
質問・意見・要望事項 回         答

ドリーム苑が３０床増えるそうです
が、今は何床ですか。

東藻琴地区に３０床、女満別地区に３０床で、計６０床あります。今
回、女満別地区に３０床増やします。町として町内の方が優先して入所
できるよう、特養に要請しています。

７５歳以上の方は、国民健康保険から後
期高齢者医療制度に変更となります。均
等割や所得割で保険料を支払います。年
金生活者は介護保険料を年金から差引か
れており、この制度が近い将来実施され
れば、さらに年金から引くことになり高
齢者いじめではないでしょうか。

今までの老人保健との違いは、今まで直接
保険料を納めていなかった方が、本人も１
割納めていただくことになったことが一番
大きく変わったところです。

旧東藻琴村で今まで行っていた敬老会が
なくなったのはどうしてですか。

大空町では、老人福祉大会として行っています。

敬老褒賞の祝い金はなぜ商品券なのです
か。病院代が払えません。

敬老褒賞は、長寿を祝い、お礼を込めてお渡ししています。祝い金を商
品券にすることで、地域経済の活性化に貢献できると思います。日常品
を商品券で購入し、その分を病院代にまわしていただければと思います。

現在３年生までが対象となっている東藻
琴の児童クラブを学校開放などで対象範
囲を広げることはできませんか。
また、女満別地区の子どもを少年団に受
け入れたくても、送迎の問題もあり難し
い状況にあります。放課後の地域間バス
の運行ができませんか。

４月から児童クラブのスタッフの増員を予定し、６年生までを対象と
します。現在、東藻琴農業振興センターの活用について検討していま
す。
現状では、春・夏・冬休み期間中にも地域間バスを運行することとして
いますので、ご利用いただきたいと思います。

福祉灯油について、国からの援助はあり
ますか。

国からの援助の詳細は未定です。国からの財政支援がなくても行います。
（国と道からの財政支援はありました。）

少子高齢化になってきていて、子どもを
生んだ奥さんがすぐ働くのではなく、働
かなくても子育てができる体制ができれ
ばよいのではないでしょうか。

高齢者も大切ですし、これから地域を担う子どもに対する支援も必要で
す。どちらかだけで良いとは考えていません。子どもたちが地域で生ま
れて育つ環境づくりが必要であると考えています。医療費や放課後児童
対策など、子育て環境の充実を図っていきたいと思います。

旧国保診療所をどのような
用途のために改修するので
すか。

障がい者のための施設として検討しています。障がい者に対する施策が
大きく変わる方向にあり、障がいの軽い方は、地域で生活をすることに
なります。
しかし、家庭に戻られる方ばかりではありません。そのような方々のグ
ループホームを検討しています。詳細は、これから検討していきます。

平成１９年度

ふれあいトーク報告書
　昨年の１２月から１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。

福 祉



質問・意見・要望事項 回         答

地域担当者制度は、どのような体制で行
いますか。
また、自治会の行事に来るのだと思いま
すが、日曜出勤は大変ではないでしょう
か。

消防と幼稚園を除く全職員で、２～６人で一つのチームを編成して対応
します。
また、休日に勤務をしたときには、休日を振り替えて対応します。

鶏舎の基礎コンクリート片の処分に費用
がかかり、地域担当職員が何とかしてく
れますか。

産業廃棄物であり、地域担当職員ではなく、各自で処分をしてください。

地域担当者制度の説明を受けました
が、理解できません。効果が上がるので
しょうか。
地域担当者は、地域の行事に参加し
て、行政とのつなぎ役となってもらいた
い。

農協の地区担当ですと、個々の経営のアドバイスを受けるなど、実際の
効果が目に見えるものがあります。

「町の職員と話しをしたことがない。
顔もわからない」という話を聞きま
す。部署によって、町民の皆さんと
話をする機会のない職員もいます。
地域の行事に参加したり、皆さんか
ら意見を聞いたり、話をすることで
何かのヒントを得ることもあり、こ
れにより、職員の資質の向上にも繋
がると思っています。皆さんとの距
離を縮め、つなぎ役や誘引役となる
ことができれば良いと思っています。
さらに自治会活動を十分に尊重し、
推進しなければならないと思ってい
ます。

地域担当職員制度は、自治会連合会の承
諾した事項だと思っていました。

連合会の理事会でも色々な意見が出ました。問題あるかもしれません
が、とりあえずは、制度として立ち上げていくことに理解するというこ
とで臨時総会に提案させていただきました。自治会によって温度差はあ
るだろうとは思います。

複数人で一つの自治会を担当すると、無
責任になることもあるので気をつけてく
ださい。

相談もできなければいけないと思います。チーフを決めて様々な立場
で、並列ではなく縦のチームを組んでいきます。

地域担当者制度について、清掃活動など
の地域環境づくりなども参加してもらえ
ますか。

全員が参加できないかもしれませんが、一緒に活動していければと思っ
ています。

質問・意見・要望事項 回         答

健康診断を受けなさいという話になって
います。国の政策として、そのために医
療費控除の対象に認めないと受けないと
思います。

４０歳から７４歳までの健康診断受診率が２０％です。これを平成２４
年度までに受診率を６５％にしなければなりません。達成しなかった場
合は、後期高齢者の支援金が減額されます。受診率アップのために何か
支援も必要なのかもしれません。検討していきます。

東藻琴国保診療所では、ジェネリック医
薬品（後発医薬品）
を使っていません。
効能が変わらず安い
のであれば、経営や
患者負担が少なくす
みます。なぜ使わな
いのですか。

ジェネリック医薬品は、新薬の発売後、一定期間を経過し特許が切れた
後に、他の薬品メーカーが同一成分の薬剤を製造するため、開発期間が
短くコストが低くなるため安い値段で販売されます。
しかし、日本医師会が医師を対象として、平成１８年度に行ったアンケ
ート調査では「ジェネリック医薬品の品質に問題がある」「効果に問題が
ある」「安定供給に問題がある」とする回答が過半数を占めています。薬
剤の安全性、有効性などが全てにおいて、先発品と後発品が同じという
判断をするための医薬品情報提供があまりにも少なく、使用後の安定供
給についても不安があります。そのため、患者さんに安心して勧めるこ
とが難しい状況から使用していません。ご理解をお願いします。なお、
今後、医療費の増大や患者負担増を考えたとき、同品質で低価格、安定
供給等安心して使用できる薬剤があれば検討したいと考えています。

保 健・ 医 療

地域担当者制度
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質問・意見・要望事項 回         答

役場の駐車場（道道女満別空港線）で警
察が速度の取締りをしていますが、評判
が悪いです。

道道女満別空港線は、スピードを出し過ぎる路線であり、信号機を付け
て欲しいと去年の夏に警察に要望し
ました。その後、警察が速度超過の
取締りをすることになりました。平
成１９年の春には、警察に、十分浸
透したことを伝えました。

町道開陽中央線と町道邑井線の交差点
付近で、カーブがあり見通しが悪く、下
り坂でスピードが出ているため危険で
す。「低速車両通行につき危険」のよう
な注意看板の設置をお願いしていました
が、まだ設置されていません。

現在、設置準備をしています。

道路の交差点付近法面の雑木の枝切につ
いて、交通安全上危険なので、対応して
欲しいです。

場所等の連絡をいただければ対応し
ます。

交 通 安 全

質問・意見・要望事項 回         答

公民館を自治会へ移管となると、どのよ
うになりますか。

公民館管理を自治会管理に移行したとしても、利用形態は今までと大き
く変わりません。
平成２３年度までに自治会管理に移行したいと考えています。現在、町
が管理経費の一部を負担していますが、それを補助金として支出し、自
治会で支払っていただく仕組みを考えています。自治会管理に移行し
ても、所有者は町であり、改修は町が行います。必要な改修をした上
で、移行したいと考えています。

公 民 館・ 会 館

質問・意見・要望事項 回         答

地域の一斉清掃の対策をしたほうが良い
と思います。ただ、ほうきで掃くだけで
なく、舗装の縁に生えた草取りなどもし
たほうが良いと思います。また、なかな
か人もでてこなくなっています。

自治会連合会とも相談しながら、続けていくように努力していきたいと
思います。

自治会の再編を考えていますか。限界集
落に近い自治会もあります。将来的に自
治会を再編しなければ、成り立たなくな
るところもあるのではないでしょうか。

自治会再編は頭の中にありますが、各自治会の意
向が優先されます。住宅地が郊外に延びたことも
あり、自治会の戸数にもばらつきがでてきました。
施策として、空いた住宅に新しい人が住んでいた
だける仕組みを考えています。

自治会活動に対する参加が多くありませ
ん。自治会補助金が多いと思うので、検
討してみてはどうでしょうか。予算の有
効利用をして欲しいと思います。

合併後３年間で、女満別・東藻琴間に差がある自
治会運営交付金の統一を徐々に行っています。それが一段落ついてから
でなければ見直しはできないと考えています。もう少し時間をいただき
たいと思います。

自治会活動費の申し込みが複雑です。簡
素化できませんか。

自治会の少額補助金も何千万円の補助金も全部同じ手続きとなっていま
す。住民活動である自治会活動まで複雑な手続きをお願いしなければな
らないのかという疑問もあります。平成２０年度中に補助金の見直しを
行いますので、手続き方法の簡素化についても併せて検討したいと思い
ます。

自治会活動に一緒に汗を流して頑張って
いる職員がいます。一緒に汗を流す職員
は、親近感が持てます。一緒に汗を流す
職員になって欲しいと思います。

市街地区には職員がいる自治会がたくさんありますが、農村地区は、職
員が自治会にいなく、農政の職員しか知らないというところも多いと思
います。そのような自治会は、地域担当職員制度を有効に活用していた
だけるとありがたいと思います。

自 治 会
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質問・意見・要望事項 回         答

寿大学などで、女満別地区と東藻琴地区
で席が分かれています。もうそういう事
をやめて、交流ができるようにしたほう
がいいのではないでしょうか。

寿大学では、今年度から分けないように実施
します。

社 会 教 育

質問・意見・要望事項 回         答

女満別小学校の改築について、現在どの
ようになっていますか。

関係するＰＴＡの方や議会などで改築に向けての考え方を議論してい
ただいきました。町としては、平成２０年度に基本設計、２１年度か
ら２２年度に建設したいと考えています。議論の中には幼稚園との併
設、中学校との併設、場所や給食センターをどうするのかなど、色々な
意見があります。今後も議論を重ね、議会にも報告しながら進めていき
たいと思います。

少年団活動のため
に小学校の体育館
を使用させてくだ
さい。
また、教員による指導がほとんどありま
せん。

学校は、各学校が管理しています。体育館を使用することとなった場合
には、施錠や施設管理のための人員配置が必要となりますので、学校と
協議したいと思います。
また、教員の指導者についても、理解を得られるよう話をしてみたいと
思います。

女満別の先生は、通いの先生が多く、地
域活動に参加していません。少しでも出
てきてくれれば良いのではないでしょう
か。

教職員にもお願いしていきたいと思いますが、指導できる先生は少なく
なってきています。指導者について、希望があれば言ってください。希
望通りにいくかわかりませんが、努力したいと思います。

女満別小学校の改築がでていますが、東
藻琴小学校の改築は考えていますか。

東藻琴地区の小学校、中学校、女満別地区の中学校については、総合計
画期間中に議論する必要性があると考えています。

スクールバスの始点と終点の位置を変更
できませんか。

子どもたちや移動手段としてバスを利用する人のことを考慮しつつ、現
在、見直しをしています。併せて、車両の小型化を含めて検討していき
ます。

豊住小学校について、今後どのようにな
りますか。

女満別小学校の改築を機会に、しっかりと議論していきたいと思いま
す。地域の皆さんの気持ちを十分尊重しなければならないと思っていま
す。

町に２つの高校がありますが、どのよう
に考えていますか。

現時点では、１校に絞る考えはありません。両校の特徴や魅力を生かし
た高校づくりを応援したいと思います。将来、子どもも減りますので、
いずれかの時期には話し合いをしなければなりませんが、まずは地域で
努力していくことが大切であると考えています。

通学費助成は、今後も続けていきます
か。

平成２０年度は続けます。両地区の交通が確保できればやめてもいいと
思いますが、現時点では、代替の案が明確になっていません。

学 校 教 育

質問・意見・要望事項 回         答

公民館の管理が自治会に移管する前に基
本となるベースをきちんとして、自治会
に託してもらえるように、基盤整備をし
てから受け渡してください。

他の地区からも各公民館が同じ水準になってから渡して欲しいと言わ
れています。現在、課題として残っているのが、豊里、住吉、本郷、巴
沢、大成の５ヶ所です。これらを順次整備をした後に管理をお願いする
ことを考えています。総合計画でも予定しており、後ほど担当者が説明
に伺います。

巴沢地区の屋根の改修は、役場や教育員
会の方にお世話になったことに感謝して
います。
言えばきりがありませんが、トイレだと
かの改修もお願いしたいと思います。

屋根の改修は、時期が遅くなり大変申し訳なく思っています。トイレ
は、男女別化の改修を考えています。

平成２１年度から山園にある体育館は貸
し出ししてもらえないということを聞い
ています。今後も利用していきたいと思
います。維持費等（電気代）が高いので
あれば、発電機などで対応できません
か。

自治会では使わせて欲しいという要望があるのに一方的に閉館するのは
いかがかと思います。担当者から聞いているのは、現在の収蔵品を体育
館も使いながら整理したいという案でありますが、もう一度自治会と話
をするように担当者に指示しました。詳しくは、帰ってからもう一度確
認します。
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質問・意見・要望事項 回         答

品目横断的経営安定対策について、この
ままでは生活ができな
くなります。農業が続
けられません。行政と
しての対策どのように
なっていますか。

品目横断は、大規模畑作のための対策だと思っていましたが、現在は違
います。この制度を抜本的に見直してもらわなければ、困ることから制
度変更を要望しています。経営努力により所得確保がされる制度でない
のが、問題であると考えます。制度の改善を要求しながらも、別の形で
所得を上げていくことを考えていかなければなりません。減収分全ての
所得補償は、財政的には無理ですが、農業者が資金を借りたときの利子
補給について、町として応援できないかを考えたいと思います。

品目横断の関係で、町から国への要望を
しっかりしてください。

町村会などを利用して、事あるごとに国や国会議員に要望していま
す。これからも要望していきます。

東藻琴地区の麦乾燥調整施設の増設につ
いて、どのようになっていますか。

麦乾施設は総合計画に掲載し、起債事業で対応する予定としていま
す。網走市と協議をしながら話を進めています。

女満別地区の麦乾燥調整施設の増設が進
まず、貯留ビンが不足しています。早期
解決に向けて町の協力をお願いします。

騒音対策については、防音壁や内部補強などが行われました。数値が下
がってきていますが、時間や場所によっては基準値を超えるところがあ
ります。早期解決に向けて、町としてできることに努めていきたいと思
います。

雹が降り、農作物が被害を受けたました
が、町として何か対応をしましたか。

被害状況を取りまとめて、個別の対応を行いました。今回は、町として
減収部分についての対応は、特に行っていません。

たまねぎの雹害に関して、共済金が来年
７月まで出ないそうです。短期貸付にし
てもシミュレーションの９割までという
ことであり、利子補填など対策を考えて
ください。

農業者への町の助成には、農業振興資金利子補給制度がありますが、現
行の制度は農作物被害の補填に対応していません。農業の一大転換期で
ある現状を踏まえ、農業者ニーズに的確に対応できるよう制度の見直し
を含めて検討していきます。

石油の値上げ等で農業経営が悪化してい
ますが、対策は考えていますか。

現在、福祉灯油を行うことで考えています。全産業同じ状況であり、農
業の部分については、農協と対策を検討することとしています。

農家の花嫁対策はどうしますか。 農業者だけでなく、産業全体で考えなくてはいけないと思っていま
す。個人への紹介は難しいところですが、今までも農業後継者対策を行
っています。これからも機会を設けていきたいと思います。

農協の合併により、弊害は出てきます
か。どちらかの地区の農家に不利になり
ませんか。

網走市と調整しなければならない課題が出てきます。同じ町民であるこ
とには変わりません。不便をかけることの無いよう対処していきます。

ＪＡ東藻琴分の税
収は減りませんか。

施設分の税収については、施設が無くなるというわけでは無いので、直
接落ち込むということはありません。職員が網走に住むということにな
ると、その分住民税が減ります。そのことよりも品目横断により、農家
の収入が落ち込むことが予想され、町の税収が落ちるのではないかと思
っています。

質問・意見・要望事項 回         答

基盤整備も１０年、１５年経過すると取
り組まなければなりません。事業費を下
げていくということも含め、町の協力を
お願いしたい。

暗渠や客土など農業経営基盤整備事業は、何年か後にやり直さなければ
ならないものもあると思います。総合計画は、平成２７年までの計画で
すが、前期、後期で見直しを行います。

基盤整備について、今年の７月ごろ朝日
地区で説明がありました。事業体が２つ
あり、１つは採択される種目が少ない事
業があります。事業種目の多い事業採択
と早期着工をしてください。

以前は、面整備と農道などがセットでなければできませんでした。町と
しては、面だけの事業実施ができないかと考えています。北海道での採
択数の制限もありますが、皆さんの意向を踏まえながら調整します。

公共事業の事業単価が高いです。基盤整
備について、直営でも公共事業でも個人
負担は変わりませんが、全体では直営よ
り１０倍の費用がかかります。その仕組
みは変えるべきではないでしょうか。

公共事業は、農業者のためだけではなく、建設業のためでもあるのでは
ないかと一般的に言われています。これからの時代は、農業者の希望で
選択できるようなことが必要になるのではないかと考えてます。

本郷の排水機場について、将来的に地域
住民が維持管理をすることになったとき
に、対応できるように十分な対策と計画
をしてください。

２排水機場という案で進んでいました。漁業者との調整により、１排
水機場としての能力アップと排水路整備を図ることで調整中です。施工
と維持管理を十分に考える必要があります。そこが１番の課題となりま
す。後々、後悔をしないよう皆さんと調整したいと考えています。現
在の計画では、町負担２億５千万円です。１機場の場合、事業費は多額
になりますが、町の負担は少なくなります。美幌町との負担割合につい
て、調整が必要と考えています。

農 村 整 備

農 業
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質問・意見・要望事項 回         答

農業委員会の選挙区の人数は、どのよう
な考え方で決めたのですか。

女満別と東藻琴の選挙人の数の比率によります。

農業委員会の委員定数・選挙区につい
て、将来続きますか。
また、農業委員会の団体及び議会の推薦
委員の最大委員数はどのように決まりま
すか。

将来の委員定数・選挙区については、新しい農業委員会で検討すること
になります。
団体及び議会の推薦委員の最大委員数は、法律で定められています。

農業委員会の事務局は、どちらに置きま
すか。

事務局は女満別に置きますが、東藻琴に
も窓口を置きます。

農業委員の改選期に地域の推薦を上げ
ていきますが、平成２３年に見直しをす
ることが分かっていれば、地域推薦も難
しい場面が出てくるのではないでしょう
か。

今後、農業情勢なども踏まえて、新しい
農業委員会で検討していくことになると
思います。

質問・意見・要望事項 回         答

中心商店街は、町の顔であると思います
が、閑散としています。

難しい課題だと実感しています。経営努力や経営判断もあり、行政が経
済活動に立ち入った関与がしづらいところもあります。一緒に考えてい
きたいと思います。

○今後、芝桜公園はどのように整備をし
ますか。
○芝桜公園の整備もわかりますが、今お
金が無い状況で、生活に密着した事業を
やるべきではないでしょうか。

芝桜公園の整備については、平成２０年度からスタートする総合計画の
中で、事業として位置づけられています。大前提は芝桜自体であり、そ
れを１番大事にしなければいけないと考えています。

藻琴山温泉管理公社の概況はどのように
なっていますか。

平成１９年度は、４千万円の入園料収入がありました。近年、北海道
観光が右肩下がりであるように芝桜公園の入園料収入も減ってきていま
す。公社経営は、１８年度までで９００万円程度の赤字を抱えています。
今後は、宿泊施設での赤字は見込まれません。毎年３００万円程度の赤
字を解消していくことを考えています。

大空町内の道路標識に女満別や東藻琴へ
行く看板がありません。

町民から要望がありました。できるところから設置し、対応していきた
いと思います。

商 工・ 観 光

農 業 委 員 会

質問・意見・要望事項 回         答

昨年、今年と防風林の整備が行われてい
ます。来年度も継続し、現在残っている
ところも順次整備をお願いしたい。

防風保安林の伐採は、一定の林齢に達しなければできません。植林
後、一定の林齢に達した段階で、立木の伐採を計画的に行っていきま
す。

山林の価格が上がりません。林業に期待
を持てるのでしょうか。

若干、木材の価格が上がっていると思います。伐採後の植林が進んでい
ません。植林の予算を確保して、植林を促進していきたいと考えていま
す。

林 業

質問・意見・要望事項 回         答

牧場の跡地について、どのようにするつ
もりですか。

植林という方法もあります。売れるのであれば売るという考え方もあり
ます。活用方法について、今後検討したいと思います。

乳価も上がらず、経費がどんどん膨らん
でいます。

市町村でできること、国に要望しなければならないことがあると考えて
います。社会運動にしなければなりません。黙っていては、それで良い
のではと国に思われてしまいます。

畜産に対する支援ですが、酪農ヘルパー
の利用組合として、今も助成をしていた
だいているが、引き続きお願いしたい。

平成２０年度も引き続き助成を行うこととしています。

畜 産
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質問・意見・要望事項 回         答

除雪の際に、取り付けの肉盛りを削って
います。

春先に確認し、対応したいと思います。

西４号線から網走川に向かう道路の除雪
が遅いです。回り方が変わったのですか。
国道と西４号線を結ぶ道路より先に除雪
してください。

住宅が張り付いている道路を先に対応できるようにします。今年から大
空総合管理協同組合に低台地区の除雪を委託し
ました。お気づきの点があれば、随時連絡をい
ただきたいと思います。

しらかば第２団地内の駐車場に入れなく
て路上にあふれている車があります。工
事の邪魔にならない場所でいいので、そ
の場所に車を置かせてください。

冬の除雪等にも影響があるので、対応します。

集乳路線は優先的に除雪すると聞いてい
ますが、収乳時間の８時に間に合わない
ことが多いです。できればその前に空け
てください。

基本的には、通学路、集乳路線が先にとなっています。間に合うように
対応いたします。

町道大正橋西線の歩道の除雪が非常に悪
いです。歩道が凸凹で子ども達は車道を
歩き、大変危険です。

先日、歩いていたところ、きれいに通学路が除雪されていませんでし
た。最初の除雪が遅れたため凸凹に踏み固まり、それにより次の除雪も
きれいにならなかったことが原因とわかりました。通学路となる歩道を
優先して除雪を行うように指示しました。

質問・意見・要望事項 回         答

○アクセス道路である町道開陽中央線や
道道女満別福住線は、今後どのように整
備しますか。
○開陽中央線について、女満別東藻琴間
のアクセス道路としてきちんと整備すべ
きです。

町道開陽中央線は、延長１０ｋｍで総事業費１５億円程度と試算してい
ます。来年度計画作成し、平成２２年度ぐらいから工事ができれば良い
と思っています。
また、道道女満別福住線は当初より遅れています。測量や畑かんの移設
をしています。来年には、工事着手の予定です。北海道へは早期の整備
を要望しています。

○町道本郷西２号線について、できてか
ら年数が経過し、波を打つなど路盤が悪
い。対策をとってください。
○運動公園から大東・大成への広域農道
の舗装の痛みが多い。水道管の横断した
ところが特にひどいので、対応してくだ
さい。

道路の補修については、傷んでいる
ところから順次修繕をするように担
当課に指示しました。

上下水道の整備で、市街地の歩道・車道
が凸凹となっている。整備方針はどのよ
うになっているのか。

平成２０年度の道路補修費は、上積みを予定しています。今までは郊外
地区の未舗装道路を中心に整備してきましたが、今後は、市街地の歩道
の整備を重点に実施して行く予定です。現況の道路幅の中で、車道を狭
めて歩道整備をしたり、退避帯を作ることも考えて整備していきたいと
思います。

道道網走川湯線の末広地区にあるＳ字カ
ーブが改良されよくなったが、そのまわ
りの取り付け部分の道路について、大空
町の負担はいくらですか。また、あの狭
いところに取り付け道路が多く、幅も狭
い。危険ではないでしょうか。

扱い上は取り付け道路として、北海道が整備を行
いました。

麦乾施設への搬出経路で、時間短縮と経
費削減のため福富と開陽を結ぶ線を改良
してください。

保安林があり、除外には時間がかかります。道路現況を確認し、両方の
地域の意見を聴いてみたいと考えています。

質問・意見・要望事項 回         答

簡易水道が平成２１年度供給予定と聞い
ていますが、どうなっていますか。

予定通り進んでいます。対象となるところについては、個別に説明して
います。後から担当者から連絡いたします。

日進地区の水道管が浅いので、プラウが
ひっかかります。

道路改良時に移設を行うようにしていきたいと考えています。

上 下 水 道

除 雪

道 路
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質問・意見・要望事項 回         答
平成１８年度決算の未収金の内訳はどの
ようになっていますか。
また、ちゃんと納める人とそうでない人
の不公平感が出ないようにしなくてはい
けないと思います。

町民税や固定資産税などの税金、公営住宅使用料、旧東藻琴地区で実施
した国営事業の分担金などが未収金の主なものとなっています。
町では、町税や使用料等の収納に力を入れていますが、未収金は年々増
えてきています。納めたくても納められない人のほか、納められるのに
納めない人もいます。そのような人に対しては、基準を定め、不動産・
給与・預貯金の差し押さえのほか、国民健康保険被資格者証の発行（病
院窓口で医療費の１０割を負担し、申請により保険分を支払う）、町営
住宅の明け渡し請求や給水停止など、厳しく対応していくこととしてい
ます。

財政状況が楽になったように聞こえます
が、本当に大丈夫ですか。

厳しいことは事実です。合併したことにより自由裁量の選択肢は増えま
したが、昔のような予算にはなりません。知恵を出し合い、限られた財
源で効果を上げなければならないと考えています。
町の貯金は、平成１９年度末で約２６億円になります。１９年度中に借
入金の一部繰上償還を行う予定です。一方では、合併特例債を用いて貯
金をします。それでは変わらないと思われますが、返済予定の借入金は、
全額税金で払わなければなりません。合併特例債を用いた貯金は、毎年
の元利償還金の約７割を国が負担してくれます。さらに２０年度は、利
率の高い借入金を繰上償還する予定です。

財 政

質問・意見・要望事項 回         答

㈱テムリックの現状を聞かせてくださ
い。

１１月初旬に役員が来町し、休止、撤退との説明があり、さらに他の企
業への売却先も探したいという内容でした。町として財政支援をしてい
ませんが、もったいない施設と思いますので、何かご提案があればお聞
かせください。
また、現状については、地区総会等で担当者から説明させていただきた
いと思います。

誘致した企業が撤退後、跡地の活用・整
理をすべきだと思います。

企業の誘致は、難しい状況です。町有地や旧女満別食品、旧東京電波跡
地など、企業や北海道にＰＲしています。工場誘致に限らず、地域の活
力につながる事業展開があればいいと思っています。

企 業 誘 致

質問・意見・要望事項 回         答

自治基本条例制定のスケジュールは、ど
のようになっていますか。

自治会から推薦された策定委員でスケジュールを練っていきたいと考
えています。また、自治基本条例は、制定までのプロセスが大切であ
り、平成２０年度末を目処に策定したいと思っています。

自治基本条例策定委員の地域推薦は、自
治会長でなくてはいけませんか。
また、女性の意見を聴くようにしたほう
がいいのではないでしょうか。

自治基本条例策定委員の地域推薦は、自治会長に限定しておらず、どな
たでも構いません。
また、女性の意見を聴く機会も必要だと考えています。

自治基本条例を制定した後に、見直しを
行うのですか。

制定後の見直しについては、随時検討します。

住民の意見を聞く体制を作るほうに力を
入れたほうが良いと思います。

自治基本条例は、住民の皆さんに今まで以上に行政へ関心を持ってもら
う制度です。議会議員や行政の負担が減るわけではなく、逆に負担が増
えることになると思います。

自治基本条例の関係で、広報で説明して
いるから、一通り説明したという結論で
いいのでしょうか。
自治会連合会から下
ろして議論させた方
がいいのではないで
しょうか。

他市町では、それぞれ特色を生かした条例で内容も違っています。皆さ
んの認識の度合いが異なります。策定委員会の中で条例について、十分
に周知を図りながら進めていきたいと考えています。今まで、物事を決
めるときのプロセス（手順）が異なっていました。事前公表や町民の声
を聞くなど、まちづくりのルール作りを目的として、皆さんの参加を得
ながら本町に合った条例策定を考えています。広報だけでは情報が十分
に行き渡らないことが予想されるため、策定委員の方には、地区で策定
の経過や内容などを伝えていただきたいと考えています。

自 治 基 本 条 例

8 平成１９年度ふれあいトーク報告書



ま ち づ く り

質問・意見・要望事項 回         答
実質公債費比率は、事業を行わず、比率
を下げるということですか。

借金の返済、水道管路や芝桜公園の整備、女満別小学校の改築や道路工
事等の事業を実施しながら下げていくこととしています。

実質公債比率について、国の
規制はありますか。

実質公債費比率が１８％以下のときは、国の許可なく起債の借り入れ
ができますが、１８％を超えると、国の許可が必要になります。さらに
２５％を超えると借金の制限や財政健全化計画を策定し健全化を図らな
くてはなりません。２５％を越えないように対策を講じています。少し
でも比率を下げる努力をします。

国、道の財政事情が非常に厳しい中、公
共事業の削減、平成２７年までの財政推
計にどのように影響してきますか。

町の予算は、国からの地方交付税が大きなウエイトを占めています。国
の見通しが示されており、これに基づき推計しています。平成２０年
度は地方交付税が増える見込みとなっていますが、将来はわかりませ
ん。毎年見直しをしながら進めていきたいと思います。

所得税と住民税の負担割合が変わりまし
たが、町の歳入に影響はありませんか。

国の意向に関係なく町税として課税できることはいいことなのです
が、平成２０年度は品目横断的経営安定対策の影響で税収が減る見込み
です。地域の景気動向がそのまま町税に反映されてしまうなど、今の経
済状況では不安な部分でもあります。

質問・意見・要望事項 回         答

人口１万人以下の町村については、自
治の制限があるような話がありました
が、どうなっていますか。

地方制度調査会で出された案ですが、研究者や担当者によって色々考
え方の違いがあります。不透明であり、拙速な動きは無いと考えていま
す。

合併の効果がよくわ
かりません。

合併したことにより、選択肢が増えました。もし、合併していなけれ
ば、さらに経費の削減に力を入れなければならなかったのではないかと
思います。
国からの交付税や補助金などでは、合併していない自治体から比べる
と３億５千万円程度多く交付されています。旧町村の時には、積み立
てていた基金の取り崩しをしていましたが、国の財政支援もあり、基金
を積むことができました。皆さんが実感できる状況にはなっていません
が、努力していきます。

実際に合併したから負担増になったりし
ているものや合併したことのメリット・
デメリットの情報提供をして欲しい。

うまく住民に伝わっていないところもあります。ＰＲしていきたいと考
えています。

今国で行っている地方再生について、大
空町では何か企画してやっていますか。

総合計画の実施計画を実行する段階で、地方再生事業を活用できれば利
用していきます。農林水産省では、今まで補助事業と言われていたもの
を交付金という形で実施できる事業が新設されました。情報をいち早く
キャッチして、検討していきたいと考えています。

総合計画の中で人口は、どのような見方
をしていますか。

現時点の人口が約８，５００人、現在の状況が続けば平成２７年には
７，９００人程度となる予測をしています。色々な事業を行いながら下
げ幅を少なくし、目標は８，０００人を見込んでいます。

○施設の利用料等は、無料をやめて有料
にすべきなのではないでしょうか。
○施設の利用料等は、無料から有料にす
るのはまだ早いのではないでしょうか。

施設の使用料は、平成２０年度に見直し、検討を考えています。地域間
の同一施設に使用料のばらつきがあります。
また、全て有料化にするという方針でもありません。使用料を取ること
によって人の配置が必要となり、使用料以上の人件費が掛かる場合も想
定されます。十分な検討、議論をしていきたいと思います。

各種団体への補助金
削減の話があるよう
ですが、本当ですか。

見直しの基本的な考え方を作成しました。団体の運営費に対する補助か
ら事業費に対して補助をする仕組みに、切り替えていこうと考えていま
す。平成２０年度には、見直しのための協議を行います。内容を精査
し、団体との協議等を通して検証していく考えです。見直しイコール削
減ではありません。必要な部分に対して補助し、皆さんが納得できる水
準にしたいと考えています。

移住対策として、東京のサラリーマンな
どに畑を貸すので作ってみてはというア
イディアはどうでしょうか。

宅地の販売で畑付きまで難しいですが、都市部の方々の呼び込みにも力
を入れています。季節ごとに大空町に滞在していただくためのお試し移
住など、各種移住対策を行っています。

広報の配布回数を２回から１回にしてく
ださい。配る方は大変です。

月に１回では、情報が古くなるため、回数については今のままで行いた
いと考えています。配付方法は、今後検討したいと思います。 
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質問・意見・要望事項 回         答

職員の不祥事とは、何をしたのですか。
また、どうしてこのようなことになって
しまったのですか。

教育委員会の職員が、平成１８年度分に係るスクールバスの燃料代等を
未払いのまま放置していたという不祥事が、平成１９年６月末に発覚し
ました。
その後、語学指導助手に貸与している公用車の車検切れを承知していな
がら、適切な事務処理を怠っていたことが新たにわかりました。
当該職員も深く反省しなければなりませんが、組織として不適切な事務
処理を発見できなかったことが大きな問題です。関係職員の厳正な処分
を行いました。今後は、法令を遵守するとともに再発防止のため、内部
のチェック体制や連携をしっかりと行っていきたいと思います。

職員給与の削
減は、削減期
間に時限があ
りますか。職
員給与の削減は最終手段であって、ぎり
ぎりまで職員給与は下げない方がいいの
ではないか。

平成２０年度と２１年度の２年間、職員給与の削減を行います。町の財
政がどうにもならなくなってからの削減を行うのでは、ほかに選択肢が
無くなり、大幅な人件費削減は職員の生活を圧迫してしまいます。最悪
の事態になる前に実施し、財政の早期健全化を図ることが大切であると
考えています。
また、行政需要に見合った職員定数の適正化のため、計画的に職員数を
削減し、人件費を抑制していきます。

職員を社会福祉協議会や特養へ出向を考
えてみてはどうでしょうか。

現在、社会福祉協議会へ職員を派遣しています。特別養護老人ホームを
経営している地元の社会福祉法人への職員の派遣は、町の職員体制も考
慮したうえで検討します。

質問・意見・要望事項 回         答

○議員定数を減らすことがいいことなの
でしょうか。議員報酬を下げて、定数を
減らさない方法もあるのではありません
か。
○町長や職員は給与を削減するが、議会
はどうするのですか。

議会で定数・報酬等について、議論がされるようです。意見について
は、議会に伝えます。

町 職 員

質問・意見・要望事項 回         答

町の街灯が切れていたとき、どうすれば
いいのですか。

役場に連絡をください。すぐに対応します。

年金の照合がつかないという関係でとて
も不安です。

町は、平成１３年まで事務を預かっていました。それまでの記録は、町
で保管していますのでご安心ください。
現在は、北見社会保険事務所から照会があればデータを確認し、写しを
添付し、提供しています。これから受給される方は、確認されることを
お勧めします。

そ の 他

議 会

質問・意見・要望事項 回         答

ごみのポイ捨てが多くなってきていま
す。何か対策をしたほうが良いと思いま
す。

ごみの有料化によって分別が進んでいる半面、コンビニに捨てた
り、道路に捨てることが多くなってきています。抜本的対策はありません
が、道の駅などで観光客用の有料ゴミ袋配布の実証実験を行う予定で
す。

財政が厳しいからできないという発想を
変えなければ、いけないのではないので
しょうか。

予算が無いからできないと言わない様に職員に伝えています。話の発端
にこのように言ってしまっては先に進みません。議論にもならないと思
います。

国の公共事業が３％削減となるようです
が、大空町への影響はありますか。

現在、国営の事業は実施していません。国道３３４号線の要望をしてい
ますが、それらに影響があるのではないでしょうか。

昔、結婚式を東藻琴農村環境改善センタ
ーでやっていたと思いますが、今も結婚
式ができますか。もし、結婚式を改善セ
ンターでやれば地元にお金を落とせると
思います。地産地消の観点からも必要で
あると思います。

結婚式を網走や北見などで行うことが増えました。生活改善運動のよう
に地元を使おうという運動が必要なのかもしれません。
東藻琴農村環境改善センターは、特別なことが無ければ冠婚葬祭に利用
できないイメージがあるようですが、そのようなことはありません。是
非、皆さんでご利用ください。
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