
平成１８年度

ふれあいトーク

報 告 書

大空町

　昨年の１１月から１２月に行われました「ふれあいトーク（町政懇談
会）」で皆さんからいただきました意見、質問、要望及び回答をまとめ
ましたので、ご紹介します。
　なお、紙面の都合により、要点のみの表記とさせていただいています。
回答の内容について、時間の経過により状況が変化していることから、
一部最新の情報に修正・追加をしていますので、ご了承願います。



質問・意見・要望事項 回         答

選挙投票区の見直しについては、どの
ように考えていますか。投票所が少な
くなると投票率が下がりませんか。

４月８日執行の北海道知事・議会議
員選挙より、女満別地区の選挙投票
区及び投票所を１０箇所から３箇所
に変更します。投票所の減少に伴い、
投票率が低下することがないよう、
有権者に期日前投票の利用促進を働
きかけ、併せて選挙公報等に努めま
す。

女満別地区の選挙投票区を東藻琴と同
じく１ヶ所にして時間を長くしてはど
うでしょうか。東藻琴ではできている
ので可能だと思います。

選挙区の統合は、高齢者の交通確保等
などの逆効果もあるのではありません
か。

選挙投票区を東藻琴地区は１ヶ所にし
ましたが、投票率は下がりましたか。

直接役場に来たり、患者輸送バス利用のついでに期日前投票をする
方が増えたことから、投票率は若干上がりました。

地域ごとの投票率を開票時までに、周
知できるようにしてください。
また、期日前投票をした人は加わって
いないので、投票者人数を教えてくだ
さい。

開票が行われる前に、開票所入口の掲示板に投票率を含めた投票区
毎の「投票結果票」を掲示しています。制度上、期日前投票区は一
つの選挙投票区であることから、地区別毎に期日前投票を集計する
ものではありませんので、ご了承ください。

選 挙 関 係

災 害 対 策 関 係

質問・意見・要望事項 回         答

網走川水位の観測地点は、本郷のどこ
ですか。

本郷１７線に設置されていて、インターネットで確認することがで
きます。昨年１０月の大雨の時には、午後１０時ごろに危険水位に
迫りそうな見込みから、午後３時に避難勧告を発令しました。

農家以外の家庭には、ＦＡＸが無い家
もあるため、災害時
には高齢者宅を回り
ましたが、何か良い
方法はないですか。

高齢者だけの世帯には、電話を掛け、マスコミも利用してテレビで
放映していただきました。
また、ＦＡＸの無い家庭には、電話で連絡をとりました。今後もこ
れらの方法や広報車による広報、連絡の取れない家庭には、訪問に
より確認を行っていきます。

春先の水害（雪解け）対策について、
予想外のことが起きないための対策を
してください。

冬の状況を見ながら春先の巡回を早めにして、場合によっては先に
氷や雪を落とすなど対応したいと考えています。地域の皆さんも異
変に気づきましたら、ご連絡をお願いします。

大雨により町道の取り付け道路から
畑、住宅、法面等に崩落があります。
見えないところもありますので対応し
てください。
また、そのまま直すのではなく改良し
て直してください。

昨年の大雨被害地については、対応済
みです。毎年雪解け時期には、町道を
調査し、支障が無いように対応します。
また、基本的に原型復旧することとし
ていますが、現状を確認の上検討します。

大雨災害時から道道福富線が通行止め
になっていますが、どうなっています
か。

大雨災害時に法面が決壊し、その補修工事をしていますが、年内に
は工事が完成する予定です。冬期間は、山園美幌間は通行止めにな
りますが、山園福富間は通常どおり開く予定です。

大雨災害時は、１７線にポンプを設置
してもらい大変助かりました。今後の
災害に備え常設ポンプを設置してくだ
さい。

常設ポンプの設置については、国営造成施設管理体制整備促進事業
を活用した設置について検討を進め、現在北海道に対して事業要望
を行っており、併せて町負担額の予算計上を行っています。

豊住のポンプについて、排出の設計基
準の見直しが必要ではありませんか。

基準に基づいた設計により建設されていますが、将来的に条件の変
化等が生じた場合には、調査・検討を行う必要があると考えていま
す。
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質問・意見・要望事項 回         答

新町建設計画と総合計画との違いは何
ですか。
また、総合計画の策定期間が８年とな
っていますが、時代にそぐわない場合
は、見直しを検討してください。

法律に基づき合併前に策定しなくてはな
らないのが新町建設計画で、合併後の新
町で策定しなくてはならないのが総合計
画です。総合計画については、４年程度
で見直しを考えています。

総合計画のアンケートについて、どの
ように作るのですか。こんなことしか
聞けないのかとがっかりすることが多
いので良く考えてください。

アンケート項目は役場で作成します。新町建設計画を基本に、あま
り項目が多くならないように注意したいと考えています。
また、アンケートには自由記載欄も設けています。普段思っている
ことを書けるようにします。

総 合 計 画 関 係

質問・意見・要望事項 回         答

民間にできること
は民間に移行した
ら良いと思います。

受け皿となる民間の企業と歩調を合わせ、民間活力の導入を考えて
いきたいと思います。
なお、平成１８年度から指定管理者制度の導入を行い、平成１９年
度から一部の町道の除雪委託を行います。

行政評価については、どの段階まで進
捗していますか。

行政評価については、総合計画と連携して評価づくりをするた
め、現在準備中です。

行 政 改 革 関 係

質問・意見・要望事項 回         答

大空町は避暑地（別荘地）になる要素
もあるので、その努力をしたほうが良
いのではありませんか。

移住の受け皿を作っているところです。短期や期間限定でも大空町
に住んでいただけるような取り組みとして、平成１９年度に、大空
町での生活体験事業を予定しています。

地 域 振 興 関 係

質問・意見・要望事項 回         答

広報の発行回数について、月１回にし
てください。
もしくは、自治会の班
長の配布回数を月１回
にしてはどうですか。

行政と町民との情報のキャッチボールができるように、情報をこま
めに出していきたいという思いがあり、現在の方法で広報誌を発行
しています。
配布方法については、１月２６日開催の東藻琴地区自治会長会議に
おいて検討したところ、現状のまま配布を行うことになりました。

自治会への広報配布委託金の金額はい
くらですか。広報を郵送したほうが良
いのではありませんか。

広報配布金として、農村地区は１世帯あたり年額６２１円をお支
払いしています。過去に旧女満別町で農村地区は郵送していました
が、経費が高く、就労センターに配布を委託した経過があります。

ふれあいトークでの意見・要望・質問
等の結果を広報誌等で掲載してくださ
い。

意見・質問・要望及びその回答をまとめたものについて、広報誌に
掲載のほかに今回発行しました。

ふれあいトーク開催時間を検討したほ
うが良いと思います。
また、案内が１ヶ月前では忘れてしま
いますので、ＦＡＸの利用も考えてく
ださい。

時間帯については、検討します。今後はＦ
ＡＸ等を利用してこまめにＰＲします。
また、町の説明は３０分程度とし、残りの
時間は、町民皆さんとの懇談を行いたいと
思います。

町の木、町の花などについては、１つ
にするつもりですか。

町民アンケートの結果をもとに、選定委員会の選定結果をふまえ、
今年２月に、町の木・町の花・町技・シンボルマークを制定しまし
た。

広報・広聴関係

3平成１８年度ふれあいトーク報告書



まちづくり関係

質問・意見・要望事項 回         答

破綻している町もありますが、破綻し
ないようにしてください。

過去の投資もあり、借金が少ないとはいえません。ここ数年は切り
詰めて借金を返し、過去のツケを未来に残さないようにしたいと考
えています。何も事業をしないという言う訳にはいきませんが、数
年は堅実な財政運営をしていきたいと考えています。

財政が厳しいとの説明がありました
が、町として経費節減できると考えて
いるところはどこですか。

人件費から切り詰めていかなければならないと考えています。現在
の正職員数１７６人を１０年間で１３２人まで削減したいと考えて
います。将来的には８，６００人の人口規模にふさわしい職員数に
します。
また、旧町村別々で委託していたものを一本化することによって経
費を削減するところがあると思います。借金返済については、借金
する額を返済する額より少なくし、借金残高を減少させていきたい
と考えています。

合併をした効果が、あまり見えませ
ん。

合併した効果がでています。今年度は、歳出で１億４千万円の効果
がありました。合併したことにより看板の書き換えなど支出しなけ
ればならないものが８千万円ありましたので、差し引き６千万円の
効果でした。特別交付税も２億５千万円の合併したことによる支援
がありました。苦しい状況であることには変わりはないので、今後
も今まで同様堅実な財政運営を行っていきたいと考えています。合
併したからといって、すぐには結果がでないかもしれませんが、将
来的には、合併した効果が現れると考えています。楽になったと言
えればいいのですが、さらに引き締めて財政健全化を図るようにし
ていきます。

財 政 関 係

質問・意見・要望事項 回         答

旧女満別町・旧東藻琴村に習ってまち
づくりを進めるのではなく、新たな町
としての取り組みをするべきだと思い
ます。更なる合併効果を出せるような
取り組みをお願いします。

合併時には、旧東藻琴村、旧女満別町の例で調整したものもありま
すが、合併後は新たなことにも取り組んでいます。
今後は、さらに合併効果を出せるようなまちづくりに努めていきた
いと思います。

意見を聞くだけでは、うまくいかない
と思いますので、こうやれば生き残れ
る将来像や町民が判断できる計画を示
してください。
希望が持てるも
のを提示、決断
してください。

リーダーシップを持ってはっきり示すよう言われることもあります
が、言いづらいことや厳しいことを皆さんと話しをするときには、
腹を割って話すべきと考えています。押しつけだけでは理解してい
ただけないと考えていますので、町の提案に対しての意見を求める
ため、アンケート等を実施しています。
すべての計画が今スタート地点にあるため、はっきりした事は言え
ませんが、合併したことにより、改善の可能性や節減すべきものも
あります。
しかし、町づくりを進める上で必要なことを実施する考えでいます
ので、「東藻琴だから・女満別だから」という考えは持っていませ
ん。

財政状況が厳しいのであれば、行政と
してどんなことを住民に協力してほし
いのですか。

行政のサービスには限りがありますので、地域住民間の交流等でカ
バーをしていけないだろうかと考えています。車が無く出かけられ
ない方の送迎や近所同士で子どもをちょっと預ける等の協力など、
地域の中でできるやりとりがあるのではないかと考えることがあ
ります。これを役場がやると利用料や手間などがかかってしまうの
で、そのような面では地域の協力体制が整えばありがたいと考えて
います。

施設のあり方や利用方法の見直しなど
を検討してください。

施設については、住民サービスの低下を招かないよう、バランスを
配慮して検討します。

携帯の不通地区があるので携帯各社に
要望してください。

町内の不通地区解消に向け、折りをみて要望します。
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質問・意見・要望事項 回         答

税や貸付金等の未納・滞納について
は、どのような状況になっています
か。
また、強化月
間として、広
報誌等でＰＲ
してはどうで
すか。

女満別地区は上下水道や公住使用料の未納が多く、東藻琴地区は税
の未納が多くなっています。現在、収納向上対策担当職員を配置す
るとともに庁舎内の体制として税等収納率向上対策委員会を設置
し、課と課の連携を持ちながら内部調整を行っています。訪問回数
を多くして、金額が大きくなる前に納めていただけるよう努力して
います。
また、他の市町村では、滞納総額を明らかにして納税を促進してい
るところもあります。一方で、こんなに滞納している人がいるので
あれば、納税をしなくていいのではないかという考え方になってし
まう人が出てくるのではないかという懸念もあり、難しい問題だと
思います。悪質滞納者については、基準を設けて強い手段で対応し
ていきたいと思っています。

税 関 係

質問・意見・要望事項 回         答

１０Ｌのゴミ袋ができてよかったで
す。

以前から要望のあった１０Ｌのごみ袋を新たに作成しました。
また、ごみの減量化の観点から町では生ゴミ処理機購入に対す
る助成を行っています。希望する方は、住民課までご連絡くださ
い。

呼人に医療系の廃棄物焼却施設を建て
るという話を聞きました。町は情報を
聞いてい
ますか。

現在、網走の業者が北海道と事前協議を行っているということを聞
いていますが、大空町ではあまり情報をつかんでいません。近隣で
もあり、周辺の住民として不安になることがあると思います。情報
が入り次第、地域の方々にも事前にお知らせし、協議できるように
対応していきます。

農協の非組
合員が、農
業用の廃ビ
ニールを捨てるときにはどうしたら良
いのですか。
また、家庭菜園はどうしていますか。

事業者（農業者も含む）から出るゴミは、産業廃棄物として出さな
くてはなりません。趣味で家庭菜園をやっている方については、一
般用のゴミとして収集します。農業（営業）としてのゴミは、専門
の業者に依頼して排出していただくことになります。
また、家庭菜園用については、きれいにして出すものは資源物とし
て、リサイクルセンターで回収しています。

ゴ ミ 関 係

質問・意見・要望事項 回         答

墓地の区画と維持管理の状況はどのよ
うになっていますか。
また、墓地の整備に
ついては、どのよう
に考えていますか。

現地を確認の上、維持管理をしています。また、区画については赤
杭を入れながら整理しています。
また、整備については現在の財政状況を踏まえ、優先順位として上
位にならないと考えることから、しばらく整備する考えはありませ
ん。

墓 地 関 係

質問・意見・要望事項 回         答

交通量で考えると、１９線と西２号線
の優先道路の順位を変えたほうが良い
と思います。

もし、順位を変えるとすれば、走り慣れている方には先入観がある
と思いますので、一定期間４方向とも一時停止にするなどの対策が
必要だと思います。警察や地域の方に意見を聴きながら検討しま
す。

交 通 安 全 関 係

税を
納めよう！
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質問・意見・要望事項 回         答

町は自治会の存続や区の見直しを含め
て考えて行かなければならないと思い
ます。

自治会の統合・再編については、行政主導ではなく自治会自らの寄
り合い等がなければ難しい面が多いので、町としては今後その動向
を見ながら対応していきたいと考えています。

自治会活動が、町の活性化につながる
と思います。町の自治会イベントに参
加した自治会には、少し配慮すること
で参加意欲もかきたてられると思いま
すので、そのようなことを考えてくだ
さい。

運営の交付金について、東藻琴地区とのバランスをとる意味で、女
満別地区を少し下げましたが、活動費については、制度ができた当
時は３万円だったものを５万円に拡充した経過もあります。この活
動費の制度が、浸透していない部分もありますので、今後もＰＲを
していきたいと思います。

同じ町で女満別と東藻琴の交流が少な
いと思います。自治会活動が活発にな
れば町全体も活発になりますので、助
成金の交付を行い、事業参加を募ると
いう方式にしてはどうでしょうか。
また、賞品などは地域振興券（商品券）
などを副賞にして町内で使うようにす
れば、地域の活性化にもつながるので
はありませんか。

運動会に支度金のような形として助成
金を交付した事があります。
商品券を自治会に対する助成金の一部
として交付することを考えたことがあ
りましたが、問題があり実現できませ
んでした。今後も検討していきたいと
思います。
また、両地域で使用可能な商品券発行について、両商工会に検討を
要請しています。

自 治 会 関 係

質問・意見・要望事項 回         答

今後の公民館・体育館等、地区にある
施設の管理については、どのように考
えていますか。

平成２３年を目途に地区の自主管理への移行を考えています。旧女
満別地区の地区公民館整備計画を基に、計画を考え施設整備水準の
均一化を図り、古いものから順次対応していきます。地区公民館長
会議を今年２月に開催して大空町地区公民館整備の基本方針につい
て説明しました。各地区ごとにも説明に行くこととしています。地
域要望をまとめ、住民課と協議をし、地域会館移行に向けて基準づ
くりを進めます。
体育館については、地区公民館付属施設として管理していますが、
地区の公民館同様自主管理を考えています。存続活用の意向を確認
した上で、用途変更や取壊しも含めて、地域と協議していきます。

以前に開陽地区の体育館の改修を要望
しましたがどうなりましたか。

地域から要望も聞きながら、平成２３年度を目途に部分改修等を行
いたいと考えています。開陽地区
の体育館は学校統合時の経過もあ
り存続してきましたが、今後は町
全体の状況や財政的な面を含めて
考えていきたいと思います。

朝日公民館横の立木については、１０
月の大雨で公民館の屋根に倒れ、去
年は道路に倒れるなど老木化していま
す。伐採してください。

現況を確認し、公民館の屋根に倒
れた木はすぐに処理を行いました。

巴沢公民館の屋根がさびています。平
成１７年度にも要望しています。

施設の状況を調査し対応します。各施設の修繕必要箇所の把握のた
め各施設の点検調査を行います。

東藻琴地区会館の改修については、ど
のような区分で改修しますか。

大きい修繕は町で実施しますが、小さい修繕は自治会で対応となり
ます。要望等がありましたら住民生活課に相談してください。
なお、平成１９年度東藻琴地区自治会館については、和式トイレか
ら洋式トイレへの改修の予算を５戸分計上しています。

公民館・会館関係
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質問・意見・要望事項 回         答

総合計画に東藻琴福寿苑の増床を入れ
てください。

実際の状況（需要など）を踏まえて、国・道の補助等の関係もあるた
め、総合的に検討していきます。

特別養護老人ホームの増床やその他の
介護施設について、今
後どのように取り組む
のか教えてください。

平成２０年３月末、女満別地区に３０床増床します。増床の数につ
いては、計算式により算出されましたので、これ以上の増床は補助
金の対象となりません。サービスとしては、ショートステイや介護
に至らないように予防する事業として、デイサービスや生きがいデ
イ事業等があります。できるだけ早めに役場等にご相談していただ
ければ、いろいろな方法を考えることができますのでぜひ相談して
ください。

介護保険料の値上げが続いています
が、今後はどのような状況で上がって
いきますか。今後の介護保険料の見通
しを教えてください。

試算の段階ですが、特別養護老人ホームの増床（３０床）が完成
する平成２０年頃には、標準の介護保険料が月額３，１００円から
３，４００円ぐらいになる試算をしています。ちなみに全国平均は、
４，１００円となっています。

介護予防の推進で、健康増進施設の整
備については、どのように考えていま
すか。

医療制度の改正で、メタボリック症候群に着目した検査とその後の
保健指導の実施が各保険者に義務付けられています。
しかし、新しい施設を作るのは難しい状況ではありますので、既存
の施設を利用して、今まで以上に体力の向上を推進していきたいと
考えています。

検診回数が減ったよ
うな気がします。

がん検診だけ見ると２回から１回に減りました。これまでは、が
ん検診と基本健診を別々にやっていましたが、今年度は入札の結
果、他の健診と合わせて行える業者に委託していますので、減った
ように感じますが実際には同じです。
また、今年度からは病院で治療中の方や検査を受けている方は、ご
遠慮いただいています。来年度からは広報等で他地区でも受けられ
ることをＰＲして、受診機会を拡大していきたいと思います。

自治会研修旅行などで、福祉バスの利
用はできないのですか。合併したこと
によって変わりましたか。

福祉バスは、補助金で導入している関係もあり、目的外利用が難し
く、福祉目的の利用を優先しています。もし、重複したときに
は、女満別・東藻琴地区それぞれに福祉バスがあり、場合によって
は調整しています。平成１８年度より、福祉バスは冬場にはあまり
利用が無いため、夏場の５月から１０月に限り管理業務を委託し運
行しています。
申し込みによって、多人数の団体の場合には、福祉バスと交換し
て、スクールバスが福祉バスになっている場合もありますが、原則
福祉バスは福祉用、スクールバスはスクール用として使用し、内部
で調整することもあります。

保健・福祉関係

質問・意見・要望事項 回         答

休日当番病院は今までは網走だったの
に、合併したら美幌になったのでしょ
うか。

休日当番病院については、限定していません。どちらの地区の休日
当番病院を利用されても構いません。

東藻琴国保診療所の正月休みが長いと
思いますし、夜間診療していないので
不便です。
また、治療もしないのに救急車が必ず
診療所へ寄るというのはおかしいと思
いますので改善してください。

正月休みは１２月３１日から１月５日までの６日間です。その前後
に土・日がつくと、長くなるため今後は休みが長期になる場合は検
討します。医師１名なので２４時間急患受付は難しい状況にあるた
め、ご理解をお願い致します。
また、救急車がわざわざ寄らなくてはいけないという規則はありま
せん。

病院・医療関係
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質問・意見・要望事項 回         答

午後から乗る患者輸送バスについ
て、診療開始が２時で帰りのバス時間
が３時なので乗り遅れることもありま
す。改善してください。

バスが着く前に何人かの患者さんが受付しています。バスの患者
さんあるいは他の患者さんの検査などが入ると、薬の受領などもあ
り、時間がかかる場合があります。今後、ご迷惑をかけない方法を
検討致しますので、ご理解をお願い致します。

国保診療所の跡地については、どのよ
うに考えていますか。

今年の４月から新しい診療所で診察することになりますが、現在の
診療所の跡地の活用方法については、これから議論をしていくこと
になります。医療の施設だったので、医療に関係する施設か福祉に
関連する施設にするのが良いのではないかと考えています。

質問・意見・要望事項 回         答

農協の麦の乾燥工場について、どのよ
うになっていますか。

平成１８年１２月２８日、女満別町農協が、３農協の合併検討委員
会から正式に離脱したことにより、乾燥工場の新築移転は白紙とな
りました。
その後、女満別町農協は、環境問題を整理し住民の理解を得た上
で、現在の場所で増設し操業を継続することで進めています。２月
１９日に乾燥工場近郊の３自治会で住民説明会を行い、農協合併検
討委員会からの離脱経過や現状報告が行われました。
東藻琴村農協は、オホーツク網走との２農協合併の枠組みの中
で、平成２１年の事業実施に向け取り組みを進めています。

農協が合併すると町独自の支援策はど
うなりますか。

振興資金の利子補給を例に取れば、町の負担は同じでも、農協の取
り組み方によっては、農協の負担が違ってきます。

農家の機械代が高いので、コントラ
事業の拡大は大変助かっています。均
一なものが収穫できるメリットもあ
り、酪農だけでなく畑作にも役立って
います。ぜひ続けてください。町負担
も少なく、効率的な運用をお願いしま
す。

当初は、酪農における農作業の受託で
進められ、現在は、畑作にも広がりが
出てきたようです。今後は、このよう
な形態が広がっていくように思います。

農業用ゴミの補助（廃ビニール）はど
うなりましたか。

農業用廃ビニール廃棄の補助は無くな
りました。

農地のあっせん後の登記料について
は、東藻琴村時代はほとんどかかり
ませんでしたが、大空町になってか
ら、かかるようになったのはどうして
ですか。

旧東藻琴村時代は、実費（登録免許税）だけをいただいていました
が、合併事務調整の中で、交通費や人件費など費用がかかることか
ら、旧女満別町の例に合わせて、９，０００円となりました。
なお、合併時にどちらかの例にあわせただけではなく、この機会に
改めて見直しをした内容もあります。この件につきましては、手続
きをするために経費がかかっているため、手数料をいただくことに
なりました。

農家のあり方について、町としてはど
のように考えていますか。

農業は、形態を変えながらも続いていますし、これからも続いてい
くと思います。品目横断、担い手の育成確保は必要です。所得の目
減りもありますが、新品目の導入や新たな売り先（個別販売、ホー
ムページ）拡大のサポートをしていきたいと考えています。土台作
りは当然支援しますが、観光との結びつきによる目減り分の確保を
目指していきたいと思います。後継者や移住希望者が農業をやって
みたいと思えるような体制作りをしていきたいと思います。

津別町では、品目
横断による所得の
減により、法人化の動きがあります。

品目横断対策では、担い手に位置付けされなければなりません。経
営規模の大きい農家はそれでも良いのですが、小さな農家は規模を
拡大したくてもできないので、まとまって法人化するという動きと
なっているのではないかと思います。大空町では、実際に数戸の法
人はありませんが、昔共同でしていた機械の利用、作業の受委託等
についても、再度見直しの時期に来ているのではないかと考えてい
ます。

農 業 関 係
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質問・意見・要望事項 回         答

本郷排水場の改修を行ってください。 現在、北海道開発局で、地域の排水被害の解消に向けた整備構想
を策定するための調査を進めているところです。また、平成１９年
度、２０年度の２か年で、より詳細な調査を実施することになって
います。

担い手育成事業で、道路を整備してい
ますが、本当に担い手の育成になって
いるのですか。

農業の担い手の育成に直接的に結びつくのか疑問ではありま
す。国の事業ですので、地域要望を踏まえて道路整備を進めている
状況にあります。路線は縮小してきていますが、地域要望もありま
すので、最低限のことだけはしています。まだまだ見直しながら削
減していきます。
また、担い手育成女満別地区畑総整
備事業の農道整備は今年度で全て完
了しました。

住吉１７線の調整水門は、その調整の
仕方で地域のいざこざの原因となりま
す。冠水すれば収穫量にひびきますの
で、いち早く品質横断の事業として取
り組んでください。

豊里地区、住吉地区においては、平
成１９年度からの農地・水・環境保
全向上対策事業の実施について、現
在地域との調整を進めています。

品目横断のほかの環境保全対策につい
ては、所得確保上も働きかけてくださ
い。同額程度町が負担することになる
と思いますが、町は負担ができるので
すか。
また、一部地域では、排水路対策を既
に行っていますので、工夫や勉強会な
どを実施していけば、難しいことでは
ないと思います。

農地・水・環境保全向上対策については、北海道全体で約
１４億円の道費負担要望が出ており、北海道では上期分として
７億８，４００万円が予算計上されています。残額については、北
海道知事選後の６月議会で計上する予定となっており、北海道予算
は全額確保される見通しとなっています。大空町では、保全すべき
施設が多いことなどを考慮し、モデル的に５地区（豊里・住吉・本郷・
中央・末広）で、実施する方向で、現在地域との話し合いを進めて
います。

道営事業等受益者負担軽減策（パワー
アップ事業）の継続を推進してくださ
い。特に暗渠、層圧調整等は３年経過
すると元に戻ってしまうので、個人負
担が少なくてすむ事業の導入を働きか
けてください。

町の財政状況を考慮し、パワー
アップ事業の対象事業は、現時
点で実施、又は計画されている
道営事業に限ると考えています。

防除用水用施設については、現在川か
ら水を汲んでいる状態となっています
が、不要となっている水の利用をでき
るようにしてください。旧東藻琴村の
ときは、全体に広がると問題になるこ
とから、できないと言われました。

公園にも利用しています。畜産
基地の水が少なくなっていため、
防除用水として使うのには厳し
い状況です。他の地域の話を聞
きながら、事業メニューで拾え
るものがあるのかどうか、どの
ような手法があるのかも含めて検討します。

農 村 整 備 関 係

質問・意見・要望事項 回         答

後継者対策について、町としてはどの
ように考えていますか。
また、後継者対策として、専門教育を
受けていない人の研修の場を設けてく
ださい。

花嫁対策事業として、網走郡下で夏冬２回農家の後継者と女性が知
り合うための事業を実施しています。両地区間の交流は、ノンキー
クラブ２１、ニシムラ、農協青年部の交流等を実施する予定ですが
冬期間に計画しています。
また、農村教育学校等の開催により、両地区の交流を行うなどで農
大、普及センター、酪農学園実習などと協力した上で行う考えがあ
ります。
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質問・意見・要望事項 回         答

熊の出没が見られるますで、その対策
をしてください。この辺では良く出没
して、被害も出ています。

雪解け時期に再度確認し、必要に応じて対策を講じます。罠をか
けたりなどの対策をしますので、熊を見かけたらお知らせくださ
い。

へい獣処理については、焼却処理に多
大なお金がかかります。病気の牛は仕
方ありませんが、そうでない牛は肥料
になりますので改善してください。

化製場等に関する法律第２条第２項の規定により、死亡獣畜は死亡
獣畜取扱場以外で解体、埋立及び焼却を行ってはならないこととな
っているため、近隣ではオホーツク地域化製場 ( 上湧別町 ) で処理
することとなります。

これからの林業について、どのように
考えていますか。

平成１８年度には、森林整備計画により下刈り、間伐などの事業や
２１世紀北の森推進事業などが行われました。財政が厳しい状況で
はありますが、それ相応の対応を平成１９年度予算で行っていきた
いと考えています。伐採にはお金が入ってきますが、植林にはお金
が出ないため、植林が進んでいない状況です。原野になってしまう
ことも考えられますので、何十年というサイクルの中で森林が生ま
れ変われるように植林を進めていけるような環境づくりをと考えて
います。

畜産・林務関係

質問・意見・要望事項 回         答

末広荘・芝桜公園の今後のあり方につ
いて、どのように考えていますか。

藻琴山温泉については、昨年の１０月から温泉が出なくなり、水
を沸かして運営していましたが、施設の老朽化や燃料の高騰等によ
り、去年８月末で休止しています。ボーリングをして温泉は出まし
たが、今後は民間も視野に入れて活用方法を検討していきます。
また、遊具や芝桜も老朽化しており、計画的に更新していきたいと
考えています。

以前から朝日ヶ丘パークゴルフ場の
レイアウトの改善を要望しています
が、今年度も手付かずで実施されてい
ません。Ｃ及びＤコースの回る順番を
変えるだけで簡単に改善できると思い
ますので、早急に改善してください。

平成１８年１月にパークゴルフ協会から要請を受け、変更経費につ
いて調査をし、平成１８年４月オープンに向け、協会、管理委託先
と協議をしました。芝の違いやホール看板に基礎があるなど、改善
するためには費用が多くかかるとともに、町内外利用者から変化の
あるコースで好評との意見もあることから、現状のままとすること
で、協議しています。これからも、このご意見については、再度関
係者と協議していきます。

観 光 関 係

質問・意見・要望事項 回         答

網走信金東藻琴支店裏の道路が、ア
スファルトをひいただけになっていま
す。事業はその後どうなっています
か。

一部用地の問題あり、事業
実施が厳しい状況です。

町道３３号線から西区団地の間の舗
装が悪く、水が溜まって抜けないの
で、改善してください。

平成１９年度に改善します。

墓地までの道路整備をしてください。 他の地域からの要望も多いので、総合計画において、順位を決めて
対応していきます。現状を調査し、現況のままで通行に支障をきた
す状況であれば、平成１９年度に砂利を入れ、支障木の伐採など直
営でできる範囲で改良したいと考えています。

町道中線の改良工事については、どの
ような状況になっていますか。

他の地域からの要望も多いので、総合計画において、順位を決めて
対応していきます。当面は、維持管理の範囲で対応することとした
いと考えています。

道 路 関 係
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質問・意見・要望事項 回         答

東藻琴車両センター付近と農協のそば
の５０ｍの舗装を毎年要望しています。
通行量も多いので、舗装してください。

他の地域からの要望も多いので、総合計画において、順位を決めて
対応していきます。
しかし、長い路線でなければ国の補助対象にならないということも
あります。町としてはできるだけ町の持ち出しを少なくしたいと考
えていますので、ご理解をお願いします。

乳酪館付近の道路で起伏の多いところ
があるので、改修してください。

他の地域からの要望も多いので、総合計画において、順位を決め
て対応していきます。平成１８年度に一部維持補修を行いました
が、平成１９年度も維持補修で対応します。

末広１０７号線道路の維持修繕をお願
いします。

全町的に修繕が必要な道路がありますので、随時修繕しています。
なお、この道路については、平成１９年度の維持補修で対応しま
す。

道道網走川湯線の岩崎宅前の道路側溝
から水が上がり、冬期間は危険ですの
で、対応してください。
また、交通量が多いので、歩道をつけ
てください。

岩崎宅地先の水処理につい
ては、土木現業所で対応し
ました。歩道の整備につい
ては、北海道に要望するか
どうかも含め検討します。

畜産基地の管が浅く道路の高さと同じ
位置にあるので、移設してください。

平成１９年度に布設替えを
行う予定です。

町道３７号線の山口宅付近の道道取り
付け道路からの砂利流失があるので改
良してください。

現地を確認して対応します。

道路の質も全て同じではなく、実態
を考慮していくべきではありません
か。あまり利用のない道路について
は、アスファルト一層で良いのではな
いでしょうか。

国や道の道路の基準からいうとアスファルト一層では補助採択され
ません。アスファルト一層では、凍上の問題、道路構造上の問題が
あります。
また、基準外で町単独事業となれば、財政負担が大きすぎるた
め、現段階では考えていません。

朝鳥商店前の舗装が傷んでいます。修
理をしてください。

道道ですので、網走土木現業所に修繕の要請をしていきます。

女満別東藻琴間のアクセス道路につい
ては、どのようになっていますか。開
陽中央線は合併後交通量も増加し、子
どもから見れば、危ない道路であり安
全対策上も早く改良してください。特
に路側帯がありません。

各地域から要望がありますが、どのような時期にどのような財源で
できるのか考えています。開陽中央線は両地区をつなぐ大切な要素
もありますので、総合計画の中で検討したいと考えています。
しかし、改修事業費が１５億円程度かかります。本来であれば知事
代行事業として実施する予定の路線でしたが、知事代行事業が平成
１６年度で終了してしまったため、改修できなくなったという経過
もあります。
なお、道道福住女満別線については北海道に改良をお願いし、平成
１９年度から事業実施予定となっています。

町道枝線への砂利（ズリ）投入が減っ
ています。砂利を入れないでグレーダ
ー処理しているため、雨でぬかるんで
います。２年に１回ぐらい砂利（ズリ）
を入れてください。

今年度は時期的に難しいので、来年度の
春に地域内の枝線がどうなっているのか
を確認したうえで対応します。

道路管理について、維持管理の質が落
ちていると思います。民間委託をすれ
ばよくなるのではありませんか。

委託の方法については、除雪だけや道路維持又は年間管理等様々
な方法があります。清里町は今年から指定管理者制度を導入しまし
た。その例などを勉強していきたいと考えています。地域の皆さん
からたくさんのアドバイスをいただきたいと思います。
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質問・意見・要望事項 回         答

除雪時に、重たい雪を家の前に置かれ
て困っています。間口除雪を実施して
ください。

町では車道の除雪を最優先に考えています。早く除雪できる場所
もあれば、順番で遅くなってしまい、除雪を待っている方もいま
す。間口までのことを考えて除雪をするとさらに遅くなってしまう
ことから、間口の除雪については、各自で対応していただきますよ
うお願いします。

間口除雪は、自己責任でやったほうが
良いのではありませんか。

女満別に行くのに稲富を通ります
が、除雪が分断されています。

稲富地区は、網走市に早めにやっていただけ
るようお願いしています。

除雪について牛乳運搬を優先してい
て、民家を後回しにしています。生活
路線を最優先に考えるべきではないで
すか。

生活路線は人命に関することでありますので、
生活路線を優先して行います。

末広地区のゴミステーション前の除雪
をしてください。

本来は自治会で対応していただくことになっていますが、道路除雪
の関係で末広地区はご協力を依頼していることもありますので、大
雪時には対応したいと考えています。

除雪体制はどのよ
うになりますか。

例年と同様の体制で行います。質を落とすと迷惑をかけると思って
います。今後は路線の選択を考えてきたいと思っています。

除雪や道路維持に
ついて、民間委託
を考えていますか。

平成１９年度から女満別地区において、一部農村部の除雪路線の除
雪業務を委託します。除雪の基準、精度については、これまでの水
準を維持できるような仕様とすることが必要であることから、町が
パトロールを実施し、除雪計画に基づいた判断を行い、直接指示系
統が届くシステムを構築し、直営路線と差異がでないよう対応しま
す。

除雪時間の短縮のため、農家は各自除
雪する機材を持っているので、他の家
や周辺道路などの除雪をやってもらっ
てはどうでしょうか。

各農家で所有する除雪機械では、今町民が要求する基準の中で
は、時間・質・安全・出動判断的にも無理があると考えていま
す。
一方、専用除雪機械を所有している方が早朝近所の町道を除雪して
いる実態等がありますので、調査をしたうえ、可能であれば業務委
託も検討していきます。

除 雪 関 係

質問・意見・要望事項 回         答

水道の幹線埋設の個人負担につい
て、水道は公共性が高いものであるこ
とから、距離に関係なく公平な負担設
定をお願いした経過がありますが、ど
うなりましたか。

既に行われている設置事例もふまえて整合性を図りながら、普及促
進を図る意味で農業振興資金の対象にならないか、また、新たな利
子補給制度の制定について検討します。

簡易水道については、開陽地区は平
成２１年供用開始と思っていました
が、来年２月に供用を開始すると聞き
ました。いつ、本管工事を行って完成
しますか。

平成２１年度に建設工事を行う予定ですので、春先に工事を開始
し、秋口までには工事が一部完了することになりますので、それか
ら、給水工事の申請していただくことになります。

水道料金について、営農用水料金を設
置して料金を下げてください。

料金の見直しについては、給水原価を見ながら、地域と議論を交わ
して、決めていかなくてはいけないと考えています。東藻琴地区の
水道料金については、近郊に比べ水道料が安い状況であるため、値
下げすることを考えるよりも、現在の金額を維持する考えでいます。

畜産業で使用する水道使用料の超過料
金を下げる考えはありますか。産業振
興上考えてください。

水 道 関 係
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質問・意見・要望事項 回         答

町道２２号線の改良工事をしました
が、防犯上の観点から街路灯を設置し
てください。

平成１８年度中に街灯を設置しました。

国保診療所前の新設道路に街灯が無い
ので設置してください。また、Ｂ＆Ｇ
海洋センター横の道路も暗いので街灯
を設置してください。　

町道３１号線の起点に街灯が設置されているのと、国保診療所内の
街灯で対応できないか検討しています。Ｂ＆Ｇ海洋センター横の街
灯については、平成１８年度中に設置しました。

街 路 灯 関 係

質問・意見・要望事項 回         答

合併浄化槽設置については、新築の場
合には補助をしないで、既存の家が浄
化槽を設置するときに補助をしてはど
うでしょうか。

合併浄化槽の補助については、下水道区域外の農村地区のための補
助であり、新築の住宅だから既存の住宅だからということで分ける
ことにはならないと考えています。

合併浄化槽関係

質問・意見・要望事項 回         答

サラカオマキキン川の管理につい
て、大雨になると刑務所用地からの水
が多くなりますが、その対策はどうな
っていますか。
また、下流には堤防の無いところもあ
りますので対策を考えてください。ま
た、川の片側の草木しか刈取りしてい
ないので、両側草刈りをしてくださ
い。

北海道の管理区域ですが、堤防を作ることはもちろんですが、大雨
により支流が増水し農地が減ることにもなるので、ポンプの設置を
検討しています。現段階としては、地域の理解も得られていない部
分もありますので、今後も協議していきたいと考えています。
また、川の草木の管理は、開発局の管理となりますが、環境の問題
で、昔の川に戻すような施策を開発局では行っていますので、その
施策の一環として片側残しているのかもしれません。両側草刈りを
行うよう要望します。

藻琴川の河岸工事について、どのよう
になっていますか。できればやってほ
しくありませんが。

去年の３月に説明会が開催され、
道州制モデル地区として測量を
１２月末までに実施し、その後
改修設計を土木現業所で行う予
定となっています。

芝桜公園の上流は、サケやマスが住め
るような河川づくりをしてください。

河川も大空町の大切な資源です。
いろいろな保存の仕方があると
思いますので、環境整備につい
ても検討していきたいと思いま
す。

川辺にあがった鮭の処理を地域の住民
がしようとすると密漁と勘違いされま
す。また、密漁については、北海道に
取締り（対応）の強化を要望してくだ
さい。

どのような対策をすれば良いの
か協議して検討します。

河 川 関 係
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質問・意見・要望事項 回         答

幼稚園では臨時職員に担任を持たせて
います。正職員に責任を持たせ、担任
をさせたほうが良いと思います。

ご指摘のとおりと考えます。いろいろなことを踏まえ、総合的に
考えていきます。なお、町の臨時職員は、法律の関係で通年雇用が
できませんので、１年の中で１ヶ月間休ませる必要がります。子ど
もたちが不安にならないよう、保育園については、社会福祉協議会
に委託し、社会福祉協議会の職員として通年で働いてもらっていま
す。幼稚園についても、平成１９年度から幼稚園の臨時職員の雇用
形態を嘱託職員とすることとしました。

サークル活動やスポーツ少年団で東
藻琴と一緒になれない団体等がありま
す。地域の交流のために、なるべく一
つにできるよう
指導をしてくだ
さい。

ひとつにしていきたいとは考えていますが、少年団数の違いや各地
区毎に悩みを抱えていますし、特に指導者の確保が難しいという状
況です。
また、助成基準の均衡化を図ります。行政から提案をしている状況
にありますが、スポーツ少年団やその父母と話し合いながら調整し
ていきます。

豊住小学校の統
合の考えはあり
ますか。

豊住地区は今後も出生数が一定程度ありますので、近々統合する予
定はありません。
しかし、女満別小学校では、１学年４０人（１学級）となる可能性
がありますので、女満別小学校の改築時には、地域の意向、保護者
の意向を十分尊重して統合も含めて検討していくことになります。

未使用のバス停がありますが、使える
ところに移設してください。バス運転
手の好意により、バス停でない所で乗
降させてくれています。

バス停は大きくかなりの重量があり、移動に費用がかかりますの
で、見合わせています。平成１９年度は利用状況を調査するととも
に、バス停施設の管理状況を点検します。

子どもの登下校時のパトロールのあり
方を改善してください。特に「子ども
１１０番」に指定されている家庭の中
には、昼間家に誰もいなかったり、猛
犬がいるなどの問題点があります。通
学路に面した家にお願いしたほうが良
いと思います。
また、たくさんの高齢者がウオーキ
ングをしていますので、監視を働きか
けたりすることも良い方法だと思いま
す。

通学路の点検については、早急に対応したいと思います。ＰＴＡや
各種団体等、いろいろな方々のご協力をいただきながら防犯パトロ
ールを実施している中で、いろいろな意
見をいただいていますので、青少年健全
育成指導委員会議などで検討していきま
す。
また、子ども１１０番の日中不在の問題
は解消していきたいと思います。全ての
住民が見ているパトロール」ということ
をＰＲする意味から、建設会社車両に防
犯ステッカーを貼っていただけるようお
願いしています。

通学路にある防空壕のシャッターが半
分開いていたり、看板が傾いていたり
して危険なので確認の上改善してくだ
さい。

所有者、利用者に面談し、子ども達の安全確保の観点から施設管理
に配慮をお願いしました。
また、傾いていた看板は、改善しました。今後も通学路の安全点検
に十分配慮していきます。

東藻琴中学校周辺の草木・花壇等の管
理が悪いと思
います。

東藻琴中学校の環境整備については、今年しらかばを剪定したとこ
ろ、立ち枯れてしまいました。その部分については伐採及び剪定を
行いました。
また、中学校の花壇については、今年度中学校の耐震工事を行った
ため、あまり手をつけなかったのが現状です。平成１９年度は、学
校と連携して行います。

学 校 教 育 関 係
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質問・意見・要望事項 回         答

いじめなどで子どもたちが悩んだりし
たときの相談体制、機関はどのように
なっていますか。

いじめ・不登校については、学校と連携し対応しています。な
お、保護者の方の相談窓口は、女満別地区には教育センターに教育
相談員、東藻琴地区は家庭教育相談員を配置し、電話相談や面談等
を行っています。

障がいを持つ子どもがいじめを受けた
とき等の相談窓口は違うのですか。障
がい者地域支援事業では、地域での生
活を重視すると聞いていますが、親以
外の人に子どもを見てもらうことも大
切なのではないでしょうか。

障がいを持っている子供については、幼稚園・学校を通じての対応
を行っています。関係機関などと連携をとって、保護者を含めて検
討していきます。１０月から障がい者自立支援法が施行され、地域
の中で自立した生活を行っていくための、サービスを提供していま
す。どのサービスがあっているのか関係機関と連携を密にして検討
していきます。

大空町では、いじめや不登校がありま
すか。

あると報告を受けています。テレビの中高生アンケートでは、いじ
められるほうが悪いという結果もありましたが、いじめる側が悪い
と思っています。いじめを無くすというのが大前提であると考えて
います。
しかし、いじめを無くそうと頑張っても、無くならないのも現実
だと思います。そのような時に、誰かに責任を押し付けるのではな
く、みんながしっかりと責任を感じて、いじめを無くす輪を広げて
いきたいと考えています。
また、いじめられていると感じている子どもの立場に立って、問題
解決に向けて教育関係者の連携を密にし今後も対応していきます。

以前は、特殊学級の資格を持った先生
がいましたが、今は不在となっていま
す。専門知識を持った教員の配置をし
てください。

専門の先生はいましたが、転勤により現在はいません。この先生
は、もともと養護学校の先生で、小学校の先生を希望していたこと
もあり、過去に女満別小学校にいました。
しかし、道立学校の先生を市町村立学校の先生にお願いするのはな
かなか難しい状況です。特別支援教育において学校全体で対応する
支援体制の充実が必要です。専門免許を持った教員の確保に努力し
ます。補助教員の配置に力を入れて対応していきます。

いじめ問題については、役職が上にい
けばいくほど、対応に時間がかかりす
ぎるのではありませんか。担任の先生
の段階でもう少し早いアクションをし
ていただきたい。昨年春に行われたア
ンケートも分かりやすいものにしたほ
うが良いと思います。他の人に見えな
いので噂になったりして情報が錯綜し
ています。クラス全体にも話をきちん
としないと誤解があるのではありませ
んか。

不登校は現在解消されています。学校では子どもが２～３日連続し
て欠席すると先生が親に連絡するなどの対応をしています。
また、学年や学校全体で調査などを行い情報を交換しながら対応し
ています。このような対応が他の保護者には見えていないこともあ
りますが、こまめな対応をしている状況です。各学校と連絡を密に
して対応していきます。今後も、児童生徒問題サポートチームを設
置して、問題解決に向けて関係各課と連携を取るように努めていま
す。
また、個人のプライバシーもありますので、難しい面もあります
が、しっかり対応したいと思います。

い じ め 関 係

質問・意見・要望事項 回         答

成人式については、１箇所で開催する
のではなく、２箇所で開催してくださ
い。

成人式については、大空町としての一体感と交流のためという目的
のほか、経費の節減も考え１箇所で開催することになりました。
また、平成１９年成人式の実施状況から大空町としての統一開催が
望ましいと考えています。

社 会 教 育 関 係
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質問・意見・要望事項 回         答

楽しみにしていた町民運動会は今年中
止になりました
が、今後のイベ
ントで何が中止
になるのかを教
えてください。

ノンキーランド冬祭りについては、合併の調整の中で話し合いを行
った結果、中止となりました。ミニバレー・３００歳バレー・ソフ
トボール・運動会等自治会対抗のスポーツイベントについては、自
治会の選手集めが大変になっているという状況も聞いていますの
で、見直しをしてはどうかという意見もあります。今後は、各自治
会の体育部長や体育指導委員の意見を聴きながら、自治会の予算の
関係も踏まえて、結論を出したいと考えています。
また、新たなスポーツによる地域間・住民交流事業として「スポー
ツ縁日」を企画し実施します。

町民ソフトボールはじゃがいもの収穫
時期と重なり、参加できませんでした。
住民参加ができ、交流できる時期に開
催してください。

旧町村時代は、女満別が７月、東藻琴が９月に行っていました。今
年は、都合により旧東藻琴の開催時期に合わせました。ご意見も多
数ありますので、来年度に向け、自治会体育部長や体育指導委員に
意見を聴きながら調整していきます。

女満別地区で行われている町民参加型
のイベントについては、東藻琴地区で
もできるように育ててください。

イベントを長く続けていくためには、スタッフが楽しめる環境づく
りが必要です。環境作りに努めながら両地区でどのようなイベント
ができるのかを考えていきたいと思います。

イ ベ ン ト 関 係

質問・意見・要望事項 回         答

職員の人件費については、退職者に
よる自然減だけではなく、職員の給与
を下げて、その余剰分で職員数を増や
し、住民サービスを向上させてくださ
い。

執務室の清掃は職員で行うと共に、土日の日直なども職員が行っ
ています。大空町の職員の人件費についても、４月に給与表を改正
し、平均４．８％、最大７％の給与引き下げを行い、一定年齢以上
の職員については一定期間昇給が抑制されるようになりました。国
家公務員の給与を１００とした場合、大空町職員は、約９７となり
ます。能力給の導入については、人事院勧告の方針に基づき、今後
導入に向けて検討していきます。
また、職員数も現在は定員より少ない状況ですが、定員管理計画
と財政計画や国の基準と合わせながら、定年等の退職者が出た場合
に、退職者数分採用するのではなく、必要数を採用する形で職員数
の削減を図っていきます。行財政改革については、できるところか
ら取り組みたいと考えています。

職員の行財政改革の取組みについて
は、どのようになっているのですか。
また、職員の人件費の削減や競争原理
が働く能力給の導入をしたら良いと思
います。

人事異動によって担当者が変わってし
まうと、引継ぎなどがうまくいかず総
合計画の趣旨が変わってしまう恐れも
あるので、担当者をスペシャリストと
して策定期間中は移動させないほうが
良いと思います。

人事異動があっても総合計画の趣旨が変更
になることはありません。担当者が変わっ
ても、事務引継を万全に行い、対応を変え
ないようにしていかなくてはならないと考
えています。

人事異動により事務方から技術方へと
なれば難しいのではありませんか。意
識改革になるのかもしれませんが、適
材適所もあります。

事務職については、どこの部署でもこなす
のが役場職員としてのスペシャリストであ
ると考えています。技術職については、専門性を生かしながら民間
の活用も取り入れていきたいと思います。

いらっしゃいませ運動については評価
していますが、徹底されていない所も
あります。

平成１７年８月より実施しています。徹底されていないところもあ
るので、反省し徹底していきます。

公用車の車のエンジンがかけっぱなし
であるのを見かけますが、節減すべき
ではないでしょうか。

不十分な点が有るので気をつけます。自分の家の家計と同じ感覚
で行っていくよう細かな点も気をつけていくようにしたいと思いま
す。

合併により開陽中央線付近の交通量が
増え、職員のスピードの出しすぎが目
立ちます。交通安全に気をつけてくだ
さい。

確かに交通量が増えていますので、看板を設置しました。（「スピー
ド落とせ」６箇所。「注意子どもの飛び出し」２箇所。）
なお、職員については、交通安全を徹底していきます。

職 員 関 係
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