
町民アンケート、中高生アンケートの結果概要（令和2年7～8月実施）

中高生の回収数
総回収数 1,592

男性 775

女性 764

18～29歳 103

30代 145

40代 226

年齢 50代 264

60代 342

70代 325

80代以上 170

農林水産業 272

製造業、建設業 85

商業、金融・サービス業など 139

福祉・医療関係 89

職業 公務員、団体職員等 228

その他の職業 150

家事専業 178

学生 16

無職（退職含む） 398

三世代以上 246

二世代 532

家族構成 夫婦 548

一人暮らし（単身赴任含む） 231

その他 16

大空町生まれ、ずっと大空町 488

居住歴 大空町生まれ、一度町外で再び大空町 316

大空町外から転入 769

女満別地区 1,103

東藻琴地区 453
居住地区

性別

総回収数 114

男性 56

女性 56

中学１年 22

中学２年 24

中学３年 16

年齢 高校１年 22

高校２年 14

高校３年 15

女満別地区 63

東藻琴地区 39

性別

居住地区

町民アンケートの回収数（配布数5,817票、回収率27.4％）

総合的に考えて、現在の大空町の住みごこちはいかがですか。

「住みよい」「どちらかといえば住み

よい」「どちらかといえば住みにく

い」「住みにくい」を選んだ理由は何

ですか。
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大空町での暮らしについて、現在の「満足度」と今後の「重要度」を評価してください。

〈加重平均値※での比較〉
「加重平均」とは、回答者が選んだ選択肢から平均を算出した数値です。
次のような算出で「満足度」「重要度」の値を出し、満足度をヨコ軸、重要度をタテ軸として、示して
います。数値は－２から＋２の範囲で、－２に近いほど低く、＋２に近いほど高い、とみます。
満足度：｛（満足×2）+(やや満足×1)+(やや不満×-1)+(不満×-2）｝÷回答者数
重要度：｛（重要×2）+(やや重要×1)+(あまり重要でない×-1)+(重要でない×-2)｝÷回答者数

実際は、－２から＋２までのグラフの中に、左のような位置で分布しています。
分布が集中している範囲を拡大すると、下のようになります。

【問２】満足度と重要度の位置づけ（町民）

高い

低い 高い
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大空町での暮らしについて、現在の「満足度」と今後の「重要度」を評価してください。

【問６】特に力を注ぐべきこと（５つまで選択/中高生）
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これからも大空町に住み続けたいと思いますか。

”住み続けたい””町外に移りたい”理由はどのようなことですか。
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将来の大空町に、どのような姿を望みますか。

大空町の産業振興として、特にどのようなことに力を注ぐべきだと思いますか。

農業振興として、特にどのようなことに力を注ぐべきだと思いますか。

観光・交流振興として、特にどのようなことに力を注ぐべきだと思いますか。
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少子化対策や子育て支援として、特にどのようなことに力を注ぐべきだと思いますか。

町の未来を担う人づくりを進めるには、特にどのようなことに力を注ぐべきだと思いますか。

老後の暮らしを考えた時、不安を感じることはどのようなことですか。
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まちづくりや地域の活動に関心はありますか。 地域活動やボランティアに参加したいですか。

まちづくり活動に参加するならば、どのような活動に参加したい（できる）と思いますか。
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大空町のまちづくりや町民参加について、どのようにお考えですか。

国や道への依存ばかりでなく、町の創意を発揮し行動力を高めるためにはどのようなことが重要ですか。

まちづくりを進めるうえで、重視すべき内容を表現するのにふさわしい言葉は何ですか。
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回収数

自由記載件数

1,592人

328件

まちづくりアンケート調査結果

自由意見内容

１．編集内容

まちづくりアンケートにおいて、普段から感じていることや、アイディア

を記載していただくため、アンケートの最後に自由記載欄を自由記載欄を設

けました。回答していただいた意見は多岐にわたるため、内容により項目分

けしていますが、個人が特定できるものや誹謗中傷など一部について修正

及び削除しております。

２．質問内容

問 あなたが望む大空町の将来像について「こんな大空町に住みたい」を

自由に書いてください。

３．回収結果
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№ 区　　別 内　　　容 性別 年齢

1 自然環境

無駄な事業を精査して削減して欲しい。高齢者施策ばかりに偏らずに将来の町を担う子供達の育
成に取り組んでほしい。他にも障害を持っても普通の生活が送ることが出来る環境整備施策につ
いても更に検討し力を入れていただきたい。自然環境についても特に河川についてはオショロコ
マ、オオワシ、ツル、ドジョウなど貴重な生物が多数生息しているので魚つき林の植樹、落差工
の改善なども検討していただきたい。最後に誰もが安心して生活出来る町づくりに今後も職員の
皆様には頑張っていただけたらと思っています。

男性 40代

2 森林保全
町有林、民有林も含めて広葉樹（イチョウ、カエデ）などの植林を進めては、どうでうすか？
（町民の参加による植林）

男性 60代

3 森林保全

・吃禁の課題は、上下水道更新工事なのだろうと思います。町全体の大事業なので、予算が必要
なことは理解できますが、何とかやりくりして、危険箇所から随時進めていってくれることを望
みます。・女満別地区は森林が少ない。ずいぶんと伐採も進んでいるように見えます。自然（野
生）動物が住めない場所はいずれ人も住めなくなります。森林が少ないことは、その養分が川や
湖に届かず、水の循環の期待もできなくなります。又、温暖化が進めば針葉樹は枯れていき、更
に大規模に開発され、かつ雨の少ない地域では、砂漠化が進行していきます。残念たら女満別は
長く住める場所ではなくなるかもし知れません。

男性 50代

4 農村景観
町全体でひまわり畑を作る。役場から補助金を出してもらい、農家に緑肥を昔のようにひまわり
に変えてもらい景観を作る。

男性 20代

5 農村景観

大空八景　朝日ヶ丘公園展望台、及びパークゴルフ場　１．周囲の電線（1㎞半径）地中代を又人
口構造物をなくす。展望を良くするため。２．トマップ川岸の遊歩道（両岸）に桜の木の植樹を
（雑草多い）町民から記念樹を募集する。例として千葉県八千代市の新川、多古町で有る。３．
朝日ヶ丘公園パークゴルフ場内の草地の使用をヒマワリ畑にする。又、家畜の放牧、牛、羊、山
羊（畜舎有）九州熊本市の西区にパークゴルフ場で、世界の山羊を放牧している（草刈りしなく
てすむ）

男性 80代以上

6 農村景観

1次産業の街に結婚を期に越してきました。農作物の景色がドイツのいなかに似てると知人らは言
います。残念なのは空港から街に行く道路途中の牧場がせっかくの美しい景色をこわしていると
思います。観光バス・近隣の方々が残念がっています。町民全員で片付けなどしてはどうでしょ
うか？せっかくのドイツが…残念なことになっています。

女性 50代

7 まちなみ、住宅

札幌や帯広のように市街地に緑を増やして外に出たくなる歩きたくなるようなまちづくり（市街
地に遊歩道や木陰がないので居られないです）女性が1人でも行きやすいトレーニングルームがあ
るとうれしい　空き家をリノベーションして公営住宅として子育て世代向けに貸すとよいと思
う。一戸だてに住みたい家族が安く入れる家があれば産んだり転入したりもしやすく人口もふえ
るかもしれない

女性 40代

8 まちなみ景観
お願い　公住、先生の住宅の廻りが雑草が生えてみぐるしいので雑草の手入れ出来な方は公住を
出てもらう事にしてはどうか考えて下さい。

男性 80代以上

9 まちなみ景観

私の友達が大空町を車で通った時に、街並の綺麗な場所だねと言っていました。主要な通りは整
備されていますが、横道へ入るとそうでもない場所があります。隅々まで綺麗な街並にすること
と、人々の活気、特に若い世代の活気に満ちた地域づくりに取り組んでもらいたいと思います。
そうすれば、必然的に子育て支援、高齢者、障害者支援が充実し住みたくなる街になると思いま
す。

男性 60代

10 まちなみ景観

トマップ川周辺の散歩道を作っては只今の公園の中で歩く人も少く短い、駅～国道沿いへ出る様
にサクラ並き等を又、高い所にふじだなを等を考へて歩散する人の楽しみを歩道周辺にはつつ
じ、ボタン等の花を植え歩く人に楽しみを持てる様に考えてほしい

男性 80代以上

11
まちなみ景観、
観光、情報発信

・東藻琴では街路灯などに花をかざっていないので明るく、にぎやかになるようにしたら良
い。・道の駅に町内の食堂の情報や、軽食、ソフトクリームなどが食べれるマップなどを作成
し、気軽に持っていっていいようにすると良い。・急に決まって周知したい時は、Lineのそらっ
きーで発信してくれればスピーディで良い

女性 40代

12
まちなみ景観、
まちづくり参加

とても美しい町並が女満別のアピールポイントと考えます。町外の方の観光をさらに取り入れら
れるように、町内の方の町並保護の協力を求めるよう考えます。また、商店街の活気が少ないよ
うに思います。空港線通りからも見えるようにしてはどうでしょうか？（はたはかわいい）観光
客の方も利用やすいと思います。JAも大きいので女性部や青年部もさらに人と人とのつながりを
深め、町のためにあつまる回数を増やしてもよいと思います。また、子育てから、子供が一生町
に住みつづけられるような取り組みも重点的に行って頂きたいです。

女性 20代

13
役場ｻｰﾋﾞｽ、エネ
ルギー

税金のない町にする為、町が収益をあげて欲しい。・太陽光エネルギー発電所のとりくみ・風
力、川の水力、発電所のとりくみ・湖の波を利用した発電所のとりくみ・ゴミ焼却施設では火力
発電は難しい？

女性 60代

14 交通安全
運転していると危険な高齢者にたびたびそうぐうする。免許を返納しても快てきにすごせる町作
りの重要性を感じる。

女性 30代

15 交通安全、公園
今、住んでいる場所は、近くに公園がない為、子供達が、道路でよく遊んでいます。交通量が少
ないとはいえ、道路で遊ぶのはとても危険なので、もう少し公園を近くに作って頂きたいです。

女性 30代

16 防災 防災充実をする　停電・水害などへの対応 女性 50代

17 防災 町の河川清掃など、災害時につながる事も教えてほしい！ 男性 50代

18
防災、空き店舗
対策

災害発生時の避難方法のシミュレーション　どこに、どんな物資が保管してあるのか知りたいで
す。空き店舗を何とかしてほしい。シャッター街はさびれた町、という印象があります。町内
じゅん環バスがあるとよいと思う。

女性 40代

19
救急、まちなみ
景観、障がい者
支援

・救急搬送時の町内の病院から網走や北見の病院へのスムーズな移送。・救急隊員の専門意識の
向上・町で植樹した公営住宅地の木の定期的な剪定。（電線に引っかかっているので）・空家の
草刈り、衛生面と防犯面の取り組み・公共施設等での障害者雇用をしてほしい。

女性 40代

20 救急体制

消防の救急体制に問題があると思う。一番に中央病院に搬送するのはわかるが、まず助かる患者
の命を重視した上で、他病院へ搬送する事も考えてほしい。助かる命もあるのですから、町民全
てを中央病院へというのは、どうかと、決まりだと言われれば、それまでですが。

男性 50代

21
ごみ、観光、防
災

①道路に無作為に投げられているゴミが散見されるので、①投げられているゴミの写メ、②回収
したゴミを役場へもっていく③そらっきーポイントの報酬。役場開いている時間内受付、ｋｇ
制、とか。②女満別にホタル、いるの知ってますか？町民の方で知っている方少ないと思います
が、生態を守りつつ、新たな観光スポットになりえませんでしょうか？③空き家空き地を利用し
て、カブトムシ、ミヤマクワガタ等のはんしょく、販売はできないでしょうか？あの、東もこと
のイチゴハウスとかで、新たな使い道はいかがですか？④防災キャンプ→避難所での1泊防災キャ
ンプ体験はできませんか？備蓄している食料等期限のあるものが更新される時期に合わせて。防
災への意識高まるし、ムダに廃棄しなくてよいし、練習は必要だと思います。

男性 30代
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№ 区　　別 内　　　容 性別 年齢

22 ごみ処理
・焼却炉の性能を良くしてゴミの分別を減らして欲しい。特に生ゴミは燃えるゴミの市町村が多
いのに…。・冬除雪をしすぎだと思う。その費用を別にまわしたら良い。

男性 60代

23 ごみ処理

・生ゴミを可燃ゴミとして処理できるようにしてほしい・生ゴミと可燃ゴミの回収する回数/頻度
を増やしてほしい（理由）特に夏場において、生ゴミの回収頻度が低いことで、虫害や悪臭が発
生し衛生上よくないので。また、親水性ビニル袋によって、ゴミ捨て場や家庭内ゴミ置き場での
生ゴミの保持が難しく、衛生的ではないと感じる。

男性 30代

24 ごみ処理 夏場（８月）だけでも生ゴミの収集を週３回にしてほしい。生ゴミ用の袋がすぐやぶれやすい 女性 70代

25 ごみ処理

資源ゴミの問題について。ゴミの袋を記名にしてはどうか。心ない人、適当に置いて行く人が多
数いる。（特にペット関係）分別に関し全然理解していない人がいて、近所の人は非常に頭を悩
ませています。後片付けをせざるを得ない。始末です。何とか考えてほしい。何か良い方法はな
いものでしょうか？

男性 70代

26 ごみ処理

町づくりではないですが、燃えるゴミの集収が週に１回は少ないと思う。せめで週２回にして欲
しい。人に聞いた話ですが、第三セクターの内部がかなりひどい状態になっていると聞きます。
もっと内部をとうめいにして、きちんとした経営を行なってもらいたいと思います。

男性 50代

27
ごみ処理、リサ
イクル

①キッズのいらない服の交換場所をつくってはどうでしょう？すてるのがもったいない物もあ
り、困ってます。持ちこみした人にそラッキーポイントつけるとか…中古業者にめいわくかけな
い程度の交換ばしょあれば、利用する人いると思います。②租大ゴミで使えるもののリサイクル
推進とか。北見ではリサイクルくるるんとかあるんですよ。けっこういい物ありますよー。

女性 40代

28
医療体制、生ご
み袋

①医療には大変不安をおぼえる　体調不良の時や、救急の時東モコト女満別の病院に町長役場の
職員はまっさきに受診できますか？できない不安を多くの人が思っています。町民がとどまるも
移転するもここが重要だと思います。現状を変えて下さい。病院の充実している所へ移転したい
です。②生ゴミ袋に消費期限を作って下さい。買入してすぐ使ったのに生ゴミを入れてもち上げ
るとやぶれる。又買入してゴミ袋を出そうとすると、パラパラと紙ふぶき状態で全部使用できな
かった。買入した生ゴミ袋はただゴミとなってしまった。

女性 60代

29 不法投棄 ゴミのポイ捨て、気になる場所が何か所かある 無回答 無回答

30
生ごみ袋、交通
手段

・生ごみの袋の改善を希望します。入れるときに底が抜けたり、やぶけたり…・交通の不便の改
善をしないと、年配の方や学生は住みにくい…

女性 30代

31
健康増進、ごみ
処理

・医療費減少につながる個人の健康増進に役立つ個人レベルで出来る運動施設の整備や体験プロ
グラムが不充分。・「ごみ・資源物の分類表」の内容に「ごみ・資源物の出し方」ステッカーの
「生ゴミ」の内容が記載されていない。

男性 60代

32
健康増進、ごみ
処理

①体力作りに力を入れてほしい　他の市長村でラジオ体操を毎日１回も休まない人努力賞を上げ
たり何か１ツやれると良いと思う②ゴミ出しの事ですが分類表だけで分らなく悩む人はたくさん
居ると思います　ちっとした事が分らない職員の人でも完全に覚えてない人居ると思います　何
回も何回も何かの集りの時利用に説明をする必用があると思います　紙をはりつけられても分ら
ない時もあります　町内会の集りの時でも話したり何回も何回も説明しないと理解出来ない人も
居ます　何人もの人が云ってます③人にやさしい町民にしてほしい　若い人は年寄りの人に対し
て気配がない　集りに出て行くのもいやになる　良く聞きます

女性 80代以上

33 環境衛生

議会に女性がいないことが良いまちづくりと矛盾していて違和感があります。夏になりゴミのポ
イ捨てが見られるようになり、野生動物への影響が心配です。地域では花壇の草取りボランティ
アがありますが、ゴミ拾いの方がずっと必要だと思います。又コロナもありゴミを捨てる場所が
とても少ないと感じます。家の前のゴミ箱にすてられたこともあります。観光客がゴミを持ち歩
くのは難しいので適度に町にゴミ箱を置くのは必要と思います。

女性 50代

34
近所づきあい、
衛生、防犯

①歩道にプランターを沢山置いてある所がある。きれいだから良いではないと思う。この前家の
前の歩道にちょっと車が出ていたのをひどく注意された、くやしい②家に植えてある木も建物の
半分とか1/3以上になったら切るなどしないととなり近所の迷惑だと思う。先に来たから後から来
たからだとか言ってケンカになった事もある、景色が変わってしまうのでイヤです、③家の回り
に置いてある物についてゴミ屋敷が沢山ある。何とかならないのか。私は散歩しているので気の
毒な人達がけっこういると思う。外に物を置かない物置にしまう、片付け方を教える④家の回り
の草取りあれもみにくい　きれいにしてる所も沢山ある⑤イヌ、ネコのフン　散歩させている人
に言いたい、紙パンツなどはかせて散歩させてほしい　町長さん決めて下さい。わざわざ人の家
の所へ来てさせて行く人がいるのでかないません⑥キツネにエサをやっている人などいますま
ね、カラスもそうです、⑦防犯カメラの貸し出しもあればありがたいです。これを実行してもら
えれば少しは人として優しくも有り気付ける人になれると思います、アンケートの結果もきちん
とお知らせ下さい

女性 60代

35 墓地

墓地に向かう度に思うことがあります。〇使い勝手の悪い駐車場（広さがあるのに側溝部分が多
すぎ、出入り口が狭くて駐車しずらい）〇むき出しの水道栓の水場〇対向車とすれ違う事の出来
ない道路の狭さ　一部は片側が斜めになっており、車が傾いて行きそうで恐ろしい。　ご先祖様
を敬う、故人を偲ぶ場としては、あまりにみすぼらしい墓地ではないでしょうか？霊園に負けな
いような墓地の環境作りを望みます。

女性 60代

36 墓地

※お盆なのに墓地の道（中央～昭和）の雑木の整備を行った方が良いと思います。せめて8月前に
整備してください。前方が見えずらく車に枝がこすれます。（木は生き物なので毎年行ってほし
いです。）

女性 50代

37 共同墓

私は東藻琴に住んでいる80代の女性です。山下町長さんは、東藻琴に共同墓を作らないと聞いて
いますが、私は二年前に死亡した夫のお墓の事で悩んで居ります。墓を作っても、後を継ぐ者が
居ませんので東藻琴にも是非共同のお墓を作って頂きたいと思って居ります。女満別には出来た
という事ですが女満別には知る人も無く、私の身内の者も仕方なく網走のお墓に入りました。こ
れからは必ず寄る人が居るとは限りません。私の様な人も居るかと思います。お骨は今も我家に
置いています。是非お願い致します。

女性 80代以上

38 豊住墓地

豊住の墓地ですが、ご先祖様がウッソウとした木・木に囲まれてどこも見えず、登って行く時も
気持悪いです、常に木を切って、見晴らしを良くしてもらえませんか、住人に成って何１０年成
りますが来た時から驚いております、未開地を切り開いた先人達に、今の生活が見渡せる様にし
たいと思わないのか？２世・３世達は？不思議です

無回答 70代

39 歩道

町を歩いていて、歩道の無い所、又、歩道上が草だらけ樹木の枝が多い所が多すぎます。特に駅
前はひどいです。散歩していても気持ちの良い町であって欲しいと思います。いつも温泉に行く
のですがひまわり温泉の改修をお願いしたいです。町外の人にも自満出来る、おすすめ出来る温
泉であって欲しいと思います。

女性 60代

40 道路 ドリーム苑への道路の拡幅をお願いします。 無回答 50代

41 道路 ドリーム苑の道を広げてほしい 女性 50代
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42 道路、街灯

花ぞの団地の所の、一旦ていしから国道？に出る所の木が、冬にはじゃまで、雪がつもれば見づ
らく、事故になりかねないと日頃から思ってます。近くの人は、みんな抜けばいいのに！！と
言っている。外灯が少ないのでもう少し明るくなれば人通りもあるのでは？防犯の面でも住宅の
所などあぶないと思う。

女性 50代

43 道路、教育

・国道沿いの雑草が放置されている所が気になります。（ひまわりの場所からお寺にかけての場
所）せっかくひまわりできれいなのに、スラム的なイメージになってしまいます。・乳幼児療育
施設の開設、東藻琴小への通級担当教員の配置（女小からの巡回ではなく、常勤の先生の配置）
など、子育て、特別支援教育の充実をしてほしい。オホーツク管内では、子ども11名の通級でも
配置継続しているところもある。「今配置しても、将来子どもが減れば、配置されなくなる」と
いう心配は全くなし。むしろ、常時配置されていないデメリットを重視すべき。巡回指導はいび
つな形態。

男性 50代

44 道路、橋りょう 機械の大型化により橋や町道の狭い箇所は広げれるような予算をたててもらいたいです。 男性 50代

45 河川 護岸工事を必要とする中流・上流域まで 男性 30代

46
道路、高齢者支
援

△女満別から東モコトへの町道の交通量が年々増加している現状！町村合併前はこんな事は無
かった。農業振興地域でもあり、農作業車の移動のさまたげになり、だんだん危険になって来て
いる。現在は工事中ではあるが、早急に全線開通を望む。△近年の異常な温暖化、ドリーム園に
エアコンが付いて無いらしい？場所が場所だけに必要でないか！

男性 70代

47
道路、住宅、広
報、産品開発

・両地区の交通網整備・建売住宅の販売（広い土地）・別荘の販売・各戸へのiPadの配付（広報
の廃止）・豆の新商品開発

男性 60代

48 除排雪、道路
歩道の除排雪をもっと丁寧にしてほしい　車道と歩道脇の除草　スクールバス前の草刈をした後
車道に石等が散らばっていて小学生が転だりしているので草刈後は掃除をしてほしい

男性 50代

49 除排雪

早朝からの除雪は行き届いてると思うが、雪の山を玄関前にドカッとおかれるのには困ります。
機械も人手もない老人には大変な重労働です。昼日なかに車で出かけて戻ったら家に入れない程
の雪が入り口におかれていた事もあったので除雪にはもう少し思いやりが必要ではないのか？と
思う次第です。

女性 60代

50 公園

ひまわり温泉の横の運動公園に続く道（砂利の階段）の所にスロープをつけるか舗装してほし
い。ベビーカーなどで通りたくてもムズかしいので…。めちゃいるど館等に行く時もニコット側
に住んでいたりすると回り道をしなければならないです。ただ歩いて行くならいいですが、三輪
車とかはムリなのでよろしくお願いします。

女性 30代

51
公園、イベント
にぎわいづくり

・セブンイレブン横の公園のベンチがいつもとりのフンで汚れていて使う気持ちになれません。
定期的にチェックして清掃してほしい。・冬に行うこども向けイベントをふやして欲しい。例え
ば、雪だるま選手権、巨大かまくら作り競争、かまくらレストラン　など・コロナ禍でも可能な
イベントをやって欲しい。青空図書館（空港の芝生利用）、たこあげ大会、ドローン体験など。

女性 30代

52 公園、衛生

・公園の遊び方で、ボールなげて、車、畑に被害でぜひ、かん板お願いします。・犬のフンが家
の前に3回、春だけですよ。かい主かならずしまつする事道路も、びっくりです。・キツネが大変
多くこまります。駆除をするべし。・安心して生活したいのです。

女性 70代

53 街灯
郊外、農村地区に街灯がありません。通行人がほとんどいない場所にも光々と街灯をついてるの
をみると、１ヶ所ぐらい農村部にも設置してほしいと常々思ってます。

女性 60代

54 空き家対策 空家問題等です 女性 70代

55 空き家対策 空き家の所が草等でよごれているのできれいにしてほしい。 女性 80代以上

56 空き家利活用 ・空家の再利用、都会の人達の長期、短期での宿泊施設として 女性 60代

57 町営住宅

公営住宅に入る方の教育が必要である。常識守ること。家庭菜園が作れなくなる。つまり公営住
宅に入る資格なし。入れないように見守ってほしい。常識外れの方がいます。体健康働いており
ます。見回りを厳しくしてほしい。自分の家なればそれでよいが、借家の場合は別です。見回り
を利かして注意をしてほしい。お願い致します。

男性 80代以上

58 町営住宅 町営住宅の管理をもっとしっかりやってほしい。 男性 20代

59 町営住宅

公営住宅のことで今後建てるのであれば、コンパクトな空間よりはひろびろと収のうも多いこ
と。外は、家の前に車が２～３台（お客用もかねて）おける冬は近所で雪はねなどのトラブルが
おきないようなスペースお願いします。

女性 60代

60 町営住宅

町営住宅の生活環境が悪すぎて長く住みたいと思う住宅ではない。特に換気システム、結露など
冬は寒過ぎて…役場はただ形のある物を作ればいいと思ってるのでは？長く住める住宅でなけれ
ば作っても空家が増えるのではないかと思う。

男性 50代

61 町営住宅、水道
とても住みやすい町です！子育ての助成はすばらしいです。町営住宅など部屋数が多いと子供も
増えるのでは？？？水道水が美味しくないし、カルキがひどくて掃除大変

女性 40代

62 住宅

住むところが無さすぎて困っています。今後も大空町に住み続けたいと思う町なのに住む場所が
なくて住み続けられないと思っている若い人は多いです。古いアパートやマンションが多く、長
く住んでいる人も多くてあいていない。すごく残念です。新しいアパートやマンションを建てて
くれればずっとこの町に住みたいと思っているのでよろしくお願いします。

女性 20代

63 住宅 住民課の受付の男性の改善を求めます。アパートやマンションを増やしてほしいです。 男性 20代

64 住宅 今住んでいる所が良いので、公住はどうしてもうるのも大変です。 女性 80代以上

65
住宅、観光、商
店

◎家賃高い、のに良い物件ない。家を建てないと満足いく生活できないのか。町外の人が来ても
住みたいところ無いと、移住してくる人少ないと思う。　◎観光地や、お店が無さすぎる。時代
にのって、インスタ映えスポットを作ったり、若い人に来てもらえる何かを作るべき。宿泊する
ホテルなどをかわいいかオシャレな感じにするとか。ひまわり畑に写真映えするものを置くと
か。キャンプとかグランピング施設を作るとか。あと、道の駅しょぼすぎる。

女性 20代

66
住宅、高齢者支
援

・住まいが無い為、近隣より通勤しているという話をよく聞きます。特に東藻琴地区。・介護の
付かない元気な高令者の行き場がないとか？地域の老人会は月一度、市街地のサークル活動に出
向くには年令的に、交通の面、気持の面等、新らたな参加には抵抗が、只々、デイサービスまで
待つのみという。通院バスでのオシャベリのみでは寂しすぎる気がします。・このアンケート、
70才代の私には一寸？もう少し若い方向きかと思いながら書きました。此処しか知らないけれ
ど、水が良くて藻琴山の見えるこの場所が大好き。いつまでも元気でと願いつつ…。・もう一
つ、学校の暑さ対策を願います。学校（校舎）は日当たりが良くと建てられた当時とは相当に環
境が変化してしまいました。増してコロナ禍のマスク着用では…「コロナでは死なないが、暑さ
はイチコロ」と子供に伝えています。

女性 70代

67 住宅、若者定住
若い人達が借りられる住宅が少ない。町内で働いていても、住宅が無く、他の町から通勤してい
る人が多い。（空いている住宅は借りられないのか）

無回答 50代

68 水道 キレイな水がのみたい 女性 50代

69 水道 水道水の水質改善をお願いします。 男性 30代
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70 水道 水道水の新たな供給源を見つけてほしい。 男性 50代

71 水道 最重点とすべき取組は、質の良い水源を確保し安全な上水を供給すること。 男性 60代

72 水道
生活において資源はとても大事と考えております。水質とても気になります。量的にもこれから
先大丈夫なのか？よろしくお願いします。

女性 60代

73 水道

・女満別地区の水道水の質の改善を重点的に取り組むべきだと思います。・様々な面で町長、副
町長の力量不足だと思います。長年にわたり町長をすることで初心を忘れおごりがあるのではな
いでしょうか。

男性 20代

74 水道

女満別の水道水の味のひどさを、何とかしたい。水は健康の根元です。バクチャーを研究してみ
てはどうでしょうか？バクチャーとは微生物活性材で、もちろん有料ですが、最近スポンサーが
ついて低価格で取り寄せできるようになったと聞きました。水の浄化には大きな効果があるよう
です。２０年以上前に、EM(有用微生物群）を生ごみの処理に取り入れて撤退した津別町の例もあ
りますので、鵜呑みにするのは禁物ですが、本当に良いかどうかを探る値はあると思います。他
の町村にさきがけて。町民の健康のために、もしこれが良いようなら、町として様々なプロジェ
クトを発展させられると思います。ご検討よろしくお願いします。

男性 50代

75 水道、観光

・水道水が本当にまずいので水質の改善をしてほしいです。・道路の整備に時間（日数）がかか
りすぎ、人数が沢山いるにも関わらず、つっ立っている人が多くて人件費の無駄なのでは？と
思ったことがあります。（役場の管轄じゃなかったらすみません…）・ゴミ集収車の音楽が時々
音量が大きすぎる気がします。・夜２１時の音楽が怖いです。・ひまわり畑が毎年きれいで楽し
みです！

女性 20代

76 水
女満別地区もおいしいお水が飲みたいです。難しいかもしれませんが…町内に小児科があれば助
かります。

女性 30代

77
水道、教育、若
者定住、町営住
宅

・女満別でもおいしい水道水が飲めると良い。・今年から奨学金返済支援が始まったが、対象が
絞られ過ぎだと思う。折角若者への支援をしてくれると思ったのに残念と思った。何故昨年と今
年の新採用者のみなんでしょうか？意外とたくさん若い人が町内で働いているのに。・公営住宅
の家賃設定に疑問がある。収入の多くない世帯から高額な家賃を取るのは如何かと思う。・町の
情報発信媒体が多いと思う。もっと絞ってもいいのでは。・三役におごりは無いですか。町民や
町職員の理解は得られていますか。

女性 20代

78 水道、公園

・水のカルキがひどくて困っています。ガラスや蛇口のこびりつきや、水道水をそのまま子供に
飲ませるのに抵抗があります。・運動公園について、いたる所にある背の低い松の木（？）が、
階段や道にかぶっていて不気味なのでコンパクトに、丸などの形に整えてほしいです。野球場の
裏の道が途中でなくなり道路へ出てしまうので、現在雑草が生えている所を舗装でつなげてほし
いです。階段が壊れています。木はすぐに傷んでしまうのではないでしょうか。階段を下りた所
の、背の高い雑草が不気味です。こども園もできたので、見通しを良くした方が良いのではない
でしょうか。防犯のため。テニスコートの裏の広場がもったいないなと思いました。

女性 30代

79 水道、広報

・水がおいしくない、安心して飲めないという声をよく聞きます。・公営住宅にすんでるけれど
たまに下水臭い。新しい住宅建てた人の所もたまに下水臭。・乳児検診の場所が嫌でした。・栄
養士さんの言う事はわかるけれど具体的にどんなもの？？？？？で困ったりもしました。離乳食
作りの講座みたいに教えてもらえるイベントがあったら良かった。・まちのおしらせ、広報だけ
ではわかりにくいイベント等、新聞のチラシなどに入れたり、全世帯に配るなど伝えてほしい。
スマホも見るけど紙で来ると冷蔵庫など貼っておけて忘れにくい。

女性 30代

80 水道、その他

町民の衣食住を最優先に特に水道整備は早急に実行して欲しい。議会便りを読むと、議員が質問
し職員が回答している事例が多い。議員自ら行動を起こし職員との連携を図って欲しい。道の駅
近くにあるゴミ屋敷について議会にて協議されていたが何も進展がない。役場が何もしてくれな
いとマスコミにリークされる前に何とかした方が良いと思います。

男性 40代

81 水道、町営住宅

・女満別の水質が非常に良くなく、味もおいしくないし、水回りも汚れがひどく困っています。
せっかく東藻琴や清里なと近場においしい水が出るところがあるのだから改善していただきたい
です。・町営住宅の利用料が高いです。年収で決まるものですが、共働きで頑張って働いてい
て、生活もギリギリですが、年収があると見なされ、家賃が高く困っています。ずっとこちらに
住めるのなら、家を建てたいですが、転勤があるのでそうもいきません。家賃は高いのに、家は
古く狭く収納もない…。ボイラーのリース料で3,300円/月取られるのも納得できません。なぜ必
ず使うものなのに家賃に含まれないのでしょうか？・町営住宅に入っている人や子育て世帯で
の、ちんたいの一建家を探している人が多いです。でも女満別には、古いタイプの家しかありま
せん。リフォームするなどして希望者が住めるようにして欲しいです。家が見つからず、町外へ
引越す人もいます。・町営住宅や一建家の貸家などニーズに合わせた住み心地のよい家がある
と、永く女満別に住んでくれる世帯が増えると思います。一建家の貸家もあり、借りたい人もい
るのにもったいないです。もっともっと沢山の人に女満別に住んでもらえるようにしましょ
う！！

女性 40代

82
水道、防災無
線、生ごみ袋

①水道水の水質向上→他市町村に比べて美味しいと感じられない　②各家庭への防災無線の配
布・設置→他市町村で経験済みですが、防災・町からのお知らせ・広報等に利用　③販売中の生
ゴミの袋（特に小サイズ）強度が非常に無く、すぐ破れてしまう→製造先への品質改良要望　④
町内への商業施設・個人医療機関の誘致等

男性 60代

83 水道料金 上・下水道料金の見直しを。地区別料金の見直しを願う。 男性 50代

84
町外ﾊﾞｽ、雇用、
移住対策

・北見への直通バスの復活・新規産業（企業）の創出（働く場所と町民増加）・利活用可能な空
き家、情報の発信とお試し滞在。

女性 70代

85 町外へのﾊﾞｽ

網走に行くバス代が高すぎて困る。美幌方面はないし…。買い物する場所も少なくて不便。結
局、町外ばかりで買い物するので、本来ならば町内でお金を使った方が良いのだろうが、それが
かなわない。子供の学力が平均して高くないと思うので、教育に力を入れてほしい。自然が豊か
な事は良いと思う。図書館の本がすぐに借りられるのが良い。

女性 30代

86 町外へのﾊﾞｽ

①大空町に限った事ではないが…小さな町に住むというのは何かしらの「コネ」がないと住みに
くい。「コネ」とは町職員、議員、町の企業の影響力のある人間のこと。「コネ」がある人は
堂々と住む事が出来る。②交通に関しての不安が、コロナで的中した。バスが1日5便まで減便さ
れた時期もあった。美幌線がなくなり、空港線のみとなった今、その空港線も毎日時間が変わり
やや不便。JRも廃線、減便等の思いきった行動に出る可能性もある。バス会社もドライバー不
足。飛行機の大型化を求めるのは、もうすべきではない。③全世帯にまちづくりのアンケートを
配るくらい力を入れていきたいのは分かるが、まちづくりに町民が参加するときの一番の窓口と
なる社協に天下りを入れるのは時代遅れ。第3者を入れて、根本的に改革しないと、いつまでたっ
ても今のままの町で古くさく終わってしまう。

男性 40代
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87
町外へのﾊﾞｽ、高
齢者支援

このまま住み続けるには、公共交通が、JRだけでは不安が有ります。以前の様に、路線バスの復
活を！また、サービス付き高齢者住宅等の充実が不可欠ではないでしょうか。高齢化社会に向け
た安心して、住み続ける事が出来る街づくりを望みます。

男性 40代

88 町内ﾊﾞｽ

大空に来て２５年に成りますが環境が良く住み続けようと思いますが、車が使えなく成事が大変
心配です。脇道えもバス通れる様にして頂きたく、お願いしたいです。バスの時間もこまかくし
て頂けたら有りがたい。

女性 70代

89 町内ﾊﾞｽ
高令のため交通に不便しております。町間バスの停留所を増して町中どこからでも利用出来るよ
うにしてほしい

男性 80代以上

90 町内ﾊﾞｽ 街の中を巡回するバスを運行してほしい 女性 80代以上

91 町内ﾊﾞｽ
東藻琴地区から女満別空港への交通機関がなく、公共交通機関で行こうとすると網走経由で１時
間以上かかるので、空港へのバス等をつくってほしい。

女性 20代

92
町内ﾊﾞｽ、情報発
信、アンケート

・病院バスは利用しやすくとても助かっている。地域間バスは、病院バスとつながるなどしなけ
れば、家から地域間バス、地域間バスから家までに課題があって使えない。そこが改善されれば
有料でも利用したいと思う。・ICTの充実は結構ですが、広報車によるface to faceの情報発出も
時により必要ではないですか？2年前の胆振東部地震の大停電時、電話不通、車の運転もしない私
は何があったのかわからず、役場の運営もどうなっているのか情報なく、この大事に役場は広報
車1台出すことなく一体町民に対して何をやっているのかと失望しました。弱者に寄り添う姿勢は
足りていたのでしょうか。憲法に記されている公僕とは住民の勝手を許すことではもちろんな
く、人々がつつがなく、少しでも不安やストレスなく生活を送るために必要な事柄を考え実行し
ていく事と思います。とても創造的でやりがいのある仕事、町づくりの主役は本当は役場なのか
もしれません。・エキノコクス駆除剤散布は続いていますか。継続性が大切な事業です。地味な
事業ですがとても意味ある活動で、応援しています。・科学的知見、統計データの数値は物事の
判断においてもちろん大切ですが、ニュージーランドや台湾のトップの方が口にした「やさしさ
をもって」を忘れるともめ事が多い世の中になるでしょう。どうか悩む事をいとわずに自らに誇
れる行政を作っていって下さい。あ゛ー、難しいアンケートでした。

女性 60代

93 空港

空港のある地方自治体として、いかに空港を地域活性化の軸にしていくかが重要だと思う。地域
経済にもたらす影響度が大きいところでは、日本人観光客より消費単価が大きい訪日外国人旅客
をターゲットにした、空港内の物販・飲食ブースの工夫を図るなど。

男性 20代

94 空港

・東京への移動に飛行場が近いことは大きな魅力、しかし東京から乗り継ぎが必要な時に、なか
なかうまく乗り継げる便が無く結局東京に一泊になってしまう。もう少し便の工夫があれば千歳
には及ばずとも、魅力が増すと思う。

女性 40代

95 空港

女満別には、他にない、すてきな飛行場があるので何か良いアイデアを考いて下さい。只お客さ
んがすどうりするので、何かつまらないですね。私等は、何も出来ませんけれども、若い方々で
考いてこれと言ふ物を、ちえを、しぼって下さい、もなさん頼のみます。

女性 80代以上

96
空港、空き家利
活用

空港をもっと活用する。リモートワークがしやすい環境を作ると空家も活用できる。
女性 50代

97 空港、観光

せっかく空港があるのに、観光だったり、食とか、イベント的なものが弱いのが残念。今はむず
かしい時代になってしまったけど、人が集まる夏のフェスイベントみたいのがあれば、楽しみ
だったりしますね。

女性 60代

98 高速回線 光回線の配置が遅い 男性 20代

99
光回線、体育施
設

町以外の地域の光回線の早期導入をお願いしたい。トレーニング施設の充実。
男性 20代

100 情報機器

情報等インターネット配信が多く重要視されている様ですが、年配の方等どの程度の方が環境を
整備し使いこなせているか調べてからにして欲しい。FAX配信のほうが手速く解かりやすい気がし
ます。情報量は少なくなりますが急ぐ時重要なものは目につきやすく、記録も残せます。町民全
体に使いこなせる情報機器を整えてから配信を考えてください。もれる方のフォローも一考して
頂きたい。

無回答 70代

101
ＩＴ、企業誘
致、観光、商店
街

（重点）IT技術、知識のある人材を職員に増やし、H・PやSNSをスピーディに活用出来る様に
（理由）新型コロナでの特別定額給付金申請にマイナンバーを使っても支給時期が紙での申請の
人と同じでは意味がない。職員がシステム運用を出来ないのではスピーディなオンラインでの行
政サービスは行えない。国や道の進め方を待つのではなく町独自のマイナンバーを活用したサー
ビスがあってもいいのではないか。　（提案）湖畔に都心のiT企業を誘致する。（理由）新型コ
ロナでリモートで出来る仕事は多いと充分に分かった。空港の利便性もあるので自然環境と職場
環境を共存させるのには好都合な町だと思う。湖畔美しい夕焼けをiT企業なら工夫を凝らして発
信するので次々興味を持つ企業も出てくると思う。食を商工会がサポートし、住を町がサポート
すれば双方が喜べるのでは。タイミングとして不謹慎ですが、湖南荘を温泉付きリモートオフィ
スにしてはどうでしょうか。温泉は一般の方も利用可能となる運営が望ましいと思います（現在
でも町外から来ているファンもいます。）（アイデア）日本最北東端ワイン産地になる。「グラ
ンシエル」（仏語で「大空」）というワインはどうでしょうか。（理由）今や北海道はワインに
適した地域になっている。最近では芽室町がワインを核としたまちづくりを始めています。美し
いぶどう畑は知床に向かう観光客にも喜ばれると思います。　（提案）どうせなら本格的なバラ
庭園を造る。　（理由）知床に向かう観光バスは網走近辺での時間つぶしに「フロックス公園」
にまで立ち寄るそうです。観光客が素通りする町ではなく、立ち寄りたくなる場を用意し喜んで
もらうとともに、少しでも町にお金を落としてもらう。メルヘンの丘の道の駅にはバラが植えら
れていますが、中途半端な感じで立ち寄りたくなる場までになっていないと思います。例えば上
野ファームの上野さんに設計を依頼して本格的な庭園を作ってはどうでしょうか。設計のテーマ
は例えば「メルヘンの庭」とか。　（アイデア）商店街に人通りを。アートで人を呼び寄せる！
（理由）今の商店街を見ていると住み続けたくなる町にはならないと思います。どこも一緒だか
らとあきらめたら何年経っても良くはならないでしょう。例えば、彫刻などの造形作家の玉子で
ある美大等の学生対象に「大空」をテーマにした作品コンペの募集を行い、創作期間1年間の食住
を町がカバーし、作品を商店街に配置して審査イベントを行い、作品群を一つの観光名所として
いく。もしかすると将来有名な作家となってその作品を見るために世界中から人が訪れるように
なるかもしれません。

男性 60代

102 先進技術

町でテクノロジー人材を雇っていくべきで、そのために専属のポストを新設した方が良い。最近
のITサービスに関しての情報が豊富な人がいることで、例えば空き家問題に対してAirbnbを活用
しやすくするために条例を整理するなど

男性 20代
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103 子育て支援

今は子育て中なのでそのステージの中でしか町のことを考えられないので、もう少し他のステー
ジ（例えば子供が高校、大学になったら…、老後は…、病気や障害だったら…）での課題や良い
サービスを知る機会があれば良いなと思います。子供が生まれる前は、子育て支援サービスなん
て興味を持つことがなかったので…。広報誌etcで各世代や各業界（農・水・商）の人達が大空町
でどんな豊かな暮らしができて、どんなことに困っているのかドキュメンタリー的なものがあっ
たらおもしろいなと思います。

女性 40代

104 子育て支援

・子供の医療を充実させてください。・「めちゃいるど館に行きたくない」という子供が、とて
も多いです。それぞれの年齢の子供が、意欲的に、充実した時間を過ごせるよう、学童保育の充
実をお願いします。

女性 30代

105 子育て支援
もっと子育てしやすい環境を作って欲しい。小さい子が遊べる公園や午後からもあそべる施設が
欲しい。

女性 30代

106 子育て支援

出産、育児、保育、医療、全てにおいて、女満別は他より進んでいると思います。この様なアン
ケートを取る事も素ばらしい事と思います。様々な意見を取り入れ、住みやすい町、女満別にし
ていただけたらと思います。どうか、上記の出育保医の維持向上を願います…。

男性 30代

107
子育て支援、移
住者支援

子育て支援、特に町外から来た家族に対する支援やフォローを充実してもらいたいです。
男性 20代

108
子育て支援、公
園

町外からも利用者が来る様な児童施設や公園の充実。
男性 30代

109
少子化対策、
ホームページ

少子化は本当に深刻。出産・育児・教育への取組みをさらに推進していただきたい。町HPの更新
頻度を増やすべき。古い情報が多い。

男性 30代

110 子ども医療費

住みやすい町だと思います。子育てしやすい町と思います。いつも思うことですが医療費につい
て、農業をしていて乳幼児受給者証をもらってません。収入があるから…という理由なんでしょ
うが、産まれた日から医療費がかかっています。子供は皆平等だと思いませんか？病院へ行くの
もいちいち考えてしまいます。薬局の薬で治るカナ？と…結局悪化し、重症化してしまったり、
そんな風になってること知らないですよね…収入あるんだからいいだろうと結局言われてしまい
ますが、農家の収入と嫁の生活費はまた別ものですよ。役場の方たちと同じような生活費だと思
います。入院して手術などしたらびっくりするくらいかかりますし、１本の生命保険じゃ足りず
２本３本と入っています。本当大変なんですよ、せめて子供の医りょう費を平等にしてほしい…
高校授業料なども払っているし（これはがまんしますが…）納得いかない事多いです。

女性 40代

111 医療・救急体制 医療で休日、祭日の診療体制と夜間急救診療が、東もことで受けられるようにしてほしい。 女性 70代

112 医療体制

医療体制に全国の最新、最高の治療が受けられるようにソフト、考え方を一新すべし。保健師の
感覚が理解不可能。再教育と人新、人事を一新すべし。何となく自由な発言がしずらくなってき
ている。農家の規模拡大は町の活性化にはならず、これ以上の農家戸数を減らないことを、離農
をくいとめる仕組みをつくるべし。このままでは、人がいなくなる。夢を理想を目指す視点が必
要。小手先のアイデアに何の意味もなし。

男性 70代

113 医療体制 苦情ですが、中央病院では誤診が多いです。どうにかして頂きたいです。 女性 60代

114 医療体制

以前施設の利用者を病院に連れていく機会がありました。医療の知識は看護師よりありません
が、人の命を預かっているので大事をとって受診したのに、これだけで連れてきたの？と熱が40
度もある方をそのように言われました。また、体調不良の連れて行くと、施設はなんの対策もし
ていないの？施設がお年寄りに寄り添って行かないとダメだよねと言われました。施設としては
家族とも連携を取り、本人の好きなものを聞き、提供したり、家族が持ってきてくれたり、形状
を変えたり手を尽くしているが、なにも聞きもせずに悪者扱いなのがすごく嫌でした。他にも、
素人目にも状態が悪く診察時、むくみが酷く、息も荒いと伝えたのに医師に体を動かさないか
ら。と言う理由で帰され、その後またすぐにバイタルが悪くなり連れていくと、看護師になんで
この状態になるまで連れてこなかったの？と言われました。こちらから事前に情報提供をして医
師の判断に従っただけなのになぜこちらが責められなければならないのか。医療福祉の連携を取
れる環境が整っていないと感じます。町内に一つしか病院がないのでそこに連れて行くことしか
できません。看護師、医師の対応が悪すぎます。なんとかしていただきたいです。もう一つ、子
どもをめちゃ館に預けていますが、やってもいない事で怒られたり、頭ごなしに怒られたりする
事がある様で、行きたくないと言います。しかし、預けないと働けない為、仕方なく預けていま
す。環境を整えてほしいです。

女性 30代

115 医療体制 医療に不安を感じる 女性 50代

116 医療体制
上質な医療を求められる病院の充実が、このまま現在の地で住み続けることができるのか否かの
所要ポイントと考えます。

男性 70代

117 医療体制、ＪＲ

日夜、町政推進にご尽力されている町長はじめ町職員の皆様にお礼申し上げます。さらに住みよ
いまちとなるために、常日頃思っていることを書かせていただきます。（ここに記入すべきこと
ではないかもしれませんが）・病院の診療科目の充実・JRの運行時刻と車両の数（JR側に働きか
けていただいていることは承知していますが、通学生等利用者の立場に立っていない）

男性 50代

118 年金

もうすぐ終えようとする残りの人生に今安定を見つけ最低限のつきあいのみをこなして幸福に暮
しています。年金からいろいろなお金を強制的に差し引くのは本当にがっかりするし腹立たしい
ものです。安泰に暮らして行けなくなります。なのでこのアンケートもむなしい程です。若い人
の意見でよいまちづくりをお願いします。

女性 60代

119 コロナ対策
他所ではマスクの配布や商品券の配布等、思いやりの行動がなされていたが大空町もあったら良
かったと思います。本当にどこに行っても無くて困りました。

男性 60代

120 コロナ対策 コロナ禍での企業などへの支援 男性 20代

121 コロナ対策

感染症や災害など緊急時の対応が町民の意識と温度差があると思います。町としてコロナ対策と
してマスクや除菌剤等配られるという事もなかったし、大空町民として守られてるという気がし
ないのです。冬に向ってインフルエンザとかコロナとか充分に対策されているという安心感がな
い

無回答 70代

122 コロナ対策
コロナで困っている人が増えていれば、その人達を何らかの方法で支援する活動があればよいと
思う。

女性 50代

123 コロナ対策
コロナでみんなががまんしている中役場職員は密になって飲み会ばかりやっている。地域を元気
ずけるという理由なのか、考えるとゲロが出る。

女性 40代

124
コロナ対策、商
業

宅配サービス（店の人以外で）
男性 40代

125
コロナ対策、図
書館

電子書籍の貸し出し
女性 20代
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126 福祉

アンケートの内容が答えにくいものが多々ある、どのようにまとめるのかご苦労にあるように思
う。安心して住めるにはまず医療、介護、福祉、教育、子育て。さらに充実させていただきた
い。

女性 70代

127 福祉
今の大空町をもっと明るく皆が健康ですてきな大空町になってほしいです。社会福祉の方にも
もっと沢山の力を入れてほしいです。

女性 80代以上

128 高齢者支援 福祉タクシー 男性 60代

129 高齢者支援
高令者の家の入口には、雪はねの雪はなるべく気を付をつけ雪を置かないようにおねがい致しま
す。

女性 80代以上

130 高齢者支援 小規模多機能型居宅介護の実現 女性 50代

131 高齢者支援 在宅介護支援の充実 男性 50代

132 高齢者支援
ハイヤの券を町内ととうくへ行く券あるが、とうくへいく券はいらないので町内の券をたくさん
ほしい。遠くのハイヤの券はあってもつかわないので町内の券がたくさんほしい

女性 80代以上

133 高齢者支援 老人の施設を増やしてほしい。預ける場所がなく困ってる人が多くいます。 女性 50代

134 高齢者支援 他町村で実施済みの高齢者福祉対策の推進 男性 80代以上

135 高齢者支援

・高齢者の笑う町づくり・小さなアルバイト（２～３時間）老人が参加し、草取り、花づくり、
ちょっとした子供の話し相手、手伝い、時給（￥５００）でいいから。お手伝い料として。働き
がいがあると老人が笑ってくらせる。カネは重要。ご老人が笑ってない→中間、子供達が笑って
ないになります。老人アルバイトを増やす。

女性 60代

136 高齢者支援 高齢者の支援　皆さんが楽しく暮らせれば良いと思います。 男性 50代

137 高齢者支援 健康づくりの為の高令者でも使える施設（体力づくり）指導者のいる様な。 女性 50代

138 高齢者支援
高令者用1：00～2：00間位いの体に無理のない体操サークルがあったと思います。体を動かした
い。

女性 70代

139 高齢者支援

・まずは東藻琴の活性化の一番は人口問題です。少子高令化にともない町の機能を維持する事が
むずかしくなります。１０年、２０年後を見すえて人々が将来住み続けていて良かった！と思え
る町にしてほしい。・バス券や福祉タクシー券等はもっと枚数を増やして近隣町村や通院に使用
出来る事を願う。（高令化にともない）

女性 70代

140 高齢者支援 ドリーム苑近平の温暖冷房もそろそろ必要では？ドリーム苑の生活が少しでも快適にするため 女性 70代

141 高齢者支援

これから高齢化社会になって老人の一人暮しになった時に身体の調子が悪くなり介護してもらう
程でもない、老人ホームにも入れない時が必ず来ると思います。そんな時に役場から、家の家
事、炊事、買い物等を家政婦協会と連携して派遣して頂けるようにと考えていますが、町の予算
からというのには、とてもたいへんだと解っておりますが派遣者の賃金は、時給は本人に出して
頂く事にして、とにかくそういうシステムを役場職員の方々に考えて頂きたいと望んでおりま
す。都会ではこのシステムを利用してとても助かったという話を聞いてましたので書かせて頂き
ました。

女性 70代

142 高齢者支援

私のお願いです。車の運転は今年で止める考えです。その後の事でお願いですが、ハイヤー券も
良いですが町内でお買ものするのに週に2回程度…よくばりかな？車が廻って来て下さったら…と
思ってます。美幌町や津別などでは早くからやっておりますが、車の中で交流もできるので、何
人とか、一人暮しの※バアーバのお願い聞いて下さい。お願いします。

女性 80代以上

143
高齢者支援、空
き家対策、雇用
対策

①高齢者になり、老後の施設があるのか、入居出来るのか、日常生活の支援をしていただけるの
か不安。②周辺に空家が多く、環境（草、ゴミ）も悪くなりつつある。若い世代、永住希望者に
はマイナス要因ではないのか③議会と町政が、連携されているのか、毎度同じ様な議論がされて
いる様に思う④企業、工場、ホテル、食事と講演会、レセプションの出来る施設、1日遊べる所や
住みたくなる町づくりを望む⑤子供園が作られたので、母親が町内で働ける企業があれば町外へ
行かなくても良い

女性 70代

144
高齢者支援、公
園

・高齢者住宅の整備が必要。・介護職の処遇改善のための補助・子供が身体を使って遊べる公園
の拡充（運動公園は子供に全く人気がない。改修前の方が楽しかったとのこと）

男性 40代

145
高齢者支援、農
業振興、移住対
策

１．高齢化がますます進む、健康、福祉の充実　２．農業が中核産業、後継者育成、農産品の魅
力をアピールする町おこしを進める　３．自然環境、食の魅力、災害が少ないなどこの地の良さ
をPRして移住を進めるとりくみ

男性 70代

146 教育 学校のエアコン設置を早急に検討してほしいです。 女性 40代

147 教育 町外に通う高校生への交通費の援助があればと思います。交通の便も悪く、不安も大きいです。 女性 30代

148 教育

個人的に、大空高校の設置には反対しています。生徒数が少なく、まして地元の子供たちが多く
他市町へ進学していく中での大空高校は本当に必要なのでしょうか？女満別高校卒の私は、そう
思います。

男性 50代

149 教育 学力向上 女性 70代

150 教育

町民の行かない高校は必要ですか。東藻琴高校だけではだめなのですか。将来を考えているとは
思えませんが今ごろアンケートをするのですか。それでしたらこれからはもっとたくさんの方の
思いも聞いて、えらい人ばかりできめないでください。

女性 80代以上

151 教育 福富に高校を作ってほしい 男性 20代

152 教育
来年度が大空高校が始まるので、そこに力を入れるべきだと思います。そのため、バックアップ
を充実させて上げてほしいです。

男性 20代

153 教育 各学校へのエアコン設置 女性 40代

154 教育

１道立女満別高校廃止の教育長の責務　２大空高校（新高校）の建設、運営の方針の甘さ　３教
育長の無策、無能の中で建設後町立高の失策になる（近年中に）（教育の中心地、町づくりの中
での位置づけ）教育は２０～３０年スパンでの政策でなり、目先の方策は無能、見えのみで有る
失敗を最〇（解読不可）するのか？　４東藻琴高の今日迄の持続出来た論理の確認をしたら　５
教育長室に入る為、アポを取らす無知識（認命された職をわすれるな）

男性 70代
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155 教育

人口の減少とともに、道の高校統廃合が進められるのは必要かも知れないが、大空町にとって中
心市街地の女満別から高校がなくなるのは、地域振興上すこぶる痛い。この女満別地域は歴史的
にも教育行政を中心に重点的まちづくりを進めてきた。先頃の高校整備方針として、ITを含む全
国にも通用する学校づくりが柱となったが中心は女満別高校となるべきである。町づくり全体の
あり方として微力ながら、少し提案したい。まず、このオホーツク圏域は全国的に見て、今後ま
すます安心安全な地域として見直おされるのではないか。ということ。近年における本州方面の
災害常態化、異状気象とともに、高温化、大規模地辰の不安、加えてポストコロナ後の社会のあ
り方など山積している中で、東京から遠いとは言え、すこぶる恵まれた条件と安心安全の地域と
言える。夏の暑さは比べ得るものもなく良、特に夜は冷房化がほとんどいらない。寒地住宅の高
度高質化で本州よりも条件が良い。安価、東京の空気と比べると、全く清涼である。このような
多様な利点を掘り起こしたい。問題は空港はあるものの、東京一極集中の国民感覚や政府のこれ
を足とする多数派にはかなわない。しかし、道は何かあるものである。拙速で考え不足ではある
が、提案として、東京の行政や民間の避暑地的役割、コロナ後のセカンドライフ地としての取り
込みができないか、このためのインフラ整備の調査及び〇〇（解読不可）、ITを中心とした高等
教育とともに、基地化なども同様である。まず〇（解読不可）よち始めよである。少しでも目標
に向け、行政民間ともに努力すべきと考える。

男性 70代

156 教育

人づくりに関連して　大学進学を希望する若者が進学をあきらめないために、町の奨学金に関し
て次のようなことを考えましたので、お読みいただけると光栄です。①4月以降でなければ受け取
れない奨学金を、2月3月でも受け取れるようになりませんでしょうか　なぜなら、大学入学の場
合、学生証を手にする4月以降より奨学金を受け取れるますが、入学前に費用が必要となります。
例えば　東京でアパートを借りると、契約段階で前家賃2か月分、敷金2か月分、礼金2か月分な
ど、最大で合計月額家賃の6か月分が必要となる場合があります（月額家賃5万円の場合30万円必
要）。その他東京までの旅費、生活必需品（炊飯器等々）の準備費用も必要となりますので。②
奨学金を増額できませんでしょうか。増額は大学の場合現在の月3万円を３から4倍の最大9万円か
ら12万円までの希望する金額③増額に伴い、返済期間を延長できないでしょうか。学生支援機構
と同様の20年④利息は現在のまま無利息がよろしいかと思います。⑤返済金額減額措置を検討で
きないでしょうか。例えば、大学卒業後大空町に居住した場合は返済金額を減額する　1年居住ご
とに1か月分とか2か月分を減額するとか　以上勝手なことを書かせていただきました。大空町jの
発展を願ってます。

男性 50代

157 教育

フリースクールは必要　学校に行けない、行かない子供たちが安心して暮らせる町を作ってほし
い。学校に毎日行く事が当たり前という考えをどうにかしてほしい。ボランティア、町の講演会
など年配の方の参加が多く若い人が少ないので参加しにくい。大空町の高校に対する良くないイ
メージが子供達の中に定着している。大人、親に対してだけでない、子供達に向けての情報発信
の機会がもっと必要。高校だけでなく、様々な事に対し、子供の町づくりに対する意識を高める
ことが未来につながるのではないか。

女性 40代

158
教育、企業誘
致、女性議員

中学校の英・数はレベル別に授業をできるよう、教員の増員をしてほしい。（町採用の予算をつ
けてほしい。）公設塾の教師の活用もよいと思う。将来の人材の育成が重要と思います。そのた
めに、幼児教育、小・中・高校の教育に力を入れてほしいと思います。不登校にならないように
（今増えている！）子どもたちが「行きたい！」と思う学校になるように、教育委員会・教員・
校長・役場の職員・PTAが協力して、再成していってほしい。いろいろな教育のイベントなどへの
協力も少ないと感じます。（年々質が低下していると感じる）役場・農協などしかある程度収入
の得られる職場がなく、大学卒の子ども達が戻ってこないので、企業誘致し（サテライトオフィ
ス等も含め）Uターン可能な町にしてほしい。移住促進（Iターン）よりも重要と思う。安心して
暮らすために、JRを含め交通の確保（廃線にならないよう）、病院の充実（良い医者の確保）、
介護施設の充実に取り組んでほしいと思います。公設塾の予算をWEB授業充実（小・中の）に使っ
てほしい。（今後のコロナ休校にそなえて）女性議員がゼロの町はとても悲しいです。参画を増
やすための取り組みもしてほしいです。

女性 50代

159 教育、広報

・豊住小の校舎が活用されていない。小清水の北陽小がほがじゃの工場になったように企業を呼
んで活用できないものだろうか。・公設塾は必要なのか。たいしてやる気のない生徒に教えても
無駄のように思われるのだが…。・大空高校が中途半端に思う。三笠高校のように何か特色のあ
る高校を作ったらどうだろうか。例えば”料理を学べる”高校など。女満別と東藻琴、両方に良
い顔をしているのではたいへんあやうい…。・カラーの公報は必要だろうか。カラー化にいくら
かかっているのか。白黒で十分なのでは…と思う。

男性 50代

160
教育、水道、飲
食店

１．比較的、幼児小学生位までの子育て支援の充実はとてもすばらしい町だと思います。是非今
後は、独立準備年齢層の１３～１８歳、中高生の方々への生活面、学習面、体力づくり面、通
学、通院などの交通状況面の一つ一つの向上に力を添えていただきたいと思いました。２．飲み
水の水質改良が可能であればやって欲しいと思いました。３．空港から道東へ入られる方々が空
港線を通り、女満別を通過する際に、気になる景観を整え、立ち寄りたい複数の飲食ブースを
作ってゆき（起業者募集！みたいな）ちょっと車からおりてひと息つきたい（地元の方々ものん
びりしたい所に！）…そんな町にできないでしょうか。

女性 50代

161 町の歴史保存

大空町という新しい町が誕生しましたが、女満別、東藻琴にはそれぞれの歴史があり、それは継
承すべきと思います。町史・村史の裏側にある身近な出来事、写真など郷土、歴史保勝会に期待
すると共に、町行政のバックアップを期待します。その基盤があってまちづくりがあるのではな
いかと思います。新しい世代になり過去のことがまったくわからなくならないように、知る人が
生存する今が重要と思います。

男性 60代

162 図書館 ・図書館を今の女満別ゲートボールセンター前に建設。今の場所利用しづらい。 無回答 50代

163 パークゴルフ場

PG場を利用している者です。どの地域にも数名～三十数名というクラブがいくつもあって、車で
２時間位い（清里⇔遠軽）位までは月に１、２度は皆他のコースを廻ります。特にコースが良
い、芝が良い、「いらっしゃい」の歓迎が良いとか、引かれる所は特に行きます。女満別はコー
スがおもしろいです。この辺の第１は小清水、第２は津別、第３清里かな。常呂は急に悪くなり
ました。今後他の地域からの利用者が増える事を期待致しております。芝が良い時に他からお客
様が見えたら「さあーいらっしゃい」という事になりますか。どうか、良い思いで帰って頂きた
いと願います。経営は赤字でしょうが、宿泊施設と組んで女満別PG場と東藻琴PG場をめぐる企画
や、空港利用とPG場めぐりの企画などしてお客様が増えれば良いかと。

女性 60代
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164 人材育成、水道

大空町の美しい自然、風景を大切に守りながら、新たな取り組みを進めていってほしいと思いま
す。ただ、箱物（建物）だけが立派で、中身がないのはムダだと思います。しっかりした建物の
中には、しっかりとした、人材がいて、はじめてそのもの全体が生かされると思います。また、
女満別に来て、１番残念だったのが、水道水のまずさでした。毎日、口にするものこそ、大切に
してほしいです。ぜひ、水質の改善をお願いします。

女性 50代

165
人材確保、外国
人雇用、教育

・女満別高校の野球、東藻琴の相撲、その時の盛り上がりで新しい設備を作っても、その後の継
続ができていない。もっと先を見て計画してほしい。やるからには、人材の確保など、もっと力
を入れるべき、それができないのであれば、多額の投資をするべきではない。・今後、外国人が
増えるようであるが、支援等についてどのように考えているのか？きちんと支援してもらえる
と、周辺住民の不安も減るのではないでしょうか？・町外の高校へ通学する費用が大きく大変で
す。町内に高校があるという言い分もわかりますが、もう少し助成があるとありがたい。子供の
進路選択を広げるため、必要だと考えます。

女性 40代

166 特産品開発 全国的な知名度があるような特産品があればよいのではと感じます 男性 50代

167
新しい農産物、
結婚支援

農業について、役場と農協ともっと連携をとり、健康食品の分野はこれからも成長が見込めるた
め、新しい農産物にも取り組んだらよいと思う。参考記事あり※新聞貼付　農薬は農家の人に
とっても健康に害があると思う。有機や無農薬を先進的に取り組んでいる農家から学べることが
あるはず。婚活については、今しっかりやらないとますます子どもが減っていくと思う。本来民
間やボランティアがやるべきことであるが、人がいなくなってきている。→これは役場として取
り組むことである。→単なるパーティーなど場の設定ではなくカウンセラーを養成すべき。いい
人が子どもを持たずに老人にならないようにしてほしい。

女性 40代

168 農業振興

この地は農業だからこの道に力点を置くべきと思う。農業先進地等の視察、これからの情勢技術
等の模索すべき。この地域農業に活力を入れて地域産業の底上げをしていくべきと思うが…地域
産業が活力出てくれば住民も元気になって来るんでは。街全体に明るさが出てくると思うが…

男性 80代以上

169 農協の連携

基幹産業の農業においてJAめまんべつとJAオホーツク網走と別々であり、何かと調和がとれない
環境が多々としてあるように感じます。「大空町」としての取組みも大事ですが、もう少し近隣
市町村との連携があっても良いのではないでしょうか。

女性 50代

170 農地整備、教育 ・雨対策をしてほしい。農業排水、河川排水など水対策が必要。・小中学校の統合 男性 40代

171 道の駅

町内の道の駅でお互いの情報共有ってどこ迄してるのでしょうか。経営が別だから不明なのです
か？例えば東モコトの道の駅でも女満別の方の販売してる物の取寄してくれる等のサービスと
か、可能なのかどうかとか…

女性 60代

172 商工会 役場におんぶにだっこの商工会の考えをただすべき。 男性 30代

173 商工会

プレミアム券を販売する場合、商工会まで買いに行くことが身体の事情などで出来ない人は前
もって申し込みなどで買うようにしてもらいたいと思います。税金を使う場合、町民全員使うこ
とが出来るようにしていただきたいです。

女性 70代

174
商店街、スマー
ト農業

街の中のシャッター街などを整理してまとめて町の行政をしてほしい。（たとえば集合商店街な
ど）1次産業のIT化など補助を増やしてほしい。生産の高率化をしてほしい。

男性 70代

175 観光

・芝桜公園の充実(遊具・コテージの増設など）・道の駅について（建物だけ建てて行政が介入し
ていないのでは？？）・LINEがあるのでは、そのPR（知らなかった）・誰でも参加（どこの市町
村でも）できる大空町内のスタンプラリー（東もこと・女満別まんべんなく利用できるよう
な）・天気、芝桜などLiveカメラの設置

女性 30代

176 観光 芝桜公園にて藻琴山温泉施設を町民及び、観光のためにも再開したら良いと思います。 男性 30代

177 観光 観光資源としての、女満別湖畔の活用を考えた時、水質の改善が必要と思う。 男性 60代

178 観光 東藻琴には特に観光に重点的に取組んで欲しい 男性 70代

179 観光
飛行場がある町なのに、それが上手く活用できてないように感じるので、観光のPRや利便性の向
上など道東の空の玄関口としての魅力を高める取組みが必要に思います。

男性 30代

180 観光
最近できた遠軽の道の駅のように、大空町ももっと魅力的な観光スポットを作るべきだと思う。
毎月支払っている税金を有効活用してほしい。

女性 30代

181 観光

空港、JRと交通の利点をもっとアピールして景観を見てもらい、特にキャンプ場なども使いやす
くもっと整備してほしい。湖南荘の閉さはざん念ですが、せっかくの温泉地であり、駅の目の前
という事をふまえてアウトドアと公園としての立地をもっと活用してほしい。

男性 60代

182 観光
・美しい景観を利用しての観光等の充実（ウォーキング、サイクリングなど）・道の駅をもう少
し利用する（町民が利用しやすくする）・網走湖畔を利用する

男性 40代

183 観光 芝さくら温泉の有効活用を望む 男性 70代

184 観光
東藻琴乳酪館の事ですが、チーズのパンフレットの中に、１種類ごとに調理の仕方のパンフレッ
トがあると便利です。

男性 60代

185 観光

転勤族ですが、個人的には住み良い町だと思っています。飛行機及び特急が停車する交通につい
ては郡部において利便性が高いと思います。突出した強みは飛行機のみですが、それ以外の部分
について「ほどほどに住み良い」と感じます。観光、農業といった一定水準の資源があり、湖も
あり、海のある市のアクセスの良さから観光資源の伸びしろはまだあるのかなと思います。た
だ、背伸びすることなく、町政を充実させることでマチとしての魅力は少しずつ伸びると思いま
す。後は、若者（中高生）へのマチの魅力に気づかせるための取組が重要だと思います。

男性 40代

186 観光

LCCで女満別に来た方が何日か滞在して女満別を拠点として道東を楽しんでもらえるようにできな
いでしょうか。現状では、網走、北見のホテルに行く→食事もそちらで、となってしまう。自宅
に泊めてあげたいが狭くてそうもいかないので宿泊のみのホテルがあれば町内で温泉につかり会
食をし朝食はおいしいパンとコーヒー。グリーンツーリズムのプログラムなども提供すれば移動
型ではない滞在型の観光と、国立公園に囲まれた立地の良さを活かした移動型観光と併わせて滞
在日数がふえるのではないかと思う。高齢で車の運転をやめた人は郊外部ではゴミ出しも人の助
けが必要なので今後考えてもらえたらありがたいです。

男性 50代

187 観光

・メルヘンの丘と道の駅の一体化　道の駅はメルヘンの丘側にあった方がいい。２Fにメルヘンの
丘が見えるテラス席を設けて、食事を提供するとか。メルヘンの丘に写真を撮りに来た人がアン
テナショップで買い物をしてくれるような仕組みにするべき。（ただ、何が一番の特産品なのか
いまいち分からない。しじみなのか、チーズなのかさくら豚なのか芝桜なのか…？）冷蔵品や冷
凍品はドライブ中には買わないので常温で持ち歩ける特産品か、その場で食べられるものがいい
と思います。

女性 40代

188 観光、起業

・民宿に興味があるので、お手伝いしてもらえる（情報ややり方）役場の人がいて欲しい。・大
人の水泳教室がウォーキングしかないので、それ以外にも平日の夜などに参加出来るものがあっ
たら良いです。

女性 40代
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189 観光、公園
大空町にも大自然をいかしたアスレチックを作ってほしい。大人も子どもも楽しめるアスレチッ
ク施設をぜひ。

女性 40代

190
観光、コロナ対
策

武漢ウイルスによる生活の変化は過去経験したことのないものになってますが、日々のエネル
ギーが減少していく感覚を持つ人も少なくないと思います。この大空町は第一次産業が多いこと
もあり、対自然界での収穫は例年と変わりなく良候なのが幸いです。しかし中小企業、商業店舗
などは厳しい所があるように見えます。今後経済が回復してくれば良いですが今の所、まったく
先が見えないのが実情です。積極的に動けない時は各自の能力開拓、勉学に当てられることが重
要になると思います。歴史を学ぶのもその一つで、過去にこの地域で尽力された方々の夢、希望
を深ることは大切ですし、影響が大きい中国のことも戦前から係わった方のお話を聞き、今後の
取組みに活していくべきと思います。私が思うにインバウンドを中国人に頼るのは間違いです。
先日、アメリカで発表された資料で中国人の１１億は生活に困窮しており消費能力がある人は少
ないというのです。観光ブームの始まりは勢いがありますが実像が見えてくると減少してきま
す。それより日本自身でも道内の魅力を出せば沢山の人が来てくれる所が多々あります。工夫し
ましょう！

男性 70代

191 観光、情報発信

今後新たな取組みをしたり、観光業その他の発展においては、SNS等を利用した情報発信が必要と
なってくると思うので、重点的に取り組むべきだと思う。大空町の公式Twitterを拝見したが、あ
まり多く見られていない印象があり、その点を改善すると良いと思う。また、町内への情報発信
も上手く出来ていないように思う。観光などで人を呼ぶにしてもこれらを改善していくべきだと
思う。

男性 10代

192 観光、情報発信

「ん？」と思ったことがあったので、書かせていただきます。タイムラインで「ヒルナンデス」
の告知を見て、当日、楽しみに見ました。…が、東モコトのことが出ていなかったです。「大空
町を応援」なら、なぜ東モコトが出てなかったのかな…と。稲城市では産業まつりで、大空町の
職員が行って売ったり、「ほのか」で売っていたりしますが、大空町では稲城の方との対面販売
がないような…。

女性 40代

193 観光、情報発信

・毎年行われている洞爺湖町のまんがアニメフェスタ、遠軽町の太陽の丘の旧車の集い、紋別市
の紋フェス（Twitterにも大々的にアピールしてる）等の車に関するイベントがあれば良い。車ば
なれと言われてる現代でも、まだまだ車好きのオーナーは道内にたくさんいる。女満別ならゲー
トボールセンター、東藻琴なら芝桜駐車場があるし、二日間またいでの祭にしたら面白いと思
う。ただし北見ファミリーランドでの騒音等の苦情からイベント終了と言う事案もあるので、参
加者には絶対に騒音等に関する誓約を守らせれば、町内外で盛りあげるイベントになりそう。２
０１５年の８月２９日（土）にSTVラジオ日高晤郎ショーの公開生放送みたいに、イベントもAM、
FMに限らず呼べる事ができたら良いと思う。今はコロナの影響でイベントどころじゃないかも知
れないけどコロナが終息したらぜひ検討していただきたい。

男性 40代

194 観光、水道
・温泉資源を活用とした取組み～観光や住民還元へ・水（飲料水）が美味しくない。→水質の改
善

女性 50代

195 観光、その他

・大切な人口減少の中です。都市計画の見直し・検討しては良いと思う。・大空町女満別には入
場料の取れる観光施設がない。作ったら。・全く一般質問をしていない議員がいます、議長は今
一度質問する様に促す事も議長の仕事の１つである。

男性 60代

196
観光、ネット環
境、商業施設

①空港のある町という利点をもっと意識すること、道東観光の通過点に甘んじない。②ネット時
代にふさわしい基盤の整備（北見はそこを利点として移住者、企業の移転に有利な状況を生み出
していると言われている）③特色のある商業地区を計画する。他市町村から集客できるような商
業施設をつくる。（例えば関東地区にあるゆざわ店のような店）

女性 80代以上

197 観光開発
・楠目温泉再開発（ファミリー向の施設）・外資の誘致（リゾートホテル）（ICT産業）・e-
sportsイベント

男性 50代

198 イベント 町民ビッグデーなつかしいです。 男性 50代

199 イベント イベント事を大きく！！ 男性 10代

200 イベント

和牛まつりの様な食に関するイベント作ってほしい。（スイーツまつり、ワインまつり、など）
☆豆のおまつりはどうでしょうか？☆桜豚の丸焼きドドーンとバーベキュー桜豚としじみビー
ル？まつりとか？女満別湖畔で炭火焼など

女性 40代

201
人づくり、体験
型観光

町づくりのはじめは、人づくりからですよね。大空町統合10年が経過しましたが、これといって
変化はしていません。大空町という町名の響きは、すごく良いのですが、今ひとつさえないなあ
と思います。女満別空港は、確かに知床観光、オホーツク海総べて観光の窓口としての拠点とし
て空港の回りの景観に気を付うひまわり風景など素晴らしいと思います。今ひとつ考えて見て下
さい。観光の玄関口の空港道路に面する酪農施設には、ゲンメツする方は多いと思います。これ
は、もともとそこで酪農経営している方が、どうのこうのという事ではありません。でも町全体
として、今後、全体的に町が構想を練り、体験型酪農とか、ふれあいのある酪農とかに結ぶ付く
様に、大くの人達に好かれる方向になる様、町と一体化酪農が継続できる様検討して下さい。

男性 70代

202 産業、雇用

今の子供達が、大空町にそのまま住みたい、という町づくりをしていけばいいと思います。多種
な職がありむずかしい所ですが、ネットで仕事ができる時代、「住みやすい町」をつくっていく
と人も減らず、増えることも期待できると思います。理想ですが…。がんばっていきましょう！

男性 40代

203 商業施設誘致
商業施設や飲食施設の誘致が必要だと思います。広い土地をもっと利用した町づくりが発展の近
道だと考えます。

男性 30代

204 商業施設誘致

・住民の生活が便利になるようにスーパーや食堂、店の誘致を考えたら良いのではないでしょう
か・せっかく空港に人が降りても大空町の町は素通りで街にお金を落とす事がないので、いつま
でたっても良くなる事は無いと思います。

男性 50代

205 企業誘致 企業を誘致し、外国人労働者を受け入れていくべきだと考えます。 男性 30代

206 企業誘致 町内での雇用の確保・充実（企業誘致促進） 男性 30代

207 企業誘致 テレワーク環境を整備し、企業等誘致してはどうでしょうか。 男性 60代

208 企業誘致 企業誘致 男性 50代

209 企業誘致

大空町全体をみさしていますが、合併してから、人口が減少し街全体に活気がありませんネ。大
きい建物が毎年建設され、首長もプレッシャーが大きいと思いますが、建物に入る人々が増える
のか？そうじゃない、企業を誘致しましょう！そうすれば医療安定これが１番ですね。がんばり
ましょう

男性 60代

210 企業誘致、移住

空き家や空き店舗が目立ってきているので、企業誘致と合わせて、移住（空港も近いし、温泉も
あることなど）も考えてくれるようなまちづくりを目指してほしい。移住者とともにイベントを
行うなど…空港や町を訪れた人たちがいいなあと感じてもらう工夫をしてほしい。インパクトの
あるポスター、景観などキャンプ場のトイレ、炊事場の整備、宿泊者に対しての商店と連携した
サービス（焼きたてパン、バーベキューの食材、チーズを使ったレシピ、生ビール提供、など）

女性 40代
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211 企業連携、観光
・大樹町などのように、外部からの知名度の高い人などと協力をして企画をする。（認知度を高
める）・人を呼び、収入を増やし観光などに力を入れる。→目玉がない

女性 50代

212 飲食店誘致
町内に食事する場所が少なすぎるため、飲食店が営業しやすい環境作りに検討しては？町外から
食事をしに来る客が増ると思います。

男性 50代

213 大型商業施設
もうちょっと若者向けの大型産業施せつを増やしてほしいです。商店街もこれといったお店が無
いので、（以下解読不可）

男性 30代

214 関係人口

ハート型の絵馬を導入した神社が若者の間で人気が出て、人が集まるようになった等の事例から
学び、色々なアイデアを試して町の活性化につなげて頂きたい。ただ、この町や町の人は、とに
かく保守的で変化を嫌うので町外から来た私が何を言っても変わらないのは分かっているので、
何も望みません。

女性 30代

215 関係人口 新たな施設を建て、町民はもちろん、町外の方にも来て頂き交流できる場を作る。 男性 20代

216 関係人口 町外の人々が集まってくれる町づくりをして欲しい。 男性 50代

217
関係人口、イベ
ント、高齢者支
援

町外の方も取り込めるイベントを何か増やしたらどうか…仕事のある町をめざし子育てに有利な
条件をアピールし、若い世帯に魅力の有る町だと思われ他地からの移転を促し人口増加に力を入
れてはどうか…タクシー券をもっと解りやすい使い方にしてほしい。

女性 70代

218 自治会
〇自治会運営費の問題…何度も議論しているが解決できず・会費の値上げ・役員手当の削減　〇
班の弱体化…再編成をも…そう簡単ではない

男性 80代以上

219
自治会、近所づ
きあい

①自治会に入会せず、隣家などとも交流しない人が居りますか？町民全員で町ずくりをしようと
しても、こんな人が増えると大変と思う。改善策はないのか？②老人が増大している中で、他人
への配慮もしない人が増えている。近所つき合いもしない人が増えているのでは、将来大変な事
になると思う。田舎には都会にない良さがあり人と人との問題は助け合い、思いやりが必要であ
る。老人教育をしてはどうか？福祉との言葉はお金をかけるだけのものは思われませんが…。

男性 80代以上

220 広報 ・毎月15日に届けられる広報は不要だと思います。内容も同じものばかりです。 女性 50代

221 広報、役場職員

町広報は町からの「お知らせ」で充分。写真多すぎ。カラーの必要はない。町の幹部職員は部下
職員の育成に尽力すべき。６０才定年となった町職員が関係組織へ再雇用となっても６５才で離
職するパターンを確立し、組織職員の「やる気」を助長することも必要と思う。

男性 60代

222 情報発信

新聞を取っている家庭にはコロナの際など町からの情報が入っていましたが、取っていない家庭
の人は知らないという話しを良く聞きました。重要な情報は美幌町の様に全戸に配布して頂ける
と助かります。

女性 30代

223 情報発信
アイデア：大空町でみられる動植物・風景紹介をSNSで紹介する。他の人のを引用したりなども？

男性 20代

224 情報発信
FMあばしりを聞きたいのですが、女満別地区まで届くようにして頂きたいと思います（女満別の
事も話題になる事がある様なので）

女性 60代

225 情報発信

今年から、無料職業紹介事業に取り組まれていますが、町内事業者が存在を知らないとの話を複
数回耳にしました。どのような形で情報の提供を行っているのかは不明ですが、認知度が重要な
受け専門の事業ですので、広く認知してもられるような方法が必要だと思われます。広報だけで
は不足ですので、新聞折り込みやITによる周知など、様々な形態で告知することで、町民、町内
事業者に認知してもらうことが重要と考えます。

男性 30代

226 情報発信

町はよくホームページに情報を出していますと言います。しかし特に高令者には、なじみのない
人が多いですし、一般の方々もそれほど見てはいないと思う。ホームページで事が足りていると
は思わないでほしい。急ぐ情報は、広報（月２回）では間にあわず、新聞おり込みするのは必要
だが、新聞取っていない人には伝わらないらしい。コロナの時他の町では各戸にプリントを配布
し急場をしのいだ。インターネット、SNS、ホームページ等、町民皆が自在に活用が出来るように
なり、情報もれがなくなれば良いですね。不満もなくなることでしょう。

男性 60代

227 情報発信

空き家、貸家など情報を広報で乗せて欲しい。ひとり親の補助などはもっとわかりやすく説明し
てもらえたら活用できたと過去に思いました。公園など網走のような大きい施設が出来たらうれ
しいと思います。よろしくお願いします。

女性 40代

228 まちづくり参加 町民の主体性を育むことが重要 女性 40代

229 まちづくり参加

町民参加の組織をつくっても、どの組織もメンバーは同じ。何年も替っていないように思う。新
しいものが出てこないと思う。同じ人がかけ持ちしている。何かをする時に、年代別に3つくらい
グループを作ってみるとか、やれる人だけがやるのではなく、色々な人に短期間で終える組織に
お願いしてみては。今のままだと、参加はしたくない。意味が無い。

女性 60代

230 まちづくり参加
自治体としての企画力、実行力が問われていると思います。必要な情報は町民に提供し町民を巻
き込んで下さい。期待しています。

男性 60代

231 まちづくり参加

これからの町を支える子供達が積極的にまちづくりに参加できるようになってほしい。子供達の
突拍子のないアイデアが実現できれば、努力することが、郷土愛を育み、町を支えてくれるよう
になるのではないかと思います。そのような町なら住みたい子育てしたいと思うはず。「子供達
が輝く町　大空町」すばらしい町名だと思います。

男性 40代

232 まちづくり参加 若者の意見が反映される機会の充実をお願いします。 男性 70代

233 まちづくり参加

イベントに参加しても同じメンバーだなぁ…と思います。イベントの内容がいつも同じで工夫が
なく、もっとたくさんの人に参加してもらおういう考えをしていないのではないかと思います。
マンネリ…。考えなし…。ホントに参加してほしいという気持ちがあるのかなと思います。考え
てないのかな。いつも通り…という気持ちでは参加する気もなくなるのでは。

女性 60代

234 まちづくり参加 町民が協力し合えるボランティアや、イベントなどを増やして欲しい 女性 20代

235 まちづくり参加

大空町の立地の良さをもっと活かすような事が出来ればと思うのですが、古い事を言えば、昔は
元気な先に立ってくれる人がたくさんいたような気がします。今の時代そんな人はみんなから敬
遠されますか？いまだからこそ必要な人かなと思います。町を活性化といいますが、地域の人た
ちのつながりが弱くなってきています。若い人は自治会に入らないし、年だからとぬけてしまう
人たちが多くなっています。この何年が１日１５日のサイレン、運動会の日の花火がならないよ
うですね。これも、町のようすを知る１つの手段だったような気がするのですが、とても悲しい
ですね。この事にかぎらず苦情が来たらすべてきいているような気がして、どのようななりゆき
で、こうなったか、広報ででも知らせることをしてほしかったです。

女性 60代
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236 まちづくり参加

若い世代、これからを担う者がもっとまちづくりに関わる仕組を作ってほしい。一緒につくって
いく過程がないと、この先のすい退は目に見える。年齢関係なく一緒に挑戦し、未来を想い描
き、小さな事でも一つ一つ「出来た」と言う達成が自信になると思う。良いと思う事は世界中か
ら学べばいい。魅力的なまちは、町民ひとりひとりがまちづくりに関われる、関わりたいと思え
るかどうかだと思います。お互いが歩み寄るために、「無理」「出来ない」はなしで「どうした
ら出来るか」を考える事。家庭内環境が整えば全てうまくいくと思います。まちづくりのヒント
に、一番小さな社会「家庭」を見直してみてはどうでしょう？

男性 30代

237 まちづくり参加

理想を追いすぎてカラまわりしていることが多くあると思う。町民の地道の活動や支援の中にす
ばらしいものがたくさんあるのでその有効利用をしてほしい。また、一部の特権階級の方の意見
にふりまわされ、大多数の町民の意見、思いの反映されない状態が続いているように思う。大多
数の人がなぜ意見がいえない状態になっているのか、また、その人達の意見を組みとるにはどう
したらよいか考えてほしい。最も重要なのは若い力を活用すること。最近の若い人達は優れたア
イディアをもち、合理的な考えをもっている人が多い。上手に活用すれば、大きな力となり、多
くの課題を解決できるはず。

女性 50代

238
まちづくり参
加、アンケート

①代表者等の方々との対話の機会がすくなく成った。②地域活動の機会が少なくなった。③質問
項目が少々おおすぎます。（一般的です）

男性 80代以上

239
まちづくり参
加、共同墓、結
婚支援

①福祉活動や、文化活動について。既在の方々が高齢で、在続が難しい団体が、数多く在りま
す。勤めを退いた方々の、社会参加が少なく、地域は活気が薄れ、衰退の一途を辿ってる様で
す、社会参加を促して下さい。②合同墓の建築について。合同墓を女満別に建築と言う事です
が、戦前、戦後と、衣、食、住に事欠いた時代を、将来の幸せを夢見て、頑張って来た人達、
今、時代は大きく変り、墓守の居ない人が、数多く居ます。東藻琴の街並みを見れる場所で、眠
りたい、との声が、数多く聞かれます。女満別だけと言うのは、大きな、大きな、片手落ちで
す。東藻琴にも合同墓の建設を、宜しく、お願い致します。③小子、高齢化が進んでいる現社会
の中、地域には、男、女とも、未婚者が多く、基盤産業の農家を見ても、後継ぎが居なく、この
先、農家を止めざるを得ない家が数多く見受けられます。将来、高齢になり、1人暮しの侘しい暮
しを、考えなさいと言いたい。大空町の婚活パーティの時、新婚のカップルを何組か招待し、生
き生きと、夢の有る姿を、見せてはと思う。

男性 80代以上

240 人口減少対策 大空町の人口が少なくなり今後どのようになって行くか不安である 男性 80代以上

241 人口減少対策 人口減をくい止める方法を見つけてほしい 男性 50代

242 人口減少対策

人口が減少している状態に対する施策がよわすぎる。道東で他の町の成功事例の活用が全くな
い。まねをするだけでなく、意図的に自分たちで工夫した施策が必要と思う。ただ日常業務を
行っているだけの職員であれば税金のムダ。作戦を考える頭脳がないように感ずる。

男性 50代

243
人口減少対策、
高齢者支援、人
材育成

１．限界集落化に対応した施策　２．商店街疲弊による高令者交流の場の減少　３．要支援、要
介護者等の総合的組織づくりの必要性大　４．町職員採用に対する考え方（中途採用が多く見ら
れるが専門的職種によるものであれば、専門的なっ企業に業務委託をするほうが効率も良く、財
政的にも合せて検討すべきと思う。　５．職員採用に当っては、優秀な人材を採用すべき　６．
３にも関連するが、高令者包括支援センター的な組織づくりが必要となってくると考える。

男性 80代以上

244 役場ｻｰﾋﾞｽ

町民と役場職員が昔のようにもっと近い関係で話し会えると様々な案がでてくると思われる。職
員の名前すらわからない人が多すぎる。職員と町民の関係をもっと近づけるべきだと思う。そう
する事によって様々という話しやら意見がでると思う。

男性 70代

245 役場ｻｰﾋﾞｽ
新たな取組もムダを無くしてからお願いします。コピー用紙半分にする等、チリも積もれば…コ
ンサート…

女性 70代

246 役場ｻｰﾋﾞｽ

いまだに女満別町と東藻琴村に分かれているような感じを受けます。4月に町外から転勤に来まし
たので、その感覚は新鮮だと思います。どうにかして大空町としての一体感をもつことはできな
いものでしょうか。様々な事情や経緯があっての町村合併、難しさは十分に理解できます。また
町役場の職員の皆さんが町のためにまじめに努力されていることも理解しております。そう言え
ば、4月に転入の手続きに庁舎へ行ったとき、ずい分と若くてフレッシュな職員が多いな、と思い
ました。とても印象が良かったです。そのような若いパワーを活かすことはできないでしょうか
…

男性 50代

247 役場ｻｰﾋﾞｽ

役場の職員はもっと自分の置かれている立場に危機と言うものがないのか。町民は日々の生活も
大変なのに。もっと謙虚に対応してください。役場の関係者が退職後あからさまに天下り的に第3
セクターに再雇用されるという流れがあたりまえになっている。本当に必要な人がなるべき。
もっと襟を正すべきです。

男性 50代

248 役場ｻｰﾋﾞｽ

役場の年度がわりの引き継ぎがまったくできていない気がする。せっかくいい取り組みをしても
必要とする人にしっかりつたわってない気がする。町内全体の総会を開く。総会といいつつまつ
りみたいな…

男性 30代

249 役場ｻｰﾋﾞｽ
・町民が役場にお願いした件はできるだけやってほしい。こまってお願いするのでお願いしま
す。・役場の中全体が住民に対して優しく応対していただきたい

女性 80代以上

250 役場ｻｰﾋﾞｽ 役場職員のみなさん、いつもご苦労様です。 男性 30代

251 役場ｻｰﾋﾞｽ ・財政の健全化（予算規模の縮小など）・総合支所制の廃止 男性 30代

252 役場ｻｰﾋﾞｽ 施策の整理し、不要であるものを無くしていくことが必要だと感じます。 男性 20代

253 役場ｻｰﾋﾞｽ
役場正面玄関前に手すりがあるといいです。町から送られてくる書類（介護保健の案内文など）
の文章が小さすぎて読めません！！用紙も白で統一して頂くといいと思います。

女性 50代

254 役場ｻｰﾋﾞｽ 企業誘致　役場職員改革　町長、副町長筆頭（新しい風を入れる） 女性 80代以上

255 役場ｻｰﾋﾞｽ とりあえず役場職員の給与レベルを民間と同等にして財政の強化を図ってほしい 男性 60代

256 役場ｻｰﾋﾞｽ
役場からの配付書類とか広報がそこに記載することで町民に伝達されていると思っているのか？
きわめてぎ問である何にか考えなければならないのでは…

男性 70代

257
役場ｻｰﾋﾞｽ、商工
会

もっと役場、商工会の方など、みじかになりたいです。
女性 40代

258
役場ｻｰﾋﾞｽ、商店
街

・役場や教育委員会の人の表情がものすごく暗い。・町営住宅を利用しなければいけないのだか
ら、もう少し家賃安くても良い。町営住宅の修繕を依頼しても、全く応えてもらえない事が多々
ある。・町民から寄せられるふれあい意見については、名前や住所等が書かれていなくても、町
民の意見として対応してほしい。同じ町なのに片方は栄えているのに、もう一方は、商店街を閉
店しているので買い物も町外へ出ざるを得なくなる。平均的な町並求めます。魅力がないから、
町外へ出る人が増えるので、もっと同じ町として、魅力ある町を求めます。何かを作るにして
も、女満別に片寄りすぎだと思う。東藻琴にもたくさんの魅力はあるので、もっと認め、同じく
発展できるよう努めてほしい。

女性 30代

259 役場職員 役場職員1人1人が町づくりに真剣に取り組んでいるかよく問うて欲しい。 男性 30代
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260 役場職員 役場の職員のきんむ態度があまりよくないと思う 女性 50代

261 役場職員

まちづくりに直接影響があるかどうかは判断できませんが役場人事そのものが適材適所ではな
かったり、必要な部所へ必要な人数の配置がない様に感じます。人事に関しては、現場に直接携
わっている職員の意見をきちんと反映したものである事を希望します。

女性 50代

262 役場職員

町職員の方、色々いらっしゃる中で、いっしょうけんめいされている人と、中には（ガムをか
じっていたり、アメをなめていたり、女性だとひまそうに髪の毛をずーっといじっていたりと、
みずらい時がみられます。職員の方の意識の向上を希望、もっと役場内に気軽に行けるようにし
てほしい（町づくりも大切だが、基本を、もっと、かためるべきかと思いました。

女性 50代

263 リモートワーク

コロナの影響がある為、リモートワークが増加している所を今後のまちづくりに活用できると思
う。他に気になっていること。・役場に行っても職員から活力を感じない。・年功序列の人事・
町議の高令化・不妊治療支援・健康寿命の活性化・農業人口の維持　コロナが落ち着かなければ
どうなるかまだわかりませんが、移住や外国人との共生も今後は必要だと思います。・直近、豪
雨災害に対する対策　ex.排水溝清掃、河川整備、知識の復旧

女性 40代

264 税金、若者支援 ・住民税が高すぎる。・独身の人が住む場所増やしてください。 男性 20代

265 若者定住

都会にあこがれて町を去る子供が多い。（職が無かったりするのも原因だと思うが）例えば、22
～35歳までの町民が女満別空港発着で札幌や東京、大阪に行くことに対して補助金を出してはど
うか。都会と田舎で決定的に違うのはエンターテイメントの少なさ。ネットやテレビで見るよう
な芸術、芸能人、スポーツなど地元で見れるということが町民のステータスになるのではない
か。

男性 40代

266 若者の雇用 若者、子育て世代が希望や魅力の有る産業に就く事が出来るか…？鍵 女性 60代

267 若者の雇用

高令者の人60歳以上の人は使はず若い人を入れて住民が町から出ない仕事が出来る場所を作る。
高令者がいるから若い人は仕事を見つける為に町を出る。思いきって高令者でなく若い人が働け
る場所を作れば若い人が町に残ると思う。いつまでも役所に高令者を残すのでは若い人が出るの
は当たり前だと思う

男性 70代

268 移住対策

１０数年後には、町人口が５，０００人を切るでしょう。生産人口の移住、定住を増やす為の施
策を。数年前に移住の準備で問い合わせたが、一切の反応無し。こんな人達が人づくり？町づく
り？きちんと対応してくれたのは学校だけでした。町のことを知り、客観的に判断と行動し、決
定、実行できる人物を探してください。地元民、役場の職員では不可能です。

男性 50代

269 移住対策

廃業した湖南荘を有効活用して欲しい。空港が近く、スーパー等、生活にはこまらない、温泉
も、自然観境も良い。テレワーク、リモートワークのマンション、集合施設として魅力的な場所
になると思う。

男性 40代

270 移住対策

日本中を見ていると、田舎に引越していたり、引っ越したいと思っている人が若い年代からも多
くなってきています。その中で人気がある町は、物件も、畑も貸りる金額がとっても安いです。
むしろ、畑は無料な所も多々あります。東京の田舎の方でも、安い家賃で住むことができます。
大空町の賃家は異常に高いと思いました。空き家の対策も重点的に行って、自然に対するもの
は、意識を合せていくことが必要だと思うので、役場の職員の方々と町の方々と参加できる自主
上映をしたらいいと思います。DVDで「種」というものや、環境づくりに意欲的な方をおよびして
もいいと思います。自然は大切だと思います。天地自然一体な町であるように祈ります。

女性 30代

271 アンケート

アンケートについて、８５才（女）　昭和生れの私、この度のアンケート見て、永い年月ここ迄
で、生きて来たら、大変時代の変り、おどろきです。この後、どこ迄頑張れるか、もう少し頑張
ります。ありがとう御座居ました。

女性 80代以上

272 アンケート

総合計画10年の中間年ということですが、計画5年経過された状況（経過）町民に広報等で知らさ
れているのでしょうが、十分理解していず、アンケートを記入するに当り、分からないことばか
りです。

女性 60代

273 アンケート

大変素晴らしい機会を頂いた。年に一度は行ってほしい。現在は、感染症という世界的危機に瀕
している。この重大事も今後に活かしてほしい。観光に頼ってはいけない。国道沿いにあるパチ
ンコ店は潰れたと聞き及んだ。目障りなので別の利用方法を検討してほしい。間違っても再びパ
チンコに使われる事のない様に。

無回答 無回答

274 アンケート
アンケートが非常にわかりずらい。見た瞬間に書く気を無くすのでぜひ一考を願いたい。もっと
簡潔に。

男性 40代

275 アンケート
設問が多すぎてみんな適当に回答してると思います。もっと内容しぼって正確な調査して下さ
い。

女性 30代

276 アンケート どうかアンケートが実り多い方行になります様に！ 男性 60代

277 アンケート

町長の考え方が見えてこない。町民にアンケートを出しその意見を反映したい考えではなくまず
先に町長の考え方を示すべきで、その方針に対町民の考え方を合せ（アンケートと町長の考え
方）検討も必要ではないかと考えます。

男性 70代

278 アンケート このようなアンケートは、インターネットやQRコードを利用できるようにしてほしい。 男性 40代

279 アンケート

転勤によりこの4月に転入してきたばかりです。大空町がどんなところかまだ理解しきれていませ
ん。来年の3月末には転出することとなる予定です。この町にほとんど興味がないのが現実です。
私はこの種のアンケートが嫌いです。その時の感情に流されやすいからです。この結果をもとに
町政等を評価するのに反対です。

男性 60代

280 アンケート

アンケートはどのように生かされているのか疑問。年々悪くなっているように感じるのは何故
か？全世帯にこのようなアンケートを求めるよりやることは山ほどあるのではないか？（世帯代
表1人でよい）

男性 80代以上

281 アンケート

７０歳をすぎた私には、難しいアンケートでした。役場にも町民でありながら年に一回～二回く
らいしか行った事がなく協力していなかったと今さら思った事でした。大空町が、明るく元気で
長生きできます様に！！

女性 70代

282 アンケート

まちづくりのアンケートを回収して、どのように、使われているのか、疑問。（改善されている
のか…）専問家を招いて、奇抜な意見を取り入れて、町民にぶつける（理解）必要が、この先
（以前）もあると思います。この１０年間を振り返っても、良くなったことより悪くなっている
と思います。2トップの力量が疑問。

女性 60代

283 アンケート

設問長ーくて多くていやとなった　集約して総合計画にどう生かすのかギモンだ　生かすなんて
出来っこないと思う　無駄なこと止め議会や町が具体的に賛否を取った方が良い　自治会活動の
活性化を（以下解読不可）

女性 80代以上
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284
アンケート、観
光、自治会

総合計画知ってました？事前に要約して公報等で知らせるべき　説明が多すぎる又内容も意味の
ないことが多い　こんなばく大な設問の集約に何年かかるの？7年後まで終わるの？早くまとめて
公表して下さい。どこを見直したのか？移住定住対策を早期に実施すること、施設を開放して感
心を高めること、道の駅裏の宿泊施設の利用少く気軽に利用できるようにすること　キャンプ、
テントかわりに利用させる。地域活動の活発化をせず地域の発展はない。自治会活動を強化支援
すること　コロナ対策で地域自治会を活用お願をしたか？災害時の対応が全く出来ない現状であ
る。「総合計画　かざりもの〇〇〇（解読不可）計画」無駄な施設を増やさず使ってないものを
整理すること

男性 80代以上

285
アンケート、交
通手段

このアンケートがムダにならない様にしてほしいです。たくさん、ありすぎて、まちづくりも大
切かと思いますが、高齢者が多いし町内、町外への交通の移動、手段に困ってる人もいる様で
す。

女性 50代

286
アンケート、高
齢者支援

リタイヤーして十数年たち、商店が減少し今後が心配である。アンケートの中にも高令者に対す
る考え方があまり設問されていない。高令者が町内で買物ができる環境をつくってもらいたい。
自然も良し、交通の便も良い、とすれば消費出来る商店街が必要。生活にゆとりがあり。豊かな
町であれば住む人々が増えてきます。高令者も楽しく過ごせる町であってほしいと思います。

男性 70代

287 その他 合併して十数年が経て大空町として新しい町造りに邁進していただきたい。 男性 60代

288 その他

女満別地区、東藻琴地区とわけて活動しなければならないのはしょうがないですが、自分の所さ
え良ければという人が多く、お互を敵ししているところがみられます。もう少し、歩み寄って、
仲良く出来ないものでしょうか？仲良くできれば、良いアイディアも出るのでは？

女性 50代

289 その他
結婚、出産、育児、家庭環境、働く場、仕事環境、障がい者、高齢者の居場所、など各世代の幸
福につながる取組みが必要と思うが難しいですね。

男性 40代

290 その他 今までの内容で良いです。 男性 70代

291 その他 アンケート調査大変ご苦労様でした。町作りのために頑張って下さい。 女性 70代

292 その他

老人福祉センターが近々なくなるような話を聞きました。町内に葬式場とか、少し、人数でも集
まる会場があっても良いと思います。お寺を持っていない人は特にそのような場所があっても良
いと思います。

女性 70代

293 その他
この前のヒルナンデス！で大空町を招介するとあったのでみたのですが女満別の事しかなく「東
藻琴去年道の駅できたのに…」と思ってしまいました。

女性 30代

294 その他 町からの借金のへんさいは、どうなっているのかな？ 男性 60代

295 その他 観光客に限らず、町民なども、ホッとするふるさとであり続けるまちづくりであって欲しい。 女性 10代

296 その他
この町の合併は意味があったのでしょうか？一体感をあまり感じないです。東藻琴は今もなお村
のようです。悪い意味で。議員の人数も今のままで良いのでしょうか？

男性 30代

297 その他

夏は虫がすごい。セイコーマート、セブンイレブン、ツルハ等虫がすごすぎて気持ちが悪いで
す。他から来た人は、どう思うか…周辺では、女満別が1番ひどいと聞きました。町全体の問題だ
と思います。駆除方法（駆除剤）等の提案を、サービス業者を中心にできればと思います。女満
別のイメージが悪くなります。

女性 50代

298 その他 高齢者の公営住宅への移行　空いた住宅を定住化に提供　食品・スーパーの町営化 男性 60代

299 その他 昔と今、先人が残した物、大地、大切な物！緑が無くなり木が切られることはなぜでしょう？ 女性 60代

300 その他
人口が減少し財政がたいへんな時代になってきているのでなるべく支出をおさえながら町づくり
を考えてほしい

女性 60代

301 その他 東藻琴、女満別が平等に発展しますように 女性 60代

302 その他 道路整備、空港線の拡充、メルヘンの丘をどうしたいのか 男性 30代

303 その他 ガンバッテ下さい　大変だね 無回答 60代

304 その他

役場の窓口で、とても親切にして頂く事が多いのですが、議員さん方は、町民のためにお力をか
して頂ける方ではないのですか？とても心細かったです、残念です、町民で選んだ方々だと思っ
たのに残念！！

女性 40代

305 その他

今後の町づくりより女満別とがっぺいした事がまちがい。今の町長は東藻琴に何も良い事はして
いない。早く別の町長になってほしい。東高の良い所の花のハウスや肉加工をなくとは何の事か
私たち町民のたのしみをなくさないでほしい。良く考えてほしい。

女性 70代

306 その他

・決まった事だと思いますが、東藻琴高校の花、おんしつ、加こう肉、みそ、なくなるのはいや
です、はんたい、いこいの場をなくされます。・山下町長やめれ・女満別と合併がまちがえだっ
たいまさらだけど

女性 70代

307 その他 他の地域と同じことをやるのではなく、独自路線で改革していくと良いと思います。 男性 40代

308 その他
ずーと思っている事なのですが、女満別の学校、道路、公共事業にばかり町長、役職の方は
「力」を入れているので、これからは東藻琴の街作りに「力」を入れて下さい。

女性 50代

309 その他

昔は、朝のサイレンで道路掃除をしていました。サイレンをクレームつけるのは、掃除をしてい
ない人ですね。運動会もやるのかどうか分からなくなりましたね。役場の方、頑張って下さい。
運動会の花火は希望です！！

女性 60代

310 その他 将来的に続いていかない事（事業や建物）にお金をかけない 女性 60代

311 その他

コロナの収束が遠い中、新しい生活様式に対応したものをこれから取組んでいただければ有難い
です。一例として葬儀が簡素化する中、家族葬を行いたい時に町外の美幌や網走のセレモニー
ホール？「やわらぎ？」に出向かないといけないようなので、冬は道も怖いので、小さくてもい
いので葬儀用セレモニーホールがあれば便利なのにと思いました。また教育委員会の役割かもし
れませんが、BGの海洋クラブのような外での活動が主としたクラブを今後も増やしてほしいなと
思います。今回、開催されてとても有難いです。

女性 40代

312 その他 まちづくり今後も頑張って下さい。 男性 40代

313 その他

パンのみで生きるにあらず～、どなたが云われた言葉か忘れましたが、食の生産だけにとどまら
ず芸術、文化にも大いに目を向けた生活がのぞまし思ます、人はもとよりすべてのものを愛する
心が生れ育ってゆくことが人間らしく生きてゆける「元」先人の智恵をもらい受け続けるために
も広い芸術、文化に大空町に引いて来て芸術にふれるチャンスを作れると生きてることはすばら
しいと思いたい。わかってもらえる様に文章が書けないが、よろしく、ご苦労様です。

女性 80代以上

314 その他 （解読不可） 女性 80代以上

315 その他 永住意識を有する大空人を育てるまちづくりが、町民の覚悟（以下解読不可） 男性 80代以上

316 その他 すべての住民が地元愛にあふれる町づくりであってほしいです。 男性 60代

317 その他 早く「女満別地区・東藻琴地区」という意識を無くしてほしい。町民一体に 男性 60代
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318 その他

2019年2月1日にFMあばしりが開局して、大空町も放送対象地域の一部にはふくまれていることか
ら、より安定した受信環境を整えるためにも、女満別地区に２０Wくらいの、東藻琴地区に１０W
くらいの中継局の設置をした方が良いと思います。また、先ごろ湖南荘が破産し、女満別地区で
の宴会、会合のできる場がなくなったことから、町としては今後宴会・会合のできる場をどのよ
うに確保していくのか、考え方を聞きたい。（山水は料理の数が湖南荘に比べて少ない）

男性 30代

319 その他

少子高令化へと進んでいる現状では町政にすべてをゆだねる事に限界があると思います。広域
（網走、美幌）に連携を強め大空町としてコンパクトな福祉を重視した町づくりへと進めて下さ
い。大空町として人口減にどう取り組むかが問題です。（財政、役場効率、教育支援、etc）

男性 60代

320 その他

女満別地区と東藻琴地区が役場職員以外はほぼ連携がとれていない。学校もそう。教育委員会は
昨年度の中学教師の不祥事をひたかくしにしておきながら、父母への説明も一歩的で、さらにそ
の教師が復職しているような学校への不信感が強まる一方です。おそろしくて子供達がかわいそ
うです。まちづくりを考えるというこのアンケートの紙と時間もムダにしか思えません。これも
すべて私達の税金です。

女性 50代

321 その他

女満別地区と東藻琴地区の一体感が乏しく、町全体像が捉えられないのは町の発展に大きな障害
だと思う。各地区の特性を生かした機能分化を図ることを否定しないが、地域間の交通の便が他
市町村に行くより不便だとか、農協が別々だったりといった状況がいつまでも改善されないなら
ば、町が一体となって発展するのは難しいのではないでしょうか。

男性 50代

322 その他
ふれあい、支えを大切な街であってほしい。特に医療従事者、介護従事者に優しさ、おもいやり
の心を持ってほしい。

女性 70代

323 その他

町のランドマーク的な施設がない。町外者の目に止まり、町民も使い勝手の良い施設が欲しい。
大空町として一つのことをするのではなく両地区が独立的に主体性を持って物事に取り組むべ
き。大空町という町名を変更してほしい。15年経っても受け入れ難い　品がない

男性 20代

324 その他

大空町は農業が主幹産業であるので農業振興に力を注いでいただきたい。市街地とその他のエリ
アでは町民として受けられる生活上でのサービスに差があるのは現実には仕方ないと思うが、同
じ町民であるのですから同じになることを望みます。鉄道脇の防風林を伐採しましたが、（一部
の区間）これは何の為？ある程度の幅があって木が密生している方が風が吹いた時、強く立ち向
かえるのでは…

女性 60代

325 その他

私は今の大空町でもフツーで良いと思います。良くなって欲しい事もありますが、自分に都合の
良い事はだれかの不都合だったりもするので、大きく変わる必要はないと思います。今の大空町
は子育てしやすいですし、他の市町村の方からうらやましいと言われます。みんなが大空町の事
を好きになれば、そういうまちづくりで良いと思います。

女性 40代

326 その他

先にアンケートを出して、いたので、忘れていた事を、ここに書きます。法務省用地は、昔と変
わらず、で、いますけど田んぼの時代は地域、皆で水の管理をしていた様なものですが今は、各
各、水をためる、とめておける場所が、自然と無くなってきてます、山は、荒れる、川は流れた
土砂は底に、たまり、もしかの時、大変なので、法務省用地内に一時水田耕作の時も有り、沈澱
池を数個造ったら良いのでは、５ヘクタール単位で３ヶとか、近くにこんな、良い場所が、ある
のですから、お願いします、住民も、道も、国も、活用が生きて、くると思います、

無回答 無回答

327 その他

アンケート用紙、早目に頂いておりましたがすっかり忘れていました。すみません。町民の事を
考えてのことだとありがたく受け止めています。年寄りが多くなりました。互いに助け合いたい
と思います。私は途中から来ましたので近所の方の氏名もわかりません挨拶はしますが…付き合
い方も難しく感じることがありますが、前向きに考えて過ごしたいと思います。皆様のご苦労が
無駄ならず報われますようにお祈りしています。

女性 70代

328 その他、空港

とにかく、あたたかさを感じる町であってほしい　文化的な質的な向上が求められよう！人間味
のある町！！明るい「あいさつ」が交わされる町、町民一人一人のゆたかな感性が求められよ
う！！空港のある町　東京（札幌）のとなり町である事をわれわれは常に意識して生活すべきで
ある。なんと云っても飛行場あり、飛行機が飛んでくる飛んでいく町です！！

無回答 80代以上
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