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＜重点要望1＞ 十和田市新相撲場建設促進について 

 市相撲場は、長年にわたり、各種イベントにも活用されるなど、広く地域住民に親しま

れている施設となっています。 

 市では、耐震診断の結果を受け、今年度、危険性の高い上屋部分を撤去、仮設テントを

設置し、従来どおり全日本大学選抜相撲大会や選抜高校相撲大会を開催したところであ

り、当面の間、仮設テントでの両相撲大会開催を継続してから、現在、整備予定の屋内グ

ラウンドでの相撲競技の開催を検討しています。 

 また、 新相撲場の建設については、 今後 10 年間は大規模建設事業が続くことから、

早期の整備は難しいことをご理解いただき、 「十和田市公共施設等総合管理計画」 第１

期実施計画終了後に検討していきたいと考えています。 

【回答内容】 

 十和田市における体育・スポーツの中でも、特に相撲については、現在の十和田市の発展ととも

に地域住民に親しまれてきたスポーツ競技であり、昭和 27 年８月三本木畜産構内に特設相撲場

を造り、第１回選抜高校相撲十和田大会が開催され、以来平成 28 年度開催が第 65 回目となり

ました。昭和 50 年には、全国的にもまれな重量鉄骨製 2,000 ㎡の上屋が完成し、天候に対する

不安が解消される相撲場が出来ました。そして、昭和 51 年には、落成記念の大会として全国教職

員大会、昭和 52 年には国民体育大会相撲競技会場として全国に青森県十和田市がこれまで以上

に知れ渡るようになりました。さらに、昭和 45 年からは全日本大学選抜相撲十和田大会も開催さ

れるようになり、平成 28 年度開催が第 51 回目となりました。そして、これまで、高校・大学

大会を見学に全国からは多くの相撲ファンがこの十和田市を訪れ、歴史を築きあげてきました。選

手たちは、十和田市相撲場での大会に出ることを目指し稽古に励み、観客には、感動と勇気を与え

てくれました。相撲場は相撲競技に使用するだけではなく、大集会施設の機能も備えていることか

ら、以前には相撲場に水を溜めスケート場として市民に開放したこともあり、多くのイベント会場

や職場のレクリエーション等の会場となるなど、多目的利用が出来る施設でもありました。その、

十和田市相撲場が耐震診断の結果、倒壊の危険性があることから 2016 年 10 月 21 日から使用

及び立ち入りを禁止するお知らせがありました。使用禁止についてはご理解いたしました。ただ、

十和田市内で全国レベルの相撲競技が出来る場所や多くの野外イベントでの活用は、現在の屋根

付きの場所以外ありません。つきましては、十和田市の財政も大変厳しいことは十分承知しており

ますが、早い時期に全国レベルの相撲競技が出来、さらには各イベント等が出来るような、現在の

建物同様の新相撲場の早期の建設促進をお願いします。 

【要望内容】 
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＜重点要望2＞ 
旧市民体育館取り壊し跡地への 

合宿所及び研修施設を兼ね備えた施設建設促進について 

 志道館については、 「十和田市公共施設等総合管理計画」の第１期実施計画の中で、平

成 34 年度に（旧）市民屋内グラウンド及び勤労青少年ホームの解体跡地に志道館を建替

えする予定としています。 

 研修施設を備えた志道館の建替えにおきましては、 基本構想を策定する中で市民や関

係機関等の意見を聞きながら検討していきたいと考えています。 

【回答内容】 

 十和田市は、「市民一人一スポーツ」を掲げ、スポーツだけではなく、これまでも多彩

な文化、芸術、教育等を推進してきています。そして、昭和 49 年には十和田市志道館が

建設され、格技道場として多くの選手が合宿所を利用し道場での練習に励み育ち、県大会・

東北大会・全国大会等でも活躍をしています。 

 また、十和田市はこれまで「個を生かし創造性をはぐくむ学校教育の推進」を柱に、開

かれた学校経営、特色ある学校経営の推進をしてきており、学校教育にも努めてきていま

す。 

 志道館も建設から 42 年が経ち、改修費や修繕費等が多くかさむことから、志道館・体

育館の取り壊しが聞かされています。 

 つきましては、合宿所建設に際しては、スポーツのみの合宿所だけではなく、将来を担

う子供たちの教育環境の充実や市民の学習づくり、次代を担う人材の育成の観点からも、

研修施設（勉強合宿も出来る）も兼ね備えた施設建設の促進をお願いします。 

【要望内容】 
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＜新規要望1＞ 市道伝法寺藤島線の除雪頻度の見直しについて 

 市道の除雪は、市の出動基準に基づき実施し、走行に危険な轍掘れが発生した際には、

通常の出動とは別に轍剥ぎ取り作業を実施しています。 

 このため、 要望の路線については、車両通行の多い路線と認識していますが、一部の路

線のみ出動基準を変更することは現在のところ考えていません。 

 今後も、運行車両の安全確保に向け、 路面状況をみながら随時対応していきたいと考え

ています。 

【回答内容】 

 国道４号（道の駅とわだ付近交差点）と県道 145 号戸来十和田線（米田方面分岐交差

点）を繋ぐ市道伝法寺藤島線は、上記国道・県道との除雪頻度に差があり、積雪後の圧雪

時において時折轍掘れの状態となっていることが見受けられます。同路線は勾配があるほ

か、周りにごみ焼却施設や大窪企業団地があり、五戸方面からの通勤者を含め車の往来が

多い幹線道路であることから、こうした轍掘れの状態は危険なため、接続する国道・県道

と同程度の除雪頻度となるよう見直しをお願いします。 

【要望内容】 



位置図
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＜新規要望2＞ 十和田ポニー温泉付近の交差点改良整備の促進について 

 国道 102 号と市道２路線が接続する当該交差点は、交通量も多く、十和田湖方面を往

来する観光バス等の大型車両が頻繁に通行する箇所と認識しています。 

 曲がりづらい状況については、国道 102 号と市道並木八郷線の交差角度や国道 102

号の車両停止位置などが問題と考えられることから、交差点内の安全確保や円滑な通行を

図るため、 車両停止線の位置の見直しなどについて、 青森県、十和田警察署などの関係

機関と協議を進めていきたいと考えています。 

【回答内容】 

 国道 102 号と市道並木八郷線および市道北野八郷線が接続する、十和田ポニー温泉付

近の交差点は、南北を結ぶ両市道がクランク状に交差しており見通しが悪いうえに、市道

北野八郷線は幅員が狭いため、特に右折待ちの車がある時は、危険性が高い状況にありま

す。 

 また、この交差点は十和田湖方面を往来する観光バス等も頻繁に通行しており、市道並

木八郷線から十和田湖方面に左折する際、対向する右折車線に車が停車している時には大

型バスが非常に曲がりづらい状況となっています。 

 つきましては、安全性向上と利便性を図るため、同交差点の改良整備をお願いします。 

【要望内容】 



位置図
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＜新規要望3＞ 民家の出入り口の除雪対策について 

 除雪については、交通量の少なくなる深夜から通勤通学時間までの限られた時間の中、 

限られた除雪重機により車両の通行を確保する必要があるため、道路上の雪を路肩へ寄せ

る作業となっています。 

 そのため、除雪重機が通った後には、 間口等に雪が残ることがありますが、 自らの敷

地を除雪することが困難な高齢者や身体に障がいがある方などについては、登録により間

口から玄関先までを除雪する「まごころ除雪事業」を実施し、対応しています。 

 しかしながら、 基本的に間口の除雪については 「十和田市協働による除雪の推進に関

する条例」の中にもありますように、市民の役割として、寄せ雪は自ら処理するよう努め

ていただくこととなっていますので、ご協力をお願いします。 

 なお、 やませ雪等の湿った重い雪の場合は、やむを得ず大きな塊となって残る場合もあ

りますので、機械を使わないと処理出来ないような塊があった場合には、情報提供いただ

ければ、その都度、対応していきたいと考えています。 

【回答内容】 

 大型の重機で除雪をした後に、民家の出入り口に大きな雪の塊が残り、出入りが出来な

くなることがあることから、雪の塊が残らないような除雪対策をお願いします。 

【要望内容】 
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＜新規要望4＞ 市中心部から上北自動車道へのアクセス道路の整備促進 

 上北自動車道は、 高速交通のない本市にとって地域間の交流及び社会・経済活動の活性

化を図り、安全・安心な自動車交通を確保する上で、極めて重要な路線であると認識して

います。 

 このため、 市中心部から新設される仮称上北（２）インターへは、県のアクセス道路の

整備が必要と考えられることから、 青森県や国に対して働きかけるとともに、 上北自動

車道への接続についても、 効果が見込まれる路線を調査したうえで、 青森県や関係機関

と協議していきたいと考えています。 

【回答内容】 

 販路拡大や交流人口拡大による地域の活性化を図るには、高速道路・空港・鉄道の整備

といった社会資本整備が不可欠ですが、十和田市には現在そのような高速交通体系が整備

されていません。そのような中、十和田市郊外の北西に整備されている上北自動車道路は

重要な高速交通基盤であり、東日本大震災を教訓とした強靱な国土形成、防災・減災対策

の強化や、救急医療施設への搬送時間の短縮など、住民の安全安心な生活にも大きな役割

を果たす路線です。 

 つきましては、本市中心部から来年度供用を予定している上北自動車道へ新たに新設 

される仮称上北（２）インターへのアクセス道路の整備促進をお願いします。 

【要望内容】 
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＜新規要望5＞ 
全国規模の催事の誘致および 

誘客を可能とするためのトータルデザインの構築について 

 市では、市民参画と協働によるまちづくりを進めているところであり、 イベント等の規

模に応じ、民間の事業者様にもご協力いただき、駐車場等の確保に努めています。特に、 

全国規模のイベントの場合は、 市民によるボランティア活動や郊外に臨時駐車場を設け、

来場者をイベント会場へつなぐシャトルバスの運行など、 市民をはじめとする多様な主

体との連携・協力により、来場者を受け入れる体制の充実を図っています。 

 現在計画策定中の（仮称）十和田市屋内グラウンド建設を進めるうえでも、 駐車場につ

いては、 利用者数を基に限られた市有地の中で最大限の台数を確保できるよう計画を進

めているところです。 

 また、 市民文化センターで行われる大きな催し物において、 駐車スペースの不足が見

込まれる場合には、周辺にある総合体育センター駐車場、市民交流プラザ駐車場など、市

営駐車場の利用を促すよう周知しています。 

 今後も、 市民の皆様にご協力を頂きながら周辺の駐車場を有効に活用し、利用者の利便

性向上に努めていきたいと考えています。 

【回答内容】 

 全国レベルのイベントや大会等を開催する上で、収容施設もさることながら、駐車場や

宿泊場などの付随する施設にも相応のキャパシティが求められます。このバランスが取れ

ていなければ多くの集客が見込める催事も不完全燃焼に終わってしまうなど、将来に向け

て悪循環が生じる可能性があると考えます。長年当所より要望してきた多目的球技場の設

置や現在進行中の公共施設等がある中で、こうした付随施設も考慮したトータルデザイン

により計画を進めていただきたいと考えています。関連して、様々な催事が行われている

十和田市民文化センターには、車による来場者が多く訪れますが、駐車スペースが足りな

いように思われます。道路を挟んだ西側にある総合体育センターの駐車場の利用も可能で

すが、同施設の利用者もおり、やはり敷地内に駐車できることが便利だと思います。文化

センター周辺に駐車場の設置促進を検討下さいますようお願いします。 

【要望内容】 
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＜新規要望6＞ 
市内要所における災害時避難場所案内板等の設置と 

災害時の避難関連事項の周知徹底について 

 市が指定している避難所については、現在、ホームページへの掲載、毎戸に防災マップ

やくらしの便利帳の配布、 23 箇所の避難場所案内板の設置、約 170 箇所の電柱への誘

導標識の表示を行い、周知を図っています。 

 一方、避難所や避難場所は、災害の種類や規模で開設場所が変わるため、災害が発生し

た際には、最寄りの避難所や避難場所について、緊急速報メール・エリアメールや市の登

録制メールである「駒らん情報めーる」、ホームページ、マスコミ報道など多様な手段で

情報発信を行っています。 

 特に、市のホームページや、災害時応援協定を締結しているヤフーのホームページから

は、避難所の場所が地図上で確認できる仕組みとしていることから、土地勘のない観光客

なども避難できるものと考えています。 

 こうしたことから、市としましては現在のところ避難場所案内板等の増設の予定はあり 

ませんが、今後とも、スマートフォンなどの通信機器に対応した、きめ細かな情報を駒ら

ん情報めーるなどを通じて発信していくとともに、市の広報を通じて周知に努めていきた

いと考えています。 

【回答内容】 

 災害時における避難場所について、市では、防災マップの作成・配布や電柱等への誘導

標識などで、市民に周知を図っているところです。しかしながら、いざ避難場所を聞かれ

ると、正確に言い切れる人は意外に少ないのではないでしょうか。 

 避難場所等への円滑な避難を促すために、避難場所案内板は地図でその位置を示し、避

難誘導標識は方向・距離等を示しますが、平常時から災害を意識することで、はじめて災

害時に避難場所への速やかな移動を可能とするものではないでしょうか。また、災害時避

難場所案内板等の設置は、土地勘のない来訪者の避難誘導対策としても有効です。 

 つきましては、普段から市民が災害に対してより危機意識を持つことで、災害時におけ

る避難場所への速やかな移動を可能とするためにも、市内各地要所における災害時避難場

所案内板等の整備と、これらを含むその他災害時の避難に関する事項についての周知徹底

をお願いします。 

【要望内容】 
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＜新規要望7＞ 住宅街における太陽光発電システムの建設・設置規制について 

 住宅街の私有地に建設する太陽光発電システムの設備等の設置については、小規模な工

作物に該当するため、国、県、市に対する届出の必要性がなく、市では、現状の把握が難

しい状況となっています。 

 これまで市に寄せられた太陽光パネル設置に係る苦情としては、 郊外における大規模

な発電事業に伴う工事作業中の振動及び設置後の光の反射を心配したものが、 平成26 年

に１件あったものの、住宅街における太陽光発電システムの設置に対する苦情は、現在ま

で寄せられていません。 

 太陽光発電システムの建設・設置に特化した規制は難しいことから、市では、 「十和田

市生活環境保全条例」 に基づき、 市民、 事業者は良好な生活環境を損なうことのないよ

うに努めていただくよう、 生活環境への配慮等について周知し、 協力を求めていきたい

と考えています。 

【回答内容】 

 再生可能エネルギー固定価格買取制度等の影響もあってか、現在、ソーラーパネルによ

る太陽光発電システムはところどころで見受けられるようになりました。また、住宅の屋

根に設置するだけではなく、太陽光発電システムの設備そのものを私有地に建設する場合

もあり、いわば建築物の一つと思われる規模での設置も見受けられます。住宅街において

は隣家に影響のないような設置をすれば問題ないように思われますが、同建築物は「かな

り地域の美観を損ねる。住宅街にふさわしくない。」、「家の前にある隣地の設備そのも

のに違和感を感じる。」という苦情も見受けられます。また、ソーラーパネル自体は発熱

するものではないようですが、日中は高温になっている場合もあり、設備自体の違和感を

含め、周囲への影響がないとは言えないようです。 

 つきましては、市においても、住宅街における太陽光発電システムの建設・設置規制 

について、ご検討をお願いします。 

【要望内容】 
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＜新規要望8＞ 公共工事における交通誘導警備員（ガードマン）の積算方式について 

 公共工事における交通誘導員の配置人員等については、 施工内容から積算基準書に基

づき、必要人員を計上しています。 

 但し、警察署等の関係機関との協議により増員が必要と指示された場合については、そ

の都度対応していきます。 

【回答内容】 

 工期期間中における資材・労務に関する積算の変更については改善されてきています

が、交通誘導警備員（ガードマン）の数量については認められない事が多い状況です。 

 交差点や出入り口が多い場合は、交通誘導警備員を配置する必要も多くなりますので、

工事費への計上についてお願いします。 

【要望内容】 
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＜新規要望9＞ 冬季における交差点の融雪について 

 市では、 路面に凍結が発生した場合や凍結が予想される場合には、 信号機のある交差

点や急カーブ・急傾斜地など市内約 210 か所について、凍結防止剤の散布を行っていま

す。 

 今後も、 路面状況を確認のうえ、 凍結防止剤の散布を行うなど、 運行車両の安全確保

を図っていきたいと考えています。 

【回答内容】 

 積雪時における効率的な除雪体制の構築については対策がされていますが、事故が発生

しやすい交差点については、日陰による路面の凍結や勾配により車が止まれない状況が多

く見受けられます。 

 つきましては、事故が多発する交差点について、効果的な融雪対策の検討をお願いしま

す。 

【要望内容】 
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＜新規要望10＞ 官庁街通りへの温度計設置について 

 官庁街通りへの温度計の設置については、 沿道が松や桜並木となっていて、 見易さと

いう点では、設置場所には不向きと考えますが、 通行車両に対して路面凍結の注意喚起を

促すという観点から、今後、調査・研究していきたいと考えています。 

【回答内容】 

 冬期間、十和田市は青森県内でも寒さが厳しいことで知られておりますが、交通量の多

い官庁街通りへ温度計を設置し気温を示すことにより、路面凍結等の注意喚起を運転者に

促すことが可能になり交通事故の減少へ繋がります。 

 また、十和田市現代美術館等に訪れる観光客も温度計を見ることにより、より寒さを実

感することができ、観光客へ十和田市への興味関心を誘引する一因となることから、官庁

街通りへの温度計の設置について検討をお願いします。 

【要望内容】 
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＜新規要望11＞ 
高齢ドライバーの交通事故防止に向けた 

運転免許証自主返納を促す環境整備の促進について 

 十和田警察署によると、本市の免許人口の約３割が 65 歳以上の高齢者となっていて、

また、平成 28 年の本市の交通事故発生件数中、65 歳以上の高齢者の過失割合が高かっ

た交通事故件数は約３割となっています。 

 高齢化により、65 歳以上の高齢者の免許人口の割合は、年々増加していくものと考え

られることから、市では、高齢者の交通事故の抑制を図るため 65 歳以上の高齢ドライ

バーが運転免許の全部を返納した場合に、商品券やタクシー券・バス券等を 1 万円相当額

交付する「十和田市高齢者運転免許証自主返納支援事業」を今年度より実施していて、平

成 29 年 10 月末時点での当該事業の申請者数は 77 人となっています。 

 今後も、 関係機関等と連携しながら、 公共交通の充実に向けた取組を進めるなど、 高

齢者の運転免許証自主返納を促す環境整備に努めるとともに、街頭啓発活動などにより、 

高齢者に対する交通事故防止の意識啓発にも努め、 交通ルールの遵守と正しい交通マ

ナーの普及浸透を図っていきます。 

【回答内容】 

 高齢ドライバーによる交通事故のニュースを頻繁に耳にします。特に若く幼い命が巻き

込まれ犠牲となってしまう死亡事故は大変痛ましいものであり、突然家族を失う悲しみは

計り知れません。 

 高齢化社会の進行に伴い、高齢ドライバーによる交通事故の割合は増加し、平成 10年

には、道路交通法の改正により運転免許証自主返納制度が開始されました。交通事故を未

然に防ぐため、制度活用者の促進に向けた運転免許証自主返納者への優遇サービスや支援

策などが行われていますが、それにも増して重要な移動手段である自動車を利用できなく

なることは、日常の生活に支障を来すことであり、その決断をするのはなかなか容易では

ないようです。こうしたことから、この制度を取り巻く、より一層充実した環境整備を図

ることが重要であり、ドライブレコーダー取付の義務化(記録内容をもとに運転指導)、移

動手段の充実など、関係機関や各種施設等の連携による対策の構築をお願いします。 

【要望内容】 
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＜継続要望1＞ 
十和田市中心市街地活性化基本計画策定の推進と 

商店街イベントを含む各種活性化事業への支援 

 市では、 みちのく銀行旧稲生町支店の寄付に加え、民間事業者からの事業提案や商店街

自らが活性化に取り組む動きがあることなどを受け、 「第２期十和田市中心市街地活性化

基本計画」の策定に向けた事務を進めています。 

 計画策定にあたっては、民間活力の推進による事業の実現化が大きなポイントとなるこ

とから、今後も、（株）まちづくり十和田並びに十和田市中心市街地活性化協議会と連携

を図りながら取り組んでいきたいと考えています。 

 なお、商店街活性化イベントを含む各種活性化事業の実施に対する支援については、計

画の策定過程において、事業の効果等を踏まえ検討していきたいと考えています。 

【回答内容】 

 先般６月１日に開催された、十和田市中心市街地活性化協議会（以下、協議会）総会の

場において、市では第２期十和田市中心市街地活性化基本計画（以下、２期計画）の策定

に取り組む旨を表明されました。 

 つきましては、基本計画推進の要の一つとなる㈱まちづくり十和田の運営支援を含め、

協議会の意見を十分に反映した計画を策定して頂きますようお願いします。 

 また、前回の基本計画における商店街活性化では、最終フォローアップ報告によると「若

干の活性化は図られた」と総括されましたが、結果的には十分だったとは言えず、今後も

商店街単独でのイベント開催は依然困難な状況にあります。 

 つきましては、２期計画策定にあたり、商店街活性化イベントを含む各種活性化事業の

実施に対し、市補助による積極的な支援について検討をお願いします。 

【要望内容】 



20 

 

＜継続要望2＞ 
市立中央病院の医師確保のための医師住宅整備及び 

主要設備等の充実と環境づくりの促進 

 本院では、地域医療の確保・充実のため、医師確保に継続的に取り組んでいます。 

 医師確保のためには、病院施設、医療機器やスタッフの充実など診療面の環境、研究・

研修の環境、休暇をはじめとする医師の過重労働を防ぐための労働環境、給与・住宅等の

待遇面の環境の整備・充実が挙げられます。それらが整うことにより、 関連大学への働き

かけや一般募集におけるアピール力が増すものと考えています。 

 その中で、 経年劣化しております医師住宅の整備は、 医師確保のための絶対条件では

ないものの、これまで同様、必要性は認識しています。 

 しかしながら、整備には相当な経費を要することから、一挙に整備することは難しいた

め、段階的に整備を進めていくこととし、平成 28 年度からは、単身者用医師集合住宅を

民間から借上げ、供用しています。 今後も、 整備に向け民間活力の導入などについて調

査、研究していきたいと考えています。 

【回答内容】 

 市立中央病院は、「やさしさ」と「安全な患者中心の医療」を理念に、地域住民に信頼

される病院を目指し、病院の増改築をしました。その病院に寄せる市民からの期待は大な

るものがあります。しかしながら、医師の確保については、当市ばかりではなく全国の問

題にもなっていますが、当市に来ていただくための整備が必要とされるところでありま

す。この件につきまして、昨年度は医師確保に向けた前向きな回答をいただきましたが、

今後とも段階的に整備されよう継続して要望します。 

【要望内容】 
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＜継続要望3＞ 中心市街地への公営住宅建設 

 公営住宅は、住宅に困窮する低所得者に賃貸することを目的に整備していますが、既に

耐用年数を経過した住宅もあることから、 現在、 中心市街地への建設も含め、 整備方針

の策定に向けて調査・検討を進めているところです。 

 また、歩道・公園等の施設については、視覚障害者用の点字ブロックの設置や段差の解

消などのバリアフリー化に取り組むとともに、高齢者や障害者だけでなく誰もが安全で快

適に利用できるよう、ユニバーサルデザインに配慮した整備を推進していきたいと考えて

います。 

【回答内容】 

 少子高齢化が進む中、中心市街地の空洞化も大きな問題となっています。 

 そこで、これらの対策の一つに中心市街地の定住人口を増加させ、また、高齢者の生活

利便性を高めるために、中心市街地への高齢化社会に対応した公営住宅の建設実現とバリ

アフリーの道路・公園の建設実現をお願いします。 

【要望内容】 
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＜継続要望4＞ 
市道西一番町ちとせ小学校線と 

市道国道豊栄線・市道国道南平線の交差点の右折車対策について 

 当該交差点は、稲生川により南北に分離された交差点となっていて、 本市の中でも事故

件数が多い箇所であると認識しています。 

 信号機の設置された交差点ではありますが、東西の市道を走行する右折車両と直進車 

両による事故が大半を占めている状況にあります。 

 事故の要因として、 交差点西側歩道部にある樹木が対向車線の見通しの妨げになって 

いることが考えられるため、 今年度、部分的に樹木撤去並びに運転手に注意を促す看板 

を設置したところです。 

 今後とも、交差点内の安全確保を図るための対策を講じていきたいと考えています。 

【回答内容】 

 市道西一番町ちとせ小学校線と、一方通行となっている市道国道豊栄線及び市道国道南

平線が交わる交差点は、稲生川を挟む交差点形状となっており、市道国道豊栄線と市道国

道南平線は一般の道路のように対向車と対面する形状ではないため、互いに、右折する際

に直進してくる対向車を意識せずそのまま進行してしまい、度々事故が起きる状況となっ

ています。同交差点には右折導流の標示線は設置されていますが、更に強いドライバーへ

の注意喚起につきまして対策を講じていただきますようお願いします。 

【要望内容】 



位置図
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＜継続要望5＞ 十和田市都市計画道路下平東小稲線の事故防止策の検討について 

 当該交差点は、十和田市都市計画道路下平東小稲線が、東小稲から大学通りまで供用開

始されたことにより、以前より交通量が増加し、 本市の中でも事故件数が多い箇所である

と認識しています。 

 出会い頭によるものや一時不停止が主な事故原因となっていることから、今後とも交 

差点手前から一時停止を強調する舗装等、安全確保を図るための対策を講じていきます。 

【回答内容】 

 十和田市都市計画道路下平東小稲線の大学通りまでの部分開通後からの交通量増加に

伴い、同路線沿いの交差点（三光ボルト及びのづき内科付近）において交通事故が多発し

ています。 

 また、大学通りから以南において同路線は優先道路でありますが、大学通り以北の未着

工区間は優先道路ではなく、同じ路線で優先道路が混在している状況となっています。現

在も交差点部分に色付けしをしたり、 注意喚起の看板を設置し 「止まれ」を強調してい

ますが依然として交通事故が発生しています。 

 つきましては、引き続き事故防止策を検討していただきますようお願いします。 

【要望内容】 



位置図

太素塚
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＜継続要望6＞ 
青森銀行十和田支店交差点の歩車分離式信号の必要性の再考も含めた 

渋滞解消対策の構築について 

 当該交差点における歩車分離式信号機は、交通事故発生の状況や市民の要望を受けて、

平成 16 年２月に、歩行者と車両を分離し、歩行者が安心して横断できることを目的とし、

青森県警察本部において導入したものです。 

 十和田警察署からは、 「歩行者・自動車等の交通量等について調査を行い、歩車分離式

信号機の運用時間帯の短縮変更を警察本部へ要望しているが、運用変更にあたっては、通

行車両と歩行者の横断需要バランスや周辺交差点の信号機サイクルのバランス等を検討

することから、時間を要する場合がある。」と伺っています。 

 また、大学通り側の拡幅については、現在、みちのく銀行旧稲生町支店の活用方法を話

し合う市民検討委員会から、市道側の道路拡幅・右折レーン設置について検討を求める意

見が出されていることから、同支店の活用について検討を進める中でも、 調査・研究して

いきたいと考えています。 

【回答内容】 

 平成 25 年に中央交番前交差点において全方面の道路に右折レーンが設置されたこと

で、渋滞緩和に一定の効果が見られました。ただ、同交差点を含め、青森銀行十和田支店

前交差点は、市内でも多い交通量を持つ地点であり、歩車分離式信号が設定されているこ

とも渋滞を引き起こす一つの要因であると考えられます。 

 つきましては、自動車交通量と歩行者量との比較から、同方式信号の必要性を再度検証

し、かつ、大学通りから旧国道に入る道路の拡幅を考えていただき、効率的な交通体系を

講じていただきますようお願いします。 

【要望内容】 
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＜継続要望7＞ 
冬期間の暴風雪による交通及び通行障害の発生する箇所への 

防雪対策施設（防雪柵や簡易な防雪ネット）の設置促進 

 市道太田・田屋線 （国道 102 号から十和田西高等学校までの道路） は、冬期間の暴風

雪により、たびたび吹きだまりが発生している状況にあることから、防雪ネットを設置し、

歩行者や通行車輌の安全確保に努めています。また、同様に吹きだまりの発生が見受けら

れる市道７路線についても、防雪ネット等を設置しています。 

 なお、 市道太田・田屋線への防雪柵の設置については、今年度、 地質調査等を実施中

であり、設置に向け取り組んでいきます。 

【回答内容】 

 市郊外において（国道 102 号から十和田西高等学校までの道路）冬季になると暴風雪

により吹きだまりが出来、対向車との交差が出来ない事がたびたび見られ、交通障害や歩

行者の通行障害が発生している箇所があります。 

 歩行者及び自動車が安全に通行できるよう防雪柵の設置についてお願いします。 

【要望内容】 



位置図

県立十和田西

高等学校

市立沢田小学校
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＜継続要望8＞ 
通学路しても利用される、市内切田地区を結ぶ主要道路の 

幅員拡幅整備促進 

 現在、後沢商店付近の道路（市道吾郷４号線）に関しては、幅員が狭い等、利用者にご

不便をおかけしていることは認識していますが、当該路線沿いには住宅が密集していて、

拡幅は非常に難しいと考えます。 

 主要地方道十和田三戸線の整備については、平成 21 年度から県に対して要望を行って

おり、今後も要望を継続していきたいと考えています。 

 

［県への要望］ 

平成 21 年～29 年  青森県知事へ重点事業要望書提出 

【回答内容】 

 十和田市中心部から切田地区へ向かうルートとしては、三本木中学校西側から後沢商店

前を通り（市道吾郷４号線）県道 45 号十和田三戸線を通るルートが多く利用されていま

すが、後沢商店付近の道路は住宅が密集し、見通しが悪い上に幅員も狭く、また交差点が

クランク状のため、車両とのすれ違いや歩行者の通行など、交通安全上大変危険性が高い

状況にあります。 

 つきましては、市民生活の安全性や利便性を図るため、道路拡幅や交差点改良、歩道整

備など、当該地区の総合的な交通網の整備をお願いします。 

【要望内容】 



位置図

ﾄﾖﾌﾚｯｸｽ
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＜継続要望9＞ 
主要地方道三沢十和田線の渋滞緩和と安全確保のため、 

十和田観光電鉄の鉄路跡地を活用した同路線拡幅と交差点改良の早期整備促進 

 主要地方道三沢十和田線の整備については、平成 19 年度から県に対する要望を継続し

ており、鉄道が廃止された平成 24 年度からは、本市、三沢市、六戸町及び関係団体で構

成する「主要地方道三沢十和田線整備促進期成同盟会」でも同様の要望を行っているとこ

ろです。 

 旧高清水駅前交差点については、昨年度より県及び市で改良事業に着手し、 今年度は県

と市が一体となって交差点改良工事を実施しています。 

 また、 県では、 ペリカン交差点から北里大学交差点までの区間における軌道敷地を利

用した自転車歩行者道設置事業にも着手していて、 来年度より工事を実施する予定と

なっています。 

 三沢十和田線については、 旧駅前地区に大規模小売店舗が整備されるなど、今後も交通

量の増加が見込まれることから、事業の早期完了と未着手区間の整備について、引き続き

要望していきます。 

【回答内容】 

 当市と三沢市を結ぶ主要地方道三沢十和田線は、十和田工業高校・三本木農業高校及び

三沢市の三沢商業高校・三沢高校に送り迎えする車輌や三沢空港及び第２みちのく有料道

路へのアクセスを担う重要路線となっています。しかし、同路線は、交通混雑の慢性化に

加え、十和田観光電鉄の鉄道事業廃止に伴う代替路線バス運行による大型車輌の増加や除

雪時の寄せ雪による車道幅員の狭小化のため、冬期間の車輌のすれ違い等に支障をきたし

ています。 

 つきましては、軌道敷地を利用した道路整備をお願いします。 

【要望内容】 
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＜継続要望10＞ 十和田市都市計画道路下平東小稲線の早期整備促進について 

 当該路線と主要地方道三沢十和田線との交差点整備については、今年度、県において主

要地方道三沢十和田線の測量・用地買収に着手していて、また、軌道敷地を活用した遊歩

道整備等も計画されていることを踏まえ、県道整備との擦り合わせを行うために事業を一

旦休止しています。 

 さらに、同交差点は、７差路となるため信号機の設置が困難であり、交差点周辺市道 

等の道路計画を見直す必要も生じています。 

 このことから、都市計画道路下平東小稲線については、主要地方道三沢十和田線の整 

備動向や関係機関等との協議を進めながら、整備のあり方を再検討しているところです。 

【回答内容】 

 十和田市都市計画道路下平東小稲線は、現在東小稲から大学通りまで完成し、共用が開

始されていますが、計画では主要地方道三沢線を交差し、同じく都市計画道路佐井幅・高

清水線（幅員 16ｍ、延長 3,530ｍ）に接続される路線となっています。この路線が完成

すれば、稲生川に遮断された南北地区間の往来活発化に加え、ひがしの団地駅付近の丁字

路交差点の混雑解消と主要地方道三沢十和田線の渋滞緩和に大きく貢献できるものと考

えます。 

 つきましては、市民生活の安全性や利便性の向上を図るためにも、十和田市都市計画道

路下平東小稲線の早期整備実現をお願いします。 

【要望内容】 



位置図

太素塚
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 県立施設の整備については、今年度、市民検討委員会の意見を踏まえ、より具体性を増

し、国内最高レベルＪ２以上の試合ができるサッカー等球技専用スタジアムを県に要望し

ました。 

 県では、新たな県立施設の設置については、多大な整備費を要するなど、様々な検討課

題があるとの認識であり、また、財政状況をふまえ、県の整備計画に基づき、老朽化が著

しい施設を優先的に整備することとしている状況と伺っています。 

 しかしながら、国内最高レベルの試合ができる県立施設の整備により、次代を担う子ど

もたちに夢を与える事も重要なことと考えておりますことから、あくまでも県が設置し管

理運営する施設としての要望であり、県の財政状況を勘案しながらにはなりますが、引き

続き県に対して、県民に夢を与える施設である県立のサッカー等球技専用スタジアムの設

置を要望していきたいと考えています。 

【回答内容】 

 当所から長年十和田市に要望しておりました「高齢社会にも対応した県立の合宿所を併設した

多目的室内スポーツ施設の中心市街地への建設実現」については、今年度十和田市庁内検討会にお

いて意見集約をされた結果「屋内サッカースタジアム（全天候型多目的球技場）の設置」となり、

今年の青森県への要望項目として、十和田市から重点事業要望書を７月に提出していただきまし

た。内容については理解をしたものの、総工事費やこれから採択されるまでの期間等を考えると、

なかなか難しい設置要望なのではないかと危惧するところであります。 

 そういった中、平成 26 年７月 31 日県商工会議所連合会から青森県に要望書を提出しました。

内容については、「2020 年の東京五輪・パラリンピックの開催、2018 年には韓国平昌（ピョ

ンチャン）冬季五輪・パラリンピックが開催されます。新幹線などの鉄路、高速道路、フェリーや

大型客船に対応する港、ソウルを含めた航空路が整備された本県は、各種大会の誘致や、オリン

ピックに代表される大規模大会の事前調整合宿地として可能性を有しますが、スポーツ・コンベン

ションの誘致活動は、行政と競技団体、民間事業者が連携し、県を挙げた取組を早い時期から進め

ることで効果を高めることができると考えます。つきましては、国内の各種スポーツ大会誘致並び

に、２つのオリンピックにかかる直前合宿地への早期の取組と、そのために必要な組織体の設置、

併せて国際規格に対応した各種競技施設の整備の在り方にかかる検討についてご高配を賜ります

よう、お願い申し上げます。」という内容となっています。 

 当市におきましても、合宿地の候補地として十分可能性を秘めていることから、当市の地域性を

生かし、早期に実現できる県立施設の設置をお願いします。 

 また、設置場所についても子供達が親の手を借りることなく、自転車で行けるような場所と冬期

間でも子供達が楽しめる施設も兼ね備えていただきますようお願いします。 

【要望内容】 

＜継続要望11＞ 全天候型多目的球技場の設置について 
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＜継続要望12＞ 観光地周辺の屋外におけるWi－Fi接続可能エリアの拡大について 

 観光関連施設の Wi-Fi スポットについては、これまで官庁街通りや現代美術館、馬事公

苑、道の駅奥入瀬、道の駅とわだ、十和田湖観光交流センター、十和田湖畔休屋地区の十

和田神社などに整備してきました。 

 また、 今年度は、十和田湖温泉スキー場への整備に取り組んでいるほか、外国人観光客

の受入環境改善のため、奥入瀬・十和田湖エリアを中心に、持ち歩ける Wi-Fi ルーターの

貸出を試験的に実施しています。 

 今後は、さらなる利便性と満足度向上のため、 今年度の Wi-Fi ルーター貸出の成果を検

証しながら、屋外における Wi-Fi 接続の充実について調査・研究していきます。 

【回答内容】 

 十和田市の観光関連施設においては、 Wi-Fi スポットの拡大が図られていて、利用者も

一定の利便性を感じていることと思われます。 

 しかしながら、利用者の多くは情報収集のため屋外でのインターネット接続を試みる傾

向にあり、十和田市においては官庁街通りや中央公園緑地では屋外の Wi-Fi 接続が可能と

なっているものの、その他の施設については建物周辺のごく限られた範囲での接続可能エ

リアにとどまっています。 

 つきましては、観光地周辺の屋外における Wi-Fi 接続可能エリアの拡大について要望 

します。 

【要望内容】 
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＜継続要望13＞ 
インバウンドに対応した多言語化対応の整備促進並びに 

民間観光関連施設における多言語化に取り組む事業への補助・助成制度の設置について 

 東日本大震災以降低迷していた青森県内の外国人宿泊者は、ここ数年で震災前の水準を

超え、平成 28 年には過去最高となる 15 万 7 千人となり、うち十和田市内での宿泊者

は、３万２千人となっています。 

 市では、急激に増加している外国人観光客に対応するため、十和田湖観光交流センター

「ぷらっと」の外国語対応職員を今年度から１名増員し、２名体制とすることで対応力の

強化を図っているほか、多言語パンフレットの作成などの取組を進めています。 

 また、 民間事業者向けのインバウンド対策事業として、無料 Wi-Fi 整備費、多言語案内

ツールの作成、ホームページの多言語化などの取組を行う際に経費の２分の１（上限100 

万円）を支援する制度を設けているほか、インバウンド対応力を強化するための宿泊事業

者向けのセミナーを開催しています。 

 今後とも、官民挙げてインバウンド対策を進め、急増する外国人観光客の受入効果を最

大限に得ることで市内経済の活性化を図っていきたいと考えています。 

【回答内容】 

 青森県における県内に宿泊した外国人は、平成 27 年に 10 万人を超え過去最高とな

り、東北地方においても宮城県に次ぐ宿泊者数の多さとなっています。来青した外国人の

国別では、アメリカを除くと、台湾・韓国・中国・香港など東アジアの国の方々の来訪が 

顕著となっており、これらに対応した体制づくりが急務であると感じます。 

 つきましては、インバウンド対応の必要性が高いエリア・施設等から、多言語化対応の

整備促進について要望します。 

 また、こうした取り組みは、公共施設にとどまらず、民間の観光関連施設においても求

められることから、民間観光関連施設における、多言語化に対応するための従業員教育や

案内ツールの作成などにおける事業への補助・助成制度の設置についても併せて要望しま

す。 

【要望内容】 



37 

 

＜継続要望14＞ 
地場産品を活用した商品開発に繋がる交流の場の創出と、 

地元で加工が出来る場の提供促進について 

 市では、平成 25 年度から実施している「６次産業化促進支援事業」において、 「６次

産業化推進セミナー」を開催し、生産者と加工業者との意見交換や交流の場を設定してい

ます。 

 また、平成 28 年度には、６次産業化に取り組む事業者等を支援するため、民間事業者

の施設整備に補助し、本市においてもレトルト加工が出来るようになっています。 

 さらに、今年度は、道の駅奥入瀬「味楽工房」の一部を改修し、乾燥野菜や菓子類等を

製造出来る食品加工室の整備を進めているところです。 

 このことにより、本市で生産された材料の加工、販売が促進され、 ６次産業化の一層 

の推進につながるものと考えています。 

【回答内容】 

 近年、農商工連携による 6 次産業化の取り組みが叫ばれています。 

 当市にも「６次産業化セミナーin 十和田」などを活用した、販路拡大に繋げるための交

流イベントを開催していただき、当会員事業所からも多数参加させていただいています。

さらに、６次産業化推進のために、具体的な素材（例えば、十和田市で生産され研究会が

組織されている「もち小麦」など）の提案や周知をし、生産者と加工販売業者との交流の

場を設定し、可能性や問題点等について意見交換することが必要と思われます。 

 また、十和田市で生産された材料を今後加工し販売をしていきたいと考え、取り組んで

いる生産者もいるようです。現在、加工するとなると青森県では平川市での加工場のみで、 

２か月待ちの状態との事です。つきましては、当市でも加工が出来る施設の検討をお願い

します。 

【要望内容】 
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＜継続要望15＞ 
新幹線八戸駅に直結する道路 

（八戸・十和田・奥入瀬ライン）の早期完工促進 

 八戸・十和田・奥入瀬ラインの早期整備が図られるよう、下記項目について、関係機関

に対する要望を継続していきます。 

［国への要望事項］ 

・国道 45 号野崎地区の北側歩道整備 

［県への要望事項］ 

・国道 102 号太田川原地区の線形改良 

・国道 102 号八郷地区の両側歩道整備 

・国道 102 号稲吉地区の両側歩道整備（平成 29 年度  用地測量・用地買収実施中） 

・主要地方道八戸三沢線米沢地区のバイパス整備 

【回答内容】 

 主要地方道八戸三沢線、国道 45 号、国道 102 号（八戸・十和田・奥入瀬ライン）は、

青森県内から新幹線八戸駅に向かう重要なアクセス道路であり、津軽地方の拠点都市弘前

市と南部地方の拠点都市八戸市を結ぶ東西横断幹線道路でもあります。県南内陸部に位置

する当地域にとって、八戸圏域や中央都市圏との連携・交流による活性化はもとより広域

観光面からも、八戸市から十和田市を経由し奥入瀬渓流、十和田湖へ向かう主要ルートで

あるとともに、八甲田連峰を経て県都青森市へ向かう重要な路線であります。 

 しかしながら、同ラインはバス等の大型車輌が往来するには狭隘であることや、起伏が

激しい箇所もあることなど、新幹線八戸駅へのルートとしては十分な機能を果たしている

とは言えない現状にあります。 

 以上のことから、交通基盤整備が喫緊の課題となっており、同ラインの新幹線開通道路

として位置付け、早期完工を図るよう強く要望します。 

【要望内容】 
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＜継続要望16＞ 
東北新幹線八戸駅及び 

七戸十和田駅から十和田市内観光・誘客の促進 

 市では、平成 28 年３月の北海道新幹線開業を契機に、青森県観光連盟等と連携して平

成 28 年度には「青森県・函館デスティネーションキャンペーン （ＤＣ） 」に取り組ん

だほか、新幹線開業効果を継続させるため、平成 29 年度は「アフターＤＣ」として青函

周遊観光の定着を図るべく取り組んできました。 

 また、観光シーズンにおける七戸十和田駅から焼山までシャトルバスを運行するととも

に、冬季の七戸十和田駅から十和田湖までのシャトルバスを昨年度より日数を増加し、29 

日間運行することとしています。さらに、これまで冬季運休していた八戸駅から十和田湖

への冬季の JR バスについても日数は限定されるものの 13 日間の運行が決定している

ところです。 

 市としても冬季における奥入瀬の氷瀑ガイドツアーの実施やインバウンドの増大、 通

年営業ホテルの増加など新たなプラス材料を強力に発信し、機運を高めることにより、十

和田湖観光ルートバスの通年運行に向けた事業者の取組を支援していきたいと考えてい

ます。 

【回答内容】 

 平成 22 年 12 月から東北新幹線が全線開業しました。開通後には、他県からの観光客

も増え、高齢化社会等を考えると個人で、しかも公共バス路線を利用して旅行をする人達

が多く、本県の文化観光立県を目指している趣旨目的からも、是非とも十和田湖観光ルー

トの設定と遊覧バス運行の促進をお願いします。 

【要望内容】 
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＜継続要望17＞ 市役所駐車場の慢性的な混雑の解消について 

 新庁舎建設工事については、平成 29 年度及び平成 30 年度に実施し、平成 31 年度、

外構工事を実施する予定としています。 

 市役所駐車場の駐車台数については、工事前の 195 台に対し、整備後は 200 台程度

を確保することとしています。 

 また、庁舎入口付近には、妊婦や障害のある方などのための駐車スペースを設けるほか、

行き止まりを少なくし、歩車道を分離したレイアウトとすることで、利便性や安全性にも

十分に配慮したものとしてまいりたいと考えています。 

 なお、工事期間中は、敷地内の駐車台数が大幅に減少し、大変ご不便をおかけしますが、

市役所南側の中央駐車場の無料券を配布していますので、来庁される際はご利用くださる

ようお願いします。 

【回答内容】 

 市役所の最たる利用者である市民の利便性や車輌トラブルの回避のため、昨年度、新庁

舎建設整備を契機とする市役所駐車場の慢性的な混雑解消について要望したところ、「可

能な限り駐車台数を確保しつつ、安全性にも十分に配慮したものとしてまいりたい」との

回答をいただきました。 

 既に新庁舎整備事業に着手していると見受けられますが、標記の件の対策について具体

的検討結果（従来との比較）もしくは、検討途中であれば、今後の見通しについてご回答

下さいますよう要望します。 

【要望内容】 
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＜継続要望18＞ ディスポーザの設置促進について 

 市では、生ごみの減量化に対し大きな効果が期待できることや、市民のごみ出し労力の

軽減など市民生活の利便性・快適性の向上を図るため、平成 25 年９月１日から直接投入

型ディスポーザの設置を許可し、使用料を無料としています。 

 設置費用の助成に関しては、現在のところ考えておりませんが、住宅の新築・改築に併

せて導入していただけるよう住宅メーカー等へ協力をお願いし、市民へのＰＲに努めると

ともに、今後どのように普及・促進すべきか調査・研究していきたいと考えています。 

【回答内容】 

 生ゴミの減量化や生ゴミを餌とするカラス対策にも有効的であるディスポーザ設置に

ついては、多額の費用負担が生じるため普及が進まない現状となっています。つきまして

は、ディスポーザの普及を図るため設置費用の助成制度について検討をお願いします。 

【要望内容】 
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＜継続要望19＞ 経済対策としてのプレミアム付商品券発行について 

 市では、これまでに２回、プレミアム付商品券発行事業を実施しています。いずれも大

きな経済波及効果が得られた一方で、その効果は一過性であり、その後の活性化に結びつ

いていない現状にあります。 

 市としましては、経済対策の必要性は認識しておりますので、 商品券の発行に限らず、 

地域経済の活性化に向けた有用な取組について、国や県の動向を見据えたうえで、商工会

議所のお力添えをいただきながら調査・研究していきたいと考えています。 

【回答内容】 

 当市においては長引くデフレと消費税増税による消費の減退、価格転嫁の遅れや人件費

の上昇などの影響もあり、当地方の経済はまだまだ厳しい状況から脱しきれていません。

さらに国では平成 31 年 10 月から消費税 10％への増税の予定で、新たな消費の減退も

予想されます。また、平成 27 年に青森県及び十和田市からの助成により実施したプレミ

アム付商品券発行事業については、市内事業所の売上向上を図り、当地域の賑い創出と地

域経済の活性化を図ることができました。 

 以上のことから、青森県及び十和田市の助成によるプレミアム付商品券発行事業は、市

内消費者の生活支援と消費喚起に繋がることから今後も同事業の実施による助成をお願

いします。 

【要望内容】 
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＜継続要望20＞ 
市内街路灯を含めたLED照明の普及促進・ 

東三番町界隈活性化のための街路灯LED化について 

 市では、犯罪のない明るいまちづくりを推進するため、銀座通り商店会及びわいわい通

り商店会に今年度、ＬＥＤ防犯灯 12 基を設置しました。 

 また、昨年度、市内全域の防犯灯、街路灯についても、10 年間のリース事業を活用し、

一括ＬＥＤ化を実施しています。 

 なお、商店街の集客や消費者の利便性、イメージアップの向上を目的に設置される街路

灯のＬＥＤ化については、第一義的に商店会等が担うものと認識しておりますが、 各商店

街等の意向も伺いながら、適切な管理方法を調査・研究していきたいと考えています。 

【回答内容】 

 東三番町界隈の大学通り（一丁目・二丁目）商店会、太素通り振興会、ワイワイ通り商

店会並びに銀座商店会の地域は当市中心部の飲食店街となっていて、現在、街路灯には水

銀灯が使用されています。当界隈においては、十和田市に相応しい繁華街化のためにも夜

間はより明るくする必要があると思われることから、 昨年度は街路灯ＬＥＤ化に関する

要望を行い前向きなご回答をいただいたところです。今後は、これらが速やかに整備され

るよう継続要望します。 

【要望内容】 
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＜継続要望21＞ 
中小企業・小規模企業者の成長・持続的発展に向けた 

地域経済活性化策について 

 産業基盤の強化や観光振興を通じた地域経済の活性化は、今後のまちづくりにおいて大

変重要であると認識しています。 

 このため、 庁内に創業支援に係るワンストップ窓口を設けるとともに、創業支援の拠点

として創業相談ルームを開設するなど、創業希望者に対する伴走型の支援に努めるほか、

空き店舗の有効活用などの創業支援に取り組んでいます。 

 また、就業者の資格取得等の支援、本市へ移住し市内企業に就職した方に対する奨励金

の交付、さらには女性の再就職・就業継続を目的としたセミナーの開催など、若者や女性

の就業支援にも取り組んでいます。 

 市といたしましては、今後も引き続き、商工会議所をはじめとする関係機関と連携し、

安定した雇用の創出を図っていきたいと考えています。 

【回答内容】 

 本県経済は、全体として緩やかな持ち直しの動きが見られるものの、依然として厳しい

経済状況に加え、人口減少に伴う経済の縮小、中国経済を始めとするアジア新興国経済の

減速による国内景気への影響など、商工業者にとっては先行き不透明な状況が続いていま

す。そういう中で県内商工会議所では、商工業者の経営力向上や創業、事業承継等支援の

ため、窓口指導や金融の斡旋、経営計画作成セミナーや創業スクールといった中小企業者

のニーズに対応した各種講習会事業を継続的に実施しているほか、経営発達支援計画の認

定による伴走型の小規模事業者支援の推進に取り組むこととしています。さらには、地域

内外の交流人口を増やし、新たな「しごと」を生み出すという面では、関連産業の裾野が

広く、雇用拡大の大きい観光振興はその有力な手段の一つであり、消費額の大きい外国人

観光客による経済効果や新しい人の流れに期待をするところです。 

 市においても、仕事と雇用の創出に向け、創業手続きのワンストップ化の推進など創業

支援策の拡充、事業承継を契機とした経営革新の取組推進、さらには農商工連携・６次産

業化などによる地域資源を活かした産業の創出等にご支援下さいますようお願いします。 

【要望内容】 
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＜継続要望22＞ 
十和田市官庁街通り「入口広場（駒っこ広場）」の 

整備促進について 

 入り口広場中央部に設置してありますステンレス製のモニュメント「High  Sky」の移

設が困難でありますことは、既にご理解いただいているものと考えています。 

 また、舞台部分への屋根の設置については、平成 28 年度において耐震・耐雪・耐風等

の安全性を重視し調査・検討したところ、多額の設置費用を要することや、過去２年間の

年間の使用回数が４回程度（使用日数は年間５～６日程度）と利用頻度が低いことなどを

考慮すると大変難しいものと考えています。 

【回答内容】 

 十和田市の官庁街通りは、十和田市役所をはじめ県・国の官公庁が立ち並ぶことからそ

の名が付けられ、十和田市のシンボルロードとして市民からも親しまれています。その十

和田市官庁街通りは、1986（昭和 61）年８月に「日本の道 100 選」に選ばれ全国に

知られるようになりました。1988（昭和 63）年から 1993（平成５）年までシンボル

ロード整備事業として、官庁街を中心とする観光整備が進められ、その後官庁街入り口に

は、市民が多目的に利用できる広場として「入口広場（駒っこ広場）」が設置されました。

設置後は、毎年多くの催し物等が開催され利用されておりますが、2010 年度宝くじ協会

助成事業として設置された広場中央のモニュメント（High Sky）につきましては、駒っこ

広場の利用に際し不便を感じる声が多く聞かれます。 

 つきましては、モニュメント設置場所の移動についてご配慮下さいますようお願いしま

す。さらに、舞台の利用につきましても、利用者からは屋根がないことから不便さを感じ

ていて、舞台部分への屋根の設置についても併せてご配慮下さいますようお願いします。 

【要望内容】 
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＜継続要望23＞ 
安全・安心なまちづくりに向けた 

防犯カメラの設置促進及び設置者への助成 

 市では、市民交流プラザや教育プラザ、現代美術館などの公共施設において、館内をは

じめ施設の周囲、駐車場等の監視のため 20 台以上の防犯カメラを設置し、防犯対策に取

り組んでいます。 

 防犯カメラの設置については、事件を未然に防ぐ点でも有効な手段のひとつと考えてい

ることから、 犯罪情勢の分析等を検証し、 未設置の公共施設を含め検討していきたいと

考えています。 

 なお、個人設置者（事業者）への費用の一部助成に関しましては、現在のところ考え 

ていません。 

【回答内容】 

 絶えず発生する事件・事故。その凄惨さや多様性に当事者でなくとも大きな衝撃を受け

ますが、最近では、防犯カメラの映像が揺るがぬ証拠として早期解決・原因究明の決め手

となることが多く、事件を未然に防ぐ点でも有効かつ重要な役割を果たしていることが伺

われます。自然災害のない「住みやすい街」である十和田市において、より安全で安心な

まちづくりを進めていくため、公園や商店街、飲食店街通路及び街路等、防犯上必要と考

えられる場所への防犯カメラの設置をお願いします。 

 また、地域の安全・安心を考慮した個人設置者（駐車場等）に対しても費用の一部の 

助成をする制度を検討していただきますようお願いします。 

【要望内容】 




