のように何チームかねぷたを運行した後に、花火をあげてみ
ては？松崎保育園の交差点からスタートし、橋の手前でストップ、花火をあげ終
わったら戻り運行で終了。花火があがるまでステージでダンスや平川市の小・中
学校の吹奏楽部の演奏などイベントをする。屋台も設置。平川市の歴史ある獅
子踊りもいいですね！

○芝生を広く作り、自由に誰でも遊んだり、憩えたり出来る場にし、その周囲に
は草花・木など植えて景観も楽しめるようにする。



問３　その他回答一覧

　「地域で子どもを見守る」、「世代間のコミュニケーションをとる」、「地域全体で
盛り上がる」ことを目的として、従来から行われている松崎小学校運動会に地域
の方たち（中学生以上の大人）が参加することができる合同運動会を開催する
ことを検討しております。あなたは、この合同運動会の開催について、どのよう
に思いますか。

○空白

○どちらでも良い

○強制参加でなければどちらでも良い。

○良いとは思うが参加のさせ方。各町会、老人会、などどの範囲で参集をかけ
る？

○参加したければすれば良いし、参加したくなければしなくても良い

○にぎやかで良いと思います。

○むだ無駄

○運動会の日を決めるのに田植えの忙しい時は考えて決めてもらいたい。

○どちらでも良い

○地域交流の独自イベントを検討しては

○自分は参加しないが開催はして良い。

○どちらでも良い

○体調に問題あり、協力も出来ませんし、参加も出来ません。賛成とか反対と
か言える立場にありません。学校側（特に先生方）への負担にはならないもので
しょうか。

○参加はしないが、見に行く人はいると思う。

○これまでの小学校の運動会でやっていた種目が減ったり、時間をせかされる
ようになるようであれば、反対。

○試してみて（何かの記念行事の一環として）アンケートをとって決めてはどう
か？

○参加はしないと思うので、どちらでもいい。

○出店、屋台などが出れば行く人はいるかも。

○校庭でフリマをやる！各地域ごとで出店可！マルシェ的な事をする！



問４の記述回答
　もし、合同運動会が開催された場合、どんな競技があれば参加したい、また
は、観覧したいと思いますか。その他、ご意見等を枠内にご自由にお書きくださ
い。

○自主防災に役立つ協議

○玉入れ

○リレー

○縄跳び競技

○小学校での運動会なので、児童中心の活動の場であって欲しい。合同運動
会は総合運動公園でやるべき。

○どんなものでも、おそらく参加はしない。

○親子で楽しむ様な競技が沢山あれば良い。

○全員が楽しめる競技が１つあれば良いかな。全員参加（選抜）のリレーなど、
ＴＶでやってるみたいなの

○綱引き、子供との二人三脚競争、パン食い競争、子供と大人の紅白球入れ、
宝さがし

○身体の動きがままならなくなっているので、出かけたいと思っていません。

○つなひき

○親子で参加出来る

○盆踊り、地域対抗リレーなど

○もし行うのでしたら、リレー○綱引き等

○必要か？何も５月でなくても

○玉入れ、お玉リレー

○小学校の運動会として、１年生～６年生まで、PTA、子供たちが楽しめる開催
内容で良いと思います。小学生の思い出作りも必要です。

○外だけでなく、体育館で球技大会等。災害に備え、避難訓練等。

○リレー、つなひき、借り物競走

○子供と同じ競技、子供に戻る等

○小中混合リレー　例.小→中→小→中とか

○「地域全体」もいいけど、子供の成長を楽しみに見るのが親の楽しみです

○部活対抗のリレーとかあったら参加したい

○仮装、ボール運び、パン食い

○楽しいとは思いますが、参加出来ない人も出てくると思われますし、人数が揃
わないと強制となる事になるのでは・・・？

○私は高齢者なので何も出来ません。でも元気な大人も何かやればいいと思い
ます。



○すもう

○小学校の運動会における父兄のゲームは現在も実施されており、地域活性
化の目的であれば小学校運動会とは別にお盆の頃にでも、納涼際も兼ねなが
ら午前中運動会で昼食を焼肉など全体で実施しては交流になると思いますがい
かがでしょうか。

○将棋などを小中学校に教えに行ってくれる人がいるといいなと思います。

○子供からお年寄りまでみんなが楽しめる競技をお願いします。（色々な競技を
調べて下さい）

○玉入れ

○町会対抗で楽しめる競技。リレーとか対抗をなくし、子供とかと一緒にできる
ゲーム等

○玉入れ、綱引き、親子マラソン、平賀おんど

○年齢も有り参加はできませんが、フォークダンスを見てみたいです。

○つなひき

○借り物競走、つなひき

○昔やったフォークダンスをやってほしいです。コミュニケーションをとるにはい
いと思います。

○障害物競走

○町会単位のチームを作り、チーム対抗戦が出来る競技

○部落対抗で優勝した部落には特別な景品（リッチなほしくなるようなもの、こ
と）

○部落対抗で綱引き。

○私は今大学生ですが、小学校の時の同級生の連絡先は誰も知りません。何
をしてるかも知りません。どんな競技であれ、参加しても誰も知らないのであれ
ば楽しくないし、県外に出てる人も多いので、開催する意味がわからない。

○年代別にできる競技、簡単な誰でも参加できる競技が良いと思います。

○玉入れ、ムカデ競走

○みんなが笑顔になって明るくなれる場になれば○○○と思います。

○けがが恐いので参加はしないが応援はしたい。

○玉入れ、輪ころがし、輪くぐり

○良くある運動会の競技、地域をすべてまわる駅伝（警備が大変ですね）、地域
の赤ちゃんを紹介するはいはいレース、田植えリレー。

○ボール転がし、玉入れ、風船割り等団体行事。

○中学生のリレー。（混合でも楽しいと思います）

○町会対抗リレー

○仮装



○竹馬、大玉転がし

○具体的には出ないが、年代別に合わせた競技であればいいと思う。

○競うよりは楽しめる競技が良いと思います。

○町会対抗つなひき

○参加したくもないしみたくもない。

○町ごとや年代別のリレーや借り物競走、つなひきなど、体力測定の様なもの
など、あくまで小学生主体で行うものであってほしい。

○玉入れ、じゃんけん大会。

○綱引きや借り物競走等。

○老若男女誰でも参加できる競技。

○玉入れ、大玉転がしリレー。

○綱引き等あまり走らない競技。

○防災訓練も兼ねるようなイベントにしては？

○玉入れ、綱引きなど。



問５の記述回答

種類 ジャンル 数 種類 ジャンル 数

玉ねぎ 野菜 32 青物野菜 野菜 97

ミニトマト 食器類 3 ソフトクリーム 果物 41

ジャガイモ 果物 12 ミニトマト 菓子 9

大根 菓子 2 小麦粉 漬物 9

葉物野菜 雑貨 2 マヨネーズ キノコ、山菜 8

ジャガイモ 惣菜 2 塩 日用品 8

玉ねぎ パン 3 りんご 調味料 1

キャベツ コーヒー 1 りんご菓子 花 18

にんじん 手芸品 2 トマト 肉 5

枝豆 漬物 1 キャベツ 食料品 5

白菜 米 2 きゅうり 餅類 4

菊 洋服 3 大根 卵 3

栗 白菜 なんでも 1

ネギ ネギ 麺類 1

りんご 菊 コーヒー 2

長いも りんご 惣菜 9

トマト サヤインゲン 雑貨 5

グリンピース グリンピース 魚介類 3

サヤインゲン りんごスイーツ 加工品 2

かぼちゃ 桃 植木 2

アップルパイ ブドウ 珍しいもの 2

さつまいも にんじん 弁当 2

ほうれん草 柿 米 4

きゅうり 梨 パン 5

花 そば 洋服 1

古着 うどん 土 1

ブドウ コーヒー

梨 レタス

プルーン BBQ食材

子供服 おにぎり

ピーマン 缶詰

柿 赤飯

アスパラ おはぎ

チーズケーキ

ブロッコリー

農業資材

給油施設

串焼き

　昨年のアンケートでは「地域内に野菜等の販売所があった場合」について
多数の回答をいただいており、その結果、回答者２５５人のうち、約８割の
方が「野菜等を販売したい」、約９割の方が「野菜等を購入する」と答えてい
ます。この結果を踏まえ、当委員会では地域内に特産品販売所を開設した
いと考えております。もし、「地域内に野菜や日用品等の販売所があった場
合」、あなたは、どのような特産品を売りますか。また、どのような特産品や
日用品を買いたいですか。具体的に枠内へご自由にお書きください。

売りたいもの 買いたいもの



問６の記述回答　

　平川市内や市外、県外にも多数の特産品販売所があり、誰でも一度はそのよ
うな所へ出かけたことがあると思います。それらの施設に出かけた経験から、こ
のような施設としてほしいことや、このような機能がほしい、あの施設のこんなと
ころがダメだったみたいな感じたことを、今後の参考までに枠内へご自由にお書
きください。

○カフェ、昼食がセットであればいい

○スーパーより高ければあまり意味がないと思う

○基本的には今のままでよい。ダメなものは淘汰されて無くなるし、やりたい様
にやらせておけばよい。

○カード決済できるシステムの導入

○ご当地スイーツ、ドーナツ、ソフトクリーム等

○食事できる所があるといいと思う。トイレが臭う所はダメ。

○体験コーナー

○100円で売れたら長期間100円で売って欲しい。値上げしないで。

○歩く所は少し広めで。

○ソフトクリーム、アイス、パン、お惣菜などがおいしいとちょっと寄ろうかなとい
う気になると思います。

○足の悪い人や老人には、レジが混雑して待つのが大変です。

○狭いスペースの売場、特産のソフトクリーム

○レストラン併設がいいですね、土、日のみでも

○今迄見たところでは、まァそんなものかなァ！と感じています。良く配慮して
やってると思われます。

○アグリアスは良いと思います

○この田舎でいろいろな提案をしたところで、実行できますか？

○平賀アグリアスは品数が少ない。石川サンフェスタのように常に商品があれ
ば助かる。平賀は午前でなくなるので午後はいかない。

○この地域に特産品販売所を開設する必要性をあまり感じません。

○野菜は商品としての信用が大事です。お客様に、また買いたいと思わせるこ
とが長く続くことだと思います

○新鮮なところ、良心的な値段、訳ありの明示があることが良かった。時々他町
村の特産の売り場（テントなど）が設けられたのも良かった。

○トイレは毎日きれい清潔

○今ある場所は、どこでも車がないと買い物出来ません。近くにでも売ってると
ころほしいですね。

○出入りしやすい駐車場。客にお得感をもってもらう販売方法。（農産物であれ
ば新鮮、調理・活用方法、量など）



○トイレは広くてきれいであって欲しい。ソフトクリームなども売っていると子供達
も喜んでついて来てくれるので、、行く機会が増えます。

○入りやすい所が良いですネ。入って出て自由なお店がいいですネ。

○トイレの充実

○スーパーセントウ

○漬物

○オープンカフェ的な場所があると行きやすいです。販売ばかり目的にすると品
物がない時はガラ～ンとしてさみしいです。

○他の特産品販売所を利用した際、レジ係の人達が世間話をしていてあまり良
い印象ではなかった。

○レストラン施設

○足湯があると疲れがとれたような気がした

○観光地や食堂等のマップ（距離や時間の記入あるもの）

○どこの販売所でも、果物・野菜が主体で、小物品・手芸・リサイクル品がすくな
い

○お客様と雑談しすぎる店員が多い

○野菜や果物なんでも種類が多くある所が良い

○トイレ等清潔であること、明るい雰囲気であること

○値段が高いと思った。

○誰が利用してもきもちよく利用できるように、とにかく常にきれいにしている事
が大前提です。（陳列、床など）

○弘前市の野市里や四季彩館はドライブがてら立ち寄りやすく、色々なものが
あっていいです。

○宅配の手配をしてほしい。カフェみたいな飲食スペースがあれば良い。

○オープンカフェなど

○何をやっても後片付けをきちんとやる事だと思います。

○現在も集落には小さい野菜の百円ショップがありますが、本格的にやるので
あれば弘前市民にもアピールし、八戸の朝市をモデルにしたようなみんなが
行ってみたくなるような規模のものを定期的に実施する。（全国有数の朝市に
なった八戸朝市も最初は数人で実施した）

○カフェ風の交流や一服してゆったり時間を過ごせるような場所も有れば良い
のでは？

○施設についた休憩設備があれば良い。（語らいの場として）
○○○の販売所に行ったら○○がおいしいから必ず買うとか、それが目当てで
そこに行くという特色のある施設。そして、安くて量が多い、新鮮。イートインス
ペースもあるが、地元のものも使って特色を出そうとしているが、特別においし
いとは思えない。



たくさんの道の駅や販売所を見学してきましたが、手数料のせいか、人件費の
せいか、管理だけが先に立てているように見受けられる。規格外の良品を出せ
るような施設なら！

○シーズン中はいいが、冬場の商品の工夫が必要。県外産の野菜等を置いて
いるところもあるが、止めるか、全く区画を区切って地商品でないことが良く分か
るようにしないと紛らわしい。詐欺的。

○食堂が欲しい

○コンビニの小型でいいのであれば良い。

○ほとんど行かない。家族が少ないので、多量だと無駄になる。車で安全に行
きたい。

○売場敷地内に特産品を使用したメニューのレストラン、またコーヒー等の飲め
る施設。

○親子で買い物ができる、楽しんで帰る遊び場のある（冬でも）施設を併用して
造ったらいいと思う。

○道の駅が欲しい。食事もできるような。そこで平川市の特産品を充実してほし
い。

○コーヒーショップなどがある店

○安くて新鮮なものが多いので助かっている

○温泉施設が有れば良い。

○ゆるキャラやりんご娘、キューティーブロンズ、吉幾三さんなど、もっと呼んで
盛り上げてほしい。

○その地区のものを販売する。他県産のものがありその地区の道の駅と注目し
ているのに残念。

○地産の野菜くだもの、肉とかで作った料理（例えばカレーとか、その場で食べ
れる物もいいのでは？）

○温泉と産直が合体している。名物になりそうな遊具がある。浪岡のアップルヒ
ルの様な施設がいい。

○何を販売しているのか、欲しいものがあってもそれが今の旬で販売し始めて
いるかわからない。SNS等で発信しているところもあるが、どれもまじめくさって
いて見る気にならない。よって行かない。そういうところがもったいないと思う。時
代に合わせて変えていかないと若者は地域に残らないし、人口は減るだけ。

○特産鍋
○平賀ドーム・・・若い人には魅力を感じる産業祭りとはいえない。黒石、板柳、
岩木など老若男女が行きたいところになってほしい。美味しいコーヒーと食べ物
がない。

○岩手県のアネッコ市場に行った時、駐車場の広い事にびっくりしました。店の
中もおしゃれでした。

○量は少なくても安い方がいい。



○販売所だけでは運営が成り立たないので、販売とは別の目玉となるものをい
れてほしい。子育て施設との併設等。

○町外の人も対象とするのであれば、情報発信をしっかりとしないと平川はほと
んど通過しないと思います。きれいで、駐車スペースなどをしっかりと整備する。
温泉に隣接とかが平川の場合有利。

○そばやラーメン、アイスなどそこで食べられるといいですね。サンフェスタさん
の様な感じ。

○平川市内に特産品販売所がある為、他にはあまりいかない。

○らーめんやそばなどが食べられたら・・・。コーヒー、お茶が飲めてスイ―ツが
あれば・・・。

○採れたての野菜などで作ったおかずを、その場で食べれるようなバイキング
とか。

○平川市にはこれといった施設が全然ありません。ましてや食堂もないです。
もっと何らかの施設を設けてほしいです。

○個人別に売っているが、種類別に並べてほしい。（生産者ごとのコンテナでな
く、種類ごとのコンテナ）

○品物が少ない時他県の野菜が置いてあるところが多い。品数が少なくても、
出来るだけ地物を置いてほしい。

○道の駅内に温泉がある所はとても混んで賑わっていた。松崎温泉と提携して
は？車中泊OKの施設なら観光拠点になるのでは？平野なので自転車（レンタ
サイクル）で弘前などへ足をのばせる。弘南鉄道（館田駅）も近い。

○美味しいレストランがある所がいいですね。

○昨年まで東京在住で良く見る特産品はどれも高い！イベント紹介も大きなイ
ベントばかり！今流行のキャンプ場のおすすめなどもあって良いと思う！

○店内は明るく、清潔であってほしい。また、お土産、漬物等は必ず試食があっ
た方が好い。

○地域の特産品だと思い買ってきたら、全く違う県外のものだった。地元のもの
を買いたいと思っていたのに間違ってしまった。ハッキリ区別して欲しいし、出来
れば地元のものだけ扱うことが出来ればよい。

○駐車場が広くなければダメ。



問７　その他回答一覧

　松崎小学校区には弘南バスが運行する循環バスが通っています。１日３本で
料金は２００円、日祝運休です。あなたは、この循環バスの運行について、どう
思いますか。

○利用したことはないが、存続した方がよい

○自分はあまり利用していないので、利用者の意見を尊重してください。

○出かける足がない人のためにもタクシー等を割安で利用できる様にならない
だろうか。

○よくわかりません

○自分は車があるのでいいですが、ない方は必要ではないでしょうか。

○知らなかった。利用したことが無いのでよく分からない。

○今は車だが、いずれ利用することになると思うので残してほしい

○バスも大切だがタクシーなど必要な時使いやすいようにチケットなどの割引な
ど考えられないものか？

○使ってないので判断しかねる

○大型バスでなくても良いのでは・・・。

○大きい通りは運行してないと思うので、運行ルートを増やしてほしい。※バス
の時間とルートがわからないのでチラシが欲しい。

○今現在は自分で運転出来る為利用しない

○車の運転ができなくなるまでの間は必要なし。但し将来的にはわからない

○私自身は車を運転するので必要ないが、お年寄りの方々は無くなると困るの
では？

○どちらでもよい

○今は自分で車で行けるが今後を考えると必要。

○現在使用していないのでわからない。

○今は必要としていませんが、必要としている人はいると思います。

○よくわかりません

○ほとんど利用しないですが、廃止して困る方がいるのであれば残した方がい
いと思います。

○今は必要ないが、今後必要になるかもしれないので残してほしい。

○使用してないのでわからない。

○今な必要としていないが、高齢になると必要。

○現在は利用していないのでわからない。



○通行しているのは知っているが、ルートがわからない。もしバスで弘前駅まで
行けるなら電車より安いし、乗る中高生は多くなると思う。乗車の客の多い時間
に絞って運行すれば良いと思う。今のままでは、意味のわからない時間とルート
では一生乗らない。

○わからない。

○アンケートによって必ず残してほしい人がいるなら小さいバスにして予約制に
してみる。

○どちらでもよい

○いまのところ利用した事はありませんが、車を運転できなくなったら利用する
ことになると思います。（自分勝手ですみません）

○使った事がないのでどちらでもよい

○いつ見ても乗ってる人が少ないので廃止してもいいのかな・・・と思ったりする
が、出かける足がない高齢の人の事を考えると存続した方がいいのかな・・・と
揺れ動く。

○私は必要ないが、困る人はいるので代替するものはないか。

○増便も１～２という程度ではだめ。大鰐のデマンドの様に。

○冬期高校生の通学時間に合わせた便が１本あれば良いのでは？→電車に
間に合うように

○免許証返納する人に割引するなど、これから高齢者の事故が心配。

○いまは自分で運転しているが将来が不安なので存続させてほしい。

○冬の中学校までのバスがあると助かる。

○予約制（オンデマンドバス）にしては？タクシーより安く。

○今は使用していないので何とも分かりません。



問８　その他回答一覧

　今運行されている循環バスの利用者はかなり少なく、今後のバス運行につい
ては、市や交通協議会において議論される可能性が高くなっております。委員
会ではこれを機に、市と相談し、様々な案の運行を提案する予定です。地域に
とって、どのようなバスがあれば、便利だと思いますか。

○他県でやっているようなコミュニティバス、利用する時申し込む、無料配布、ス
マホなどで

○手をあげたら、どこでも乗せてくれ、又、降りたいところで降ろしてもらえるバ
ス。

○駅まで行くバス、大きい通りにないので運行してほしい。

○大雪、台風などで電車が止まった時に、駅間を代行するバス（通勤、通学時
間）

○小回りが利く頼りになるバスを希望

○予約に合わせて数人で利用できるようなバス。

○市の中心部から弘前市城東に運行するバス。

○弘前駅まで行けるようになってほしい。

○市役所まで行くバス。

○１～１３全部そうであれば良いんですが、本当に困る人がどのくらいいるか調
べて、理由から代案を考える。

○第５城東へ行けるバス

○城東地区へ買い物に行けるバス。

○全部あれば相当良いですね。でも無理ですね。

○市内の小学生、観光客をターゲットにした循環毛色の１００円バス。




