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平成２５年度　ふれいあいトーク報告書

地区 要望・質問等 返答（修正後）

開陽 　議会等の高齢化が進んでおり、若い人が少なく、行政に携わるのは～
の会長を何十年やっていましたというような方ばかりに感じます。

　他の地域を見ても年齢層は高くなっていると思います。しかし現役の事業者の方々が議員を兼ねる
のは厳しいものがあると感じています。自分の仕事が忙しいので、なかなかそのようなところに出て
頑張ってみようという気持ちにならないのではないかと。その原因としては議員の定数、報酬を減ら
してきたことが一因になっているのではないかと感じます。安い報酬で年間に何百日も出役をして、
そして選挙の時には何百票もの票をいただかなかければ当選するかどうか分からないというところに
チャレンジする勇気がわかないと話をお聞きしたことがあります。
　行政の方もプランを持ちながら皆さんに投げかけていきたいと思います。

中央
（女満別）

　ふるさと納税をすると特産品がもらえるという自治体が増えているよ
うですが、大空町ではそのような制度は行っていないのでしょうか。
　特産品だけではなく、宿泊代を助成するなど幅広くふるさと納税を集
められるような方法を考えてほしいです。

　「ふるさと納税（ふるさと応援寄付金）」制度は、『ふるさとを応援したい』という納税者の思い
を実現するため、寄付金控除一部改正により平成20年度に導入されました。寄附者の皆様からの温か
い善意は、大空町のまちづくりにぞれぞれ活用させていただいており、過去３ヶ年のご寄附は、
〔H24＝25件・12,343千円、H23＝29件・11,120千円、H22＝37件・6,475千円〕の実績となっていま
す。なお、特典付き寄附の導入については、近隣市町村の取組み状況等の情報を収集・把握し、今後
検討していきたいと考えています。

山園
　今まで介護保険料の金額を、年末調整の時に記載できていましたが、
今年から取り扱いが変わり記載しなくなったのはどうしてなのでしょう
か？

　今までの経過としましては、農政協に加入している農家の源泉徴収票を作成するにあたり、国保
税、介護保険料を各担当課から聞き取り申告に使っていたところです。年金の特別徴収における介護
保険料は、年金を受け取るときに天引きされているため、年金の源泉徴収票に介護保険料が記載され
ています。また、給与の源泉徴収票にも介護保険料が記載され、重複している場合は修正していまし
た。しかし、確定申告をする場合、社会保険料控除をあわせて申告されてしまうことも考えられるの
で、税務署の指導により今回変更しました。

湖南 　税金などの不納欠損の件について教えてください。

　約２千万円の不納欠損をしました。税金などは当事者が亡くなったとしても相続人に請求したり、
保証人がいれば保証人に請求することになります。どうしても税金などが回収出来ないものについ
て、不納欠損や債権放棄をすることになります。本来、毎年整理していくべきものを事務の不手際で
今回まとめて不納欠損するという形となり、大変申し訳なく思っております。

女満別市街

　税金などの町の債権について町が不納欠損の提案をし議会も認めたと
報道されましたが、納税が義務だと思っている町民からすれば、納税し
なくても最終的に債務がなくなった事実を目の当たりにすると、まじめ
に納付してきた人の納税意欲を損う結果となったのではないでしょう
か？

　今回の不納欠損については、適切な時期に適切な事務処理がなされていなかったことが原因です。
　今後は町の債権の管理に関し必要な事項を定めた債権管理条例に基づき、町の債権の管理の適正化
を図り、町民負担の公平の確保に努めてまいります。

女満別市街
　税金などの収納率を１００％にすることは現実的に難しいことだと思
いますが、今後も税金を納めない人の債権は不納欠損を行い債権放棄し
ていくのでしょうか？

　不納欠損については、相続放棄された場合や行方不明となり所在が確認できない場合など、やむを
得ない理由により、債権を放棄せざるを得ない場合に行います。納税できるだけの収入がある方から
は、徴収していくことになりますので、納税しない人の債権をすべて放棄するとの意味ではありませ
ん。

女満別市街 　税務担当職員への処罰等を行うべきであったのではないでしょうか？
　処分ついては町長も含め過去の経歴にわたり数十名の職員を処分しており、他の職員にも今回のこ
とを重く受け止めなければならないという趣旨で訓示を行っています。

女満別市街
　税務担当職員が数十名処分となったことは、理解しましたが、職員か
ら金銭的な負担を求めるべきでないでしょうか？職業として税務を担当
している以上は責任があると思うのですがどのように考えていますか？

　国家公務員の給与に準じて7月以降の町職員の給与も減額しております。今回の不納欠損処分と直
接的な因果関係とはしていませんが、今回のことを重く受け止め襟を正す意味も含めた減額であった
と考えています。
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平成２５年度　ふれいあいトーク報告書

地区 要望・質問等 返答（修正後）

女満別市街

　これまで、不納欠損すべき時に不納欠損してこなかったために、まと
めて整理したとの説明でしたが、これまで何年も議会に報告して決算特
別委員会などでの審議を得て承認を得てきたことの経過はどういうこと
なのでしょうか？議会にも責任はあると思いますが、どうでしょうか？

　町から議会に対しての報告が、その段階での滞納額の債権が「放棄すべきものもある」との説明が
なされていなかったと感じています。だた、町としてその事実を認識した段階で、整理すべきものは
整理し、お詫びすべきはお詫びし、新たに取り組むべきものは今すぐに取り組むべきであると考え、
その内容を議会に説明したところです。

西区 　西区に「子供飛び出し注意」看板が建っていますが、除雪したら一度で埋まる
ような看板です。もっと丈夫なものを建ててほしいと思います。

　「こども飛び出し注意」看板はずっとでなく必要な期間が限られているので、あまり頑丈なものは設置しないよ
うにした経過もあります。少し様子を見て対応を考えたいと思います。

千草 　野球場の速度違反実施は、何とかなりませんか？
　町では交通安全を推進する立場から取り締まりについては言えませんが、道路の状況に合わせて制
限速度を変更出来ないかという要請をしています。
　また、登坂車線をつくるようにも要請しているところです。

開陽 　不法投棄についてお伺いします。

　「不法投棄禁止」の看板があると余計に投げられてしまうケースがあることから、現在は看板を全
て撤去している状況です。毎年町内を巡視したり住民からの通報を受け、職員が回収していますが、
自治会活動支援交付金を活用した自治会の自主的な取り組みでも良いと思います。
　自治会からの要請があれば地域担当職員や担当職員との合同回収も可能と考えております。

西区

　緑地帯の刈った草、落ち葉の処理は燃えないごみとして周辺の人が集めてく
れていますが、なかなか持っていってくれないのと、わざわざお金をかけて燃え
ないごみに出さなければならないのかという問題があります。役場が集めたもの
はテニスコート横に枯草や枝などを堆積していますが、そこを指定してもらったら
どうなのでしょうか。あそこはどういう利用をしているのですか？

　テニスコート横に堆積した草・枝は公園で刈って集めた草や公共施設の樹木を枝払いしたものを一
時的に堆積しており、最終的に女満別の最終処分場に運んでいます。
　本来公共物から出たものはボランティアごみとして町から配布した袋に入れてもらっています。ボ
ランティアごみ袋が必要な場合は、住民課住民グループ、住民福祉課住民グループへご連絡くださ
い。

西区 　1日、15日の一斉清掃で集めた土や石はどこに置けばいいのですか？
　ステーションにおいてあっても収集されないものもあります。

　歩道等のわかりやすい場所に置いてください。また、きちんと収集するように徹底します。

千草 　空き屋が目立ってきています。町で取り壊しに補助等できませんか？
　町では、空き屋対策について庁内で論議しており、来年度中には、制度を立ち上げたいと思ってい
ます。

福富
　公営住宅を農村部に作ってほしいと思います。
　中札内では３５年前ですが、農場付きの公営住宅があったように記憶
しています。

　清里町の札弦や置戸町の勝山、佐呂間町の若佐など集落のあるような地域であれば必要だと思いま
すが、大空町のように散在型の地域に公営住宅を作ることは様々な意見があるのではないかと思って
います。
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地区 要望・質問等 返答（修正後）

開陽

自治会、区の見直しは自主的にやっていかなければ、行政に関わる人
口が少ないといった理由で減らしていくとひずみが生じると思います。
その生じたひずみに対するカバーが必要だと思います。自治会の縮小を
放置し、そこの中で行政に対する意見を述べる場所があるかといえばあ
りません。

システムだけでも女満別と東藻琴を一つにするなど、大きいくくりを
作った後に小さいくくりを作った方がいいのではないでしょうか？

　自治会連合会に自治会の再編に取り組みを呼びかけて、町としてもひな型を示し、議論するといっ
たことがあってもいいのではないかとここ４・５年話をしています。しかし、なかなか話が進んでい
ない現状です。
　行政に話をいただくのももちろんですが、自治会連合会の中でも声をあげていただきたいと思いま
す。役場内部では、自治会の今後の在り方を考えると例えば３つ～４つがまとまり自治会は自治会と
してありながら、何かやるときの大きな集合体を１つ別においてもいいのではなどの議論をしていま
す。決して放置しているわけではありません。かたや地域に行くと少なくて困ったという話を聞き、
バレーボール大会なども人数が少なくて出られないというところが市街地などにも出てきているの
で、そのような閉塞感は解決しなくてはいけないと感じています。町民運動会を１０年の節目のイベ
ントとして企画したいと教育委員会に伝えていますが、そのような際に大きいくくりで出てもらうよ
うなことも想定しながらきっかけづくりをしていこうと思っています。東藻琴からは農協の組織が分
かれているといった理由でなかなか交流が進まないという話がありました。自治会の隣どうしの交流
だけではなく、いろいろな自治会との交流会を企画するなどのきっかけづくりも必要ではないかと
思っています。

住吉 　公民館祭りを町がビックデーをやるからということで廃止したことに
ついて伺います。

　公民館祭りについては、ビックデーをやるからやめてもらうということではありません。むしろ、
地域独自の自治会活動として公民館祭り等、多くの事業に取り組んでほしいと思います。
　また、事業の実施にあたり、事業運営の協力など地域担当職員の参加要請も行ってほしいと思いま
す。

西区
　今年団地内の緑地帯の剪定をしてもらいましたが、公園や団地内に邪魔な木
が出てきており、周辺の民地に木の根が張ってきています。
　まとめて処理してほしいといった場合可能ですか？

　樹木の伐採の要望は他の自治会からもあります。昭和40年～50年代に公園や道路整備をした時に植
えたものがほとんどです。剪定しないで伸ばし放題にしてきたことが問題であると思っています。危
ない所や周りに迷惑をかけているところは切らなければなりませんが、それ以外のところは剪定な
ど、どのようにしていくか一度総点検するようにしたいと思います。

西区
　自治会連合会で誰も手の掛けれないところの草を枯らそうと各自治会に除草
剤の配付を行いました。使い方として道路の縁石や歩道に生えている所に散布
しましたが、定住団地の緑地帯（植樹桝）の手つかずの所も枯らしてもいいです
か？

　道路や縁石への散布は問題ないと思いますが、植樹桝については花や樹木がある場合は使用しない
でください。

西区
　地域としてだんだん歳をとり、除雪もままならなくなってきますが、行政として地
域が存在できる年齢みたいなもの、存続が可能かという試算をしたことはありま
すか？

　みなさんが思っている以上に地域の底力はあると思っています。
　東藻琴の場合は1次産業がしっかりしているので、それはしっかり守らなければなりません。商工業がどんど
ん発展していく可能性は少ないかもしれませんが、福祉というものをしっかり残していけばサービスを提供する
若い人たちがそこに付いてきます。
　今考えているのは、ここ何年かは教育にも色々なところで力を入れており、幼稚園・保育園の費用もかなり抑
えて、乳幼児医療も拡大しています。若い方に仕事は網走でも美幌でもいいからここに住んでもらう施策を考え
ています。消費サービスがすべてこの町でなくても、安心して子育てができるということをＰＲして宅地の売り出
しを検討していこうと考えています。

西区 　樹木は大きくなってくると邪魔になってくる場合もありますが、地域として何が
必要で不必要か再検討するようなことが必要ではないでしょうか？

　樹木等については、総点検をし剪定できるもは行い、ダメなものは伐採し使えるものは残していくようにしてい
き50年、100年後に良い木を残してよかったと思われるようにしていきたいと思います。
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平成２５年度　ふれいあいトーク報告書

地区 要望・質問等 返答（修正後）

大東 　大東公民館内に霜柱が立っている箇所があるので、対処をお願いしま
す。

　現地を確認しました。公民館の床下は裏山の差し水の影響からか、湿気が多く床下に強制換気装置
を設置し湿気対策をしていますが、冬期間は強制換気を止めているため、床下の湿気の高い空気が敷
居の隙間から噴出した際に冷気の影響を受け霜が付く状況になっているものと思われます。床下に発
生する湿気の原因究明が課題となりますが、現在のところ建物の基礎工事が必要と言われています。

中央
（女満別）

　中央の公民館の天井にひびが見られるのですが、耐震は大丈夫です
か？

　耐震基準の調査等は基本的に終わっているので確認してお知らせしたいと思います。
　それから原因を調査し、どういった対応が良いのかを考えていきたいと思います。

中央
（女満別）

　中央の公民館の駐車場に砂利が少なくなってきており、雨が降ったら
水が溜まってしまうので砂利を入れてほしいです。

　砂利を入れるようにしたいと思います。

東藻琴市街

　自治会館のトイレの水洗化について検討していただければと思いま
す。
　冬期間の凍結防止や合併浄化槽など維持費がかさむ部分もあると思い
ますが、ある程度の維持費の試算も行ったうえでご検討いただければと
思います。

　女満別の公民館のトイレは単独浄化槽や簡易水洗などさまざまですが、大部分が水洗になっていま
す。
　維持費についてもその実績を参考にしながら金額的なものを積算したうえで東藻琴地区の自治会館
の水洗化について年次計画などを作成して実施していきたいと思っています。

福富 　ＡＥＤを各会館に配置してはどうでしょうか？
　講習会などをセットで考えていかなければならないと思います。設備があっても使い方がわからな
いと利用できないので、そうしたことも考える必要があると思います。

日の出町第２
　灯油の盗難、倉庫内の漬物樽の盗難等が町内でありました。
　防犯対応について、どのような考え方でしょうか？

　警ら巡回活動をやっていることをアピールすることは防犯上効果的のようです。町内でも盗難事件
が発生しており、不定期に巡回をするなどについても防犯協会とも調整を図りたいと思います。人感
センサーライト等も防犯効果が高いようです。色々と検討していきたいと思います。

上東・旭台
（町から）
　町の方で町民の皆様の節目節目に全額補助をする健康診断を実施して
おりますので、皆様是非健康診断を受けて頂きますようお願いします。

　特定健診は30歳以上の国民健康保険の加入者が受診でき、40・45・50・55・60・65・70歳に年度中
になる方にピンク色の「特定健康診査受診券」を６月頃に配布しています。町で実施している総合健
診では、同時にがん検診も受けられます。是非年に１度身体の状態をご確認ください。病院に通院中
の方も受けられます。また、職場で特定健診を受診している方は結果を役場までご持参ください。写
しをとらせていただきます。

山園 　人間ドッグを受診するにも、酪農家たちは搾乳してからとなると大変
で、８時までに厚生病院に行くのが困難な状況です。

　町では特定健診とがん検診を同時に受診できる総合健診を実施しています。
　東藻琴ふれあいセンターフロックスと女満別研修会館で年7日実施しています。受付時間は7時～11
時と酪農の方でも受診しやすい時間に設定していますので是非ご利用ください。
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豊里 　特定健診の対象は、何歳の方からですか？
　特定健診の対象者は３０歳以上の大空町国民健康保険加入者又は、後期高齢者医療加入者です。受
診の方法は、町が夏と冬に開催している総合健診を受診していただくか、網走厚生病院の人間ドック
を受診して下さい。また、個別健診として女満別中央病院や東藻琴診療所でも受診できます。

本郷 　高齢者タクシーの結果について教えてください。

　平成24年度の1～3月、平成25年度の9～11月に高齢者等移動支援（乗合タクシー）事業を実施しま
した。両方合わせた結果としては、登録者は54人で高齢者数863人のうち6.3％の登録率でした。実利
用者は21人で登録者の38.9％の利用率となり、運行実績は、1日1往復で150日の運行予定に対し、96
日の運行で64％の運行率となりました。利用目的としては、サークル、通院目的が共に33％と主たる
目的となっています。1回の平均乗車人数は、25年度が1.4人、26年度は1.7人でした。２年間の結果
は、登録者54人、利用人数21人と決して多くない結果でした。利用に対して聞き取りをすると時間帯
が合わない、将来的に利用を考えているが今は利用しないなどの意見がありましたので、庁内の地域
交通システム検討会議にも諮りながら、周知方法や運行方法など今後に向けて更に検討していきたい
と考えています。

大東

　国民健康保険税の切り替えについて、毎年の更新から２年に１度くら
いにはできませんか？
　また、時期についても９月～１０月と農作業の繁忙期であるため少し
ずらしてもらえると良いのですが。

　国民健康保険被保険者証を毎年更新する理由は、大きく２つあります。１つ目は、国民健康保険は
市町村単位で構成されているため、会社の健康保険と比較して加入や脱退の件数が多く、国民健康保
険の窓口に未届けの方も多いことから、加入者に今一度、更新時現在の加入状況の確認を促すことに
あります。２つ目は、保険料を理由なく長期間滞納している方の被保険者証を、数か月の有効期間し
かない短期被保険者証や、医療機関の窓口で全額自己負担をしなければならない資格証明書に切替
え、滞納者との接触の機会を増やし、収納を確保することにより、加入者間の負担の公平化を図るこ
とにあります。
　現在の国民健康保険被保険者証の有効期限が９月末のため、９月中の更新をお願いしています。こ
れまでは曜日ごとに地区割をしながら1週間程度で更新手続きをしていただいておりました。26年度
は、地区割は継続しつつ期間を延長することで、指定日に都合が悪い場合は別の日に更新をしていた
だけるようにし、より更新しやすくなるよう努めてまいります。

大進 　病院の先生は、ずっといてくれる先生がいると安心できるのですが。

　平成26年４月より新たな医師が東藻琴診療所所長に就任しました。平成22年度に国保診療所から指
定管理者となってから５人目となり、なかなか地域に定着していただけない状況が続いております。
理由は体調不良や家庭の事情など様々ですが、地方での医師確保が難しくなっているなかで、苦労し
ながら医師を探しているのが現状です。町としても医師が地域に定着していただけるよう指定管理者
との連携・協力の強化を図っていきます。

5



平成２５年度　ふれいあいトーク報告書

地区 要望・質問等 返答（修正後）

東藻琴市街

　安心安全カードを配布し地域で互いに見守る取組を行っています。行
政や民生委員、社会福祉協議会など独自に役割は果たしていますが、個
人情報の法律の関係から、年齢や障がいなどの情報の共有化ができてい
ないと感じています。ただ福祉的なボランティア活動など目的が明確な
ものに対し条例などの整備の中でそうした情報をなんとか行政側から提
供できる仕組みはできないだろうかと考えてしまいます。支援を必要と
している人のために地域の住民で何とかしたいのですが、情報がないた
め苦慮しているところです。実際には支援を必要とする人たちの総合的
な情報は行政しか持っていません。そうしたことを踏まえ情報を出すこ
とができる仕組みを構築した自治体があると新聞で見たこともありま
す。なかなか難しいとは思いますが、そうした流れや動きは無いので
しょうか？

　役場内部の部署間の情報共有についても法のしばりから連携が取れない現状もあります。現実的に
は今の法解釈から役場外部への情報提供は難しいところもありますが、せめて内部での情報の共有化
はルール作りをしたうえで進めていかなければならないと感じています。昨年6月に「災害対策基本
法等の一部を改正する法律」が成立し、災害対策を目的として要支援者の名簿について行政内部で利
用することが可能になりました。また、災害の発生に備えて避難支援等の実施に必要な限度で消防・
警察、民生委員や社会福祉協議会、自主防災組織、支援に携わる関係者に名簿情報を提供できる事に
なりましたが、町の条例に特別の定めのある場合を除き、提供について本人の同意を得られない場合
は、この限りではないとされています。現在、法改正に基づいて北海道は「災害時における高齢者・
障がい者等の支援対策の手引き」を策定中でありますので、その手引きに関して情報等を収集しなが
ら、また、個人情報保護法、大空町個人情報保護条例など関係法令等とも精査したうえで、名簿情報
について適法な範囲で提供するようにしていきたいと考えています。自治会とは少し異なる組織では
ありますが、仮に自主防災組織なるものをつくるのであれば、いずれにしても自治会が母体となり進
めていかなければならないと考えています。そうしたところから法的な部分に風穴を開けて進めてい
ければと感じています。

千草 　民生委員で、月に一度回っているという人もいるようですが、千草地
区は２～３年回っていないように思いますが、どうなのでしょうか？

　民生委員の職務については、民生委員法により住民の生活状態を必要に応じ適切に把握しておくこ
となど定められておりますが、担当区域により訪問活動に差異があるのが現状です。特に農村地区は
自治会や農家の会合等、情報収集が比較的容易であること、また現役世代の委員は農繁期に活動でき
ないなどの理由により訪問回数が少ない傾向にあります。しかしながら、町としても独居高齢者の安
否確認等出来る限りの活動をお願いしたいと考えておりますので、民生委員協議会定例会等で積極的
な取り組みをお願いしていきます。

豊里

　地域でも高齢化が進展する中で、特別養護老人ホームなどの施設入所
も順番待ちの状態です。既存施設の増設や施設新設など、今の段階で町
が考えている対応策などはありますか？
　介護保険料のアップなどにつながるかもしれませんが、地域での雇用
促進というメリットもあると思います。

　現在の大空町の状況は、特別養護老人ホームが女満別60床、東藻琴30床の計90床あります。そのほ
か、民間経営のグループホームが18床、生活支援ハウスが両地区あわせて約30床、高齢者の方向けで
生活援助員の方が見守りをするシルバーハウジングと呼ぶ公営住宅もあります。特別養護老人ホーム
入所待機者は、実数で約78人ほどいらっしゃいます。その中で、本来入所するべき方で入所できてい
ない方が、十数人いると受けとめており、在宅介護も充実させながら施設整備も進めていく必要があ
ると考えています。３年ごとに介護保険計画を見直していますが、今の計画は平成24年から26年の３
か年になっており、この計画期間中にグループホームの18床増床を予定しています。施設を整備する
と、町の負担と同時に皆さんに負担いただく介護保険料も増えます。多いところでは8,000円台の介
護保険料を納めていただいている自治体もありますが、その分施設などの受け皿はしっかりしている
状況です。平成27年度から29年度までの介護保険計画を平成26年度に策定する予定ですが、その中で
特別養護老人ホームの増床計画など、何らかの内容を盛り込んでいければと思っています。

豊里

　介護を必要とする方がいると、仕事をするのにも影響が出てしまいま
す。
　農協が出資して介護施設を整備しようという話も出ているくらいで
す。

　JAは、厚生連という組織をつくり、戦後地域医療に貢献してきたという経過もあります。その中
で、ホームヘルパーの養成から施設整備までという考え方が出てきている状況です。大空町での特養
など施設整備率を見ると、人口規模にすると管内では高い位置にありますが、町外の方も入所する場
合があり、単純に人口規模で整備率を考えることは難しいところです。議論しながら、対応について
検討していきたいと思います。
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平成２５年度　ふれいあいトーク報告書

地区 要望・質問等 返答（修正後）

東藻琴市街
　寿クラブの活動の中で老人福祉センターフロックスを利用させても
らっていますが、音響施設が老朽化しており、モニターも色あせている
状況です。ご検討いただけたらと思います。

　老人福祉センターができた時の備品でしょうから、もう17.18年くらい経過していると思います。
部品もなく修理も難しいと思いますので、更新するなどの方法により対応したいと思います。

千草 　フロックス設置の運動器具について、使い方が解らないものがあるた
め、トレーナーを配置してほしいと思います。

　講習会を開催して対応したいと考えています。

明生 　フロックスの湯量が足りなくなり、湯温も下がってきたと思います。
ボーリングをやり直すなどの長期的な予定は無いのでしょうか？

　3年くらい前に温泉ポンプを直したので、今は元の湯量・湯温に戻っていると思います。

ことぶきクラブ

　フロックスの音響施設について、マイク、プロジェクターなど老朽化
により使用に耐えない状況になっているので、もし可能であれば対応し
ていただきたいと思います。

　平成２６年度中に対応予定です。

ことぶきクラブ 　フロックスのトイレについて洋式にしてほしいと思います。
　洋式トイレは男子便所に１箇所、女子便所に２箇所、身体障がい者用便所に１箇所ありますので、
適宜ご利用ください。

新富 　子宮頸がんのワクチン接種は、今も町で推奨しているのでしょうか？

　子宮頸がん予防ワクチンの積極的な接種勧奨の再開の是非については、国で検討している状況で
す。そのため、現在は積極的な接種勧奨を取り止めていますが、子宮頸がん予防ワクチンが定期接種
の対象であることは変わりません。このため、接種を希望する方は定期接種として接種を受けること
が可能です。

末広 　大空町の入院率４６％と資料に記載されていますが、中央院病の病棟
は一杯なのでしょうか？

　一般病床４２床、療養病床４０床で、その時々で異なりますが、満床とはなっていませんので、入
院は可能です。

朝日 　医師不足の対策として、医師を探すのも良いことですが、学校（医
大、看護大）に行くための支援も必要ではありませんか？

　支援しても、卒業後に大空町以外に勤めてしまうことがあり、なかなか効果が現われないのが現実
です。大空町の病院に勤めていただけるのであれば、支度金というかたちで支援していきたいことで
調整を図っています。
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平成２５年度　ふれいあいトーク報告書

地区 要望・質問等 返答（修正後）

千草 　東藻琴総合支所に入ってもだれも挨拶をしてくれません。
　挨拶は基本であると思います。

　職員の電話対応や接遇対応等について研修を行っておりますが、不十分な点もあると思いますの
で、改善に努めてまいります。

福富

　東藻琴市街地においても光回線がつながりましたが、過疎地域のイン
ターネット環境について町からキャリア（ＮＴＴドコモなど）無線回線
の高速化について要望してほしいと思います。福富は既に中継基地もあ
り高速回線４Ｇ（ＬＴＥ）になれば利用者も増えると思います。今の中
継基地を利用して高速化の要望をＮＴＴにしてほしいと思います。

　平成２０年にデジタルテレビ化に合わせて国の補助事業において電波状況の悪い地域に光回線が整
備された経緯があります。しかしながら電波状況のいい大空町は対象となりませんでした。国では全
国的には人口状況からみて98％近く整備は整ったとして補助事業は行われていません。ただし、残さ
れている地域があるのは事実なので、そうした地域のために国の補助事業を要望することを現在実施
しているところです。町として、オホーツク管内としてもそうした要望は今後も強く行っていきま
す。また、ＮＴＴなどにも現在の中継基地の４Ｇ化するための技術的な部分の手法について確認した
いと思います。

明生
　光回線の整備は、どのような予定になっているのでしょうか？無線で
整備しても、結局は「やっぱり有線のほうがよい」ということになるの
で、お金の無駄だと思います。有線での整備をお願いします。

　東藻琴の市街地は引けるようになりましたが、農村部についてはまだの状況です。補助制度を作っ
てほしいと国に要望していますが、人口規模での普及率は既に国全体で9割を超えているので、国は
なかなか動いてくれないのが現状です。最終的には有線で引くことを目標として、引き続き要望して
いきます。

福富 　避難所の看板が会館にできたが、毛布や非常用の食糧はどうなってい
るでしょうか？

　会館は「避難場所」という位置付けです。過去には４０か所以上の避難所がありましたが、非常時
に４０か所以上の避難所を支援することは現実的に困難であるとの判断から、現在は各地区の会館は
一時避難場所としてとらえ、実際に一時的な非難に終わらない場合は改善センターなどの避難所に集
約する方針としました。毛布や非常用の食糧は、避難場所には設置していません。

本郷

　昨年３月の吹雪では、国道３９号線で車が渋滞という日に車の中で過
ごした人がいたり、湧別でも亡くなられた方もおりました。学校での毛
布と備蓄の食糧確保は管内的にもまだまだ対応できていないと思いま
す。本町では、タイミングが遅れて子供達が「集団下校」できなかった
ときのために各公共施設へ備蓄する考えはありますか？

　昨年の１２月末に昨年の３月２日と同じような低気圧の配置で大荒れになるかも知れないという情
報が２日～３日前から気象台からありました。備蓄については、既に役場に置いてある毛布などの備
蓄用品を「道の駅」などに事前に移動させたり、発電気・ストーブなどの準備なども行っておきまし
たが、結果的には使いませんでした。２６年度の予算では、「道の駅」の備蓄倉庫を確保し、ジェッ
トヒーター・寝具などの数を増やすこととしております。それを役場の防災倉庫と老人福祉センター
と道の駅に配置するということになっています。現在、学校の備蓄までは進んでいない状況です。学
校の備蓄についてどの程度用意したら良いのか議論はありますが、その方針は決まっていません。町
の防災用品の備蓄については、様々なところに予算を付けて確保していこうとしています。その他、
スマートフォンや携帯電話に「エリアメール」を送ることを前提として取り組みを進めているところ
です。
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平成２５年度　ふれいあいトーク報告書

地区 要望・質問等 返答（修正後）

山園

　緊急食糧の確保について、昨年の吹雪の時には、網走では身動きがで
きない人が農家のお世話になり、３日間も動けず農家の食糧もなくなっ
たとの話も聞きました。山園は道道が通っており、よく通行止めになる
ことからも食糧の備蓄が必要ではないかと考えていますが、どのように
お考えでしょうか？

　町の避難所として、東藻琴地区では農業構造改善センター、フロックス、小学校、中学校、高校、
Ｂ＆Ｇ海洋センターの６箇所となっております。各会館につきましては一時避難所の位置づけとなっ
ており、大きな災害があった場合には、先ほどの６箇所で対応させていただきたいと思っておりま
す。これにつきましては、各会館を避難所とした場合、数が多く職員の対応が困難になるので一時避
難所とさせていただいております。備蓄の食糧につきましては、改善センター等避難所で、米を用意
しておりますが、今後は市販されている備蓄商品を確認しながら、賞味期限の長いものを選んで購入
を検討しております。

千草 　地域振興施設について、フロックスと一体化して宿泊施設を建設して
はいかがですか？

　関係団体からの推薦などによる皆さんにより、施設整備の必要性や候補地の選定、導入する機能な
どについて協議を重ね、第１案を乳酪館周辺を候補地とした「道の駅」の名称を冠した施設整備、第
２案は市街地中心部を候補地とした地域住民の生活に貢献できる「地域振興施設」の整備とまとめた
ところです。
　協議の結果、市街地中心部を候補地とする第２案となりました。

湖南 　東藻琴地域振興施設整備は、道の駅から離れた形のようですが、その
考え方はどのようなものですか？

　当初は道の駅という計画で考えていました。しかし、地域の方の意識の中には単に道路を通る人た
ちのための施設という印象を与えてしまったので、自分たちの施設として整備するということでこの
ような形にしています。ただ、実際の経営を考えると、町外からの人たちを如何に取り込めるかも念
頭に置かなければならないと思っています。

明生
　地域振興施設の経営は、なかなか難しいと思います。女満別の道の駅
の場合、収支的にはどうなのでしょうか？町から補助金等を出している
のでしょうか？

　女満別の道の駅は町の施設なので、施設の維持管理費は町で支払いしています。しかし、道の駅で
商売をしている物販施設等に補助金を出しているわけではありません。東藻琴の場合も、維持管理費
は町がお支払いしますが、物販施設等の経営については、受け皿となる方にお願いしたいと考えてい
ます。

明生 　地域振興施設で宿泊までするとした場合、宿泊業務の受け入れ先の当
てはあるのでしょうか？

　東藻琴地域の商工業者の方々が中心となって、受け皿となる会社を作り、その会社が施設の管理委
託を受けていただきたいと考えています。しかし、東藻琴の方々がどうしても無理というのであれ
ば、女満別の方にも入っていただくか、あるいは町外から誘致するということも検討しなければなら
ないかもしれません。

新富 　地域振興施設が完成する時期は具体的になってきているのでしょう
か？

　道の駅構想は従来の東藻琴村の計画にあったものですが、道の駅とは道路を利用する方が使う施設
としての外向きの施設だと思います。地域振興施設はそれよりももう少し地域に軸足を置いた施設に
しようとしているものです。施設の建物は町で建設し、その経営については法人なり民間で経営する
方式にしてはどうかいうことです。そのため経営の収支バランスなどについて検討してきたところで
す。その結果を皆さんにお伝えし、町民の方の考え方を確認したうえで平成２６年度には具体的に進
めることができればと考えています。
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平成２５年度　ふれいあいトーク報告書

地区 要望・質問等 返答（修正後）

新富 　佐々木旅館が止めてしまうと、宿泊施設が無くなり、法事や葬儀の際
のお弁当なども今までのようにいかなくなるので大変だと思います。

　大空町の場合、地域の宿泊施設は民間の方が担ってくれていました。他の民間の宿泊施設が無いと
ころは、市町村がそうした役割を担っています。明日すぐに佐々木旅館が無くなってしまうというタ
イミングでは、東藻琴地区の方が困ってしまうことになります。そうしたことから今のうちからとい
う考えもあります。

末広 　地域振興施設運営組織準備委員会には農協の職員は入っていないので
しょうか？

　委員として、支所長が入って頂いており、地域振興施設内にJA女性部が生産している品物を提供し
てもらうなど協力体制を構築できればと思っています。

大進 　地域振興施設についての状況を教えて下さい。

　関係団体からの推薦などによる皆さんにより、施設整備の必要性や候補地の選定、導入する機能な
どについて協議を重ね、第１案を乳酪館周辺を候補地とした「道の駅」の名称を冠した施設整備、第
２案は市街地中心部を候補地とした地域住民の生活に貢献できる「地域振興施設」の整備とまとめた
ところです。協議の結果、第２案となりました。今後、施設整備に向けて町民の方の考え方を確認し
て、進めていければと考えています。

大進
　地域振興施設の中に、色々詰め過ぎているのではないでしょうか？
　また、屋外イベントもやるようですが、もう少し何かに特化するなど
絞った方がいいのではないでしょうか？

　地域振興施設の基本は地域の住民の方が気軽に利用できる施設として「飲食機能」「物販機能」
「宿泊機能」が主となります。
　ノンキーマーケットのような季節的なイベントなども考えています。

豊里 　財政健全化判断比率に実質公債費比率がありますが、どれぐらいの
パーセンテージが大空町の理想ラインになるのですか？

　実質公債費比率の全道平均（札幌市を除く）は平成24年度決算段階で11.8％です。大空町は14.8％
なので、道内では高い部類に入ります。この指標は経常的な収入に占める借金の返済割合を示すもの
で、一定以上で借金に国の許可が必要になるなど様々な制約を受けます。大空町は合併当時23.4％で
したが、現在までに8.6ポイント減少させております。それぞれの自治体に理想的な割合というのは
定められておりませんが、これまで同様少しずつでも比率を改善する努力が必要と考えております。
この指標は地方交付税によって大きく左右される数字であり、返済額を減らしても、地方交付税が減
少すれば一時的に悪化することも考えられます。

湖南 　合併から１０年ぐらい経つと、地方交付税が徐々に減額されるという
ことですが？

　現在の地方交付税制度では、平成28年度の交付分から5年間かけて徐々に減少することになりま
す。また、その時々の政権方針により増減することもあります。合併市町村特有の行政コストがあ
り、またコスト削減にも思った以上に時間がかかることから、これらの行政努力をしつつ、国に2本
算定の継続や特有コストの算入などを要望しているところです。

福富
　新規就農のため企業誘致の制度を関連させてはどうでしょうか？、農
業者に対しても企業誘致の枠組みを与え、新規に就農する方を支援する
仕組みが必要だと思います。また、合わせて既存の農業者に対する規模
拡大なども対象にすることも大切だと思います。

　津別などは新規就農の方に金銭面で支援している事例もあります。商工業も同じで、新規の設備投
資には当然経費がかかります。農家だけに限らず、間口を広げる必要性は感じています。ただ、既存
農業者に対する支援と言う意味では、農地の規模拡大については、既に国からの交付金を受ける仕組
みで実施しています。
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平成２５年度　ふれいあいトーク報告書

地区 要望・質問等 返答（修正後）

福富
　福富も大正１４年に開拓が行われ来年は９０年になります。今後、開
拓１００年を迎えるにあたり、少しずつ準備をしていかなければならな
いと考えています。

　町として、各地区に金銭面でも協力できると思います。事前に相談していただければと思います。

大東 　合併１０年の節目に何か催し物をする計画はあるのですか？
　この節目に何か開催できないか検討しています。役場職員がどこまで関わりをもつのか等を考えな
がら、地域の方と今後話し合っていきたいと思います。

末広 　末広地区は、平成３０年に１１０週年記念事業を予定してますが、記
念事業実施にあたり町の助成はないでしょうか？

　元気づくり応援事業が対象となります。山園地域で記念誌の印刷に助成していますので、活用して
頂きたいと思います。

東藻琴市街
　毎年、町民の要望を聞いてもらう機会を作ってもらっていますが、い
つも少数なので、もっと町民みんなが出席する方法を考えなければなら
ないと感じています。女満別地区も同じ状況なのでしょうか？

　市街地区については同じ状況です。地域の実情もあるかと思いますが、数年前から各地区での年末
年始に集まる機会に少し時間をいただいて、ふれあいトークを実施させていただいています。皆さん
の実情もあるかと思いますが、今回の期間に限らず集まりがあるような場合に声をかけていただけれ
ば伺いますのでよろしくお願いいたします。

東藻琴市街

　ロール転がしの時に札幌のタレントの方が来てテレビ撮影をしていま
した。テレビの放送を楽しみにしていましたが、いつ放送されるのか解
りませんでした。小さなスペースでも広報誌などで住民に周知していた
だく手法はとれないでしょうか？

　広報誌の作成は、発行の半月前に原稿を作成しています。校正の段階で、記事等の調整が可能な場
合もありますのでうまくタイミングが合えば実施したいと思います。情報の即時性の観点から、ホー
ムページでの対応方法についても検討します。

豊里
　女満別中学校付近の、以前教員住宅が建っていた土地（昭和団地横）
ですが、何か利用計画などはあるのでしょうか？更地にしておくのは、
もったいないと思います。

　第一案としては、子育て世代の方々を支援するような形で、宅地として分譲していけないかと考え
ています。市街地の空き家対策として、空き家を購入される方などに補助金を交付しており、一定の
効果も上がってきています。市街地が空洞化しないような対策を講じながら、町外の方に来てもらう
ような対応をしていければと思っています。

開陽
　近年は集約型が主流になってきているように感じますが、大空町とし
ては集約型か、分散型か、どのような方針で今後進めていこうと思って
いるのでしょうか？また人口減少についてはどう考えていますか？

　高齢者の住宅については、車の運転などの面からも農村部に散在して集約する方法ではなく、ある
程度市街地に集める集約型、いわゆるコンパクトシティの構想が必要だと考えています。現行の制度
の中に古くなった住宅を売却し、公営住宅や借家などに移り住んだ場合に助成する仕組みもありま
す。高齢になっても安心して住める環境を作れば、人口の流出を鈍化させ減少のカーブを緩やかにす
ることも可能ではないかと思います。

日の出町第２
　人口が減少している中、空家、空き地が増えています。町としての考
えを教えてください。

　人口対策をどうするかということと、空き地・空家・住み替え対策が大きな課題と捉えています。
空家については、住み替えを推奨する補助金制度を実施しています。廃屋については補助金を出し
て、解体の促進をしたいと思っています。相続関係や解体費用の面からなかなか進まない場合に町が
介入するとなれば、法律的なものもあり時間がかかるのではないかと思います。
　大空町は、近隣市町に比較して幼稚園保育料が安いなど住みやすく子育てがしやすいなどをアピー
ルして、近隣市町から移住してもらうことなどについても検討したいと思います。
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平成２５年度　ふれいあいトーク報告書

地区 要望・質問等 返答（修正後）

東藻琴市街

　年々人口が減っておりますが、昔から大規模に事業を行っていた方な
どがお亡くなりになり、残された建物や敷地が寂れていく様子を見ると
人口が減る以上にさみしい気持ちになります。そうした寂れた建物や敷
地を何とかできないか、計画的に進めていく手法はないかと感じていま
す。

　町として廃屋対策を検討しているところで、一部助成金を出すなどの手法を考えていますが、実際
にはそれ以上の高額な取り壊し費用の負担があるためなかなか進まないのではないかと思っていま
す。また、所有権の関係から難しい状況も考えられます。そうしたものに対して行政代執行などの仕
組みをしっかりと作っていく必要があるものと感じています。

豊里 　葬儀場など、多目的に利用できる施設の整備を今後の計画に含められ
ないでしょうか？

　大空町の施設で多目的に利用される施設の中に、研修会館があります。昭和40年代に建てられた建
物であり、耐震化が未確認の施設です。仮に耐震化するのであれば、かなり大がかりな補強工事が見
込まれ、それに伴い施設に持たせる機能の選別も必要だと思っています。内部的にコンパクト化が必
要というような議論もあり、今後10年の総合計画策定作業を平成２６年度から進めますので、その中
で盛り込まれていくものと考えています。

巴沢 　朝日ヶ丘展望台とパークゴルフ場の管理運営が変わるということです
が、どのような方向で検討されていますか？

　指定管理者に委託ということで管理運営してきましたが、十分機能していないことが指摘されてい
ました。今後は町の直営として、必要な業務の分野ごとに委託ということになります。ホールのメン
テナンスの必要性が大きくなってきているので、コースを増設し、今のホール数を確保しながら順番
にメンテナンスを行っていきたいと考えています。

巴沢 　朝日ヶ丘展望台は冬期間閉鎖していますが、他の同じような施設も閉
鎖しているのでしょうか？

　冬期間は維持経費が多額になり、お客さんも少ないため経費的に開館しておくのは難しいと考えて
います。ホテルなどでも閉館しているところがあるようです。

福富

　絶滅危惧種になっている野草があると聞いています。その野草を藻琴
山温泉に植えてみてはどうでしょうか？　大きさは５０ｃｍぐらいだと
聞いています。（葉は３つ、がくも３つ、花も３つ、５月に白い花が咲
いて８月に実がなる）

　後ほど野草を教えていだだければと思います。

末広
　芝桜公園内の温浴施設について、年間を通して開館できないのでしょ
うか？また、テスト的に１か月運営して利用者の人数を確認してみては
どうでしょうか？

　当初、夏季期間の運営をしてみて、町民の皆さんの要望を聞きながら延ばしていくことも考えてい
ました。地域の皆さんや他の利用者の意見等を聞きながら利用期間について考えてみたいと思いま
す。

末広
　芝桜公園のいちごハウス周辺の樹木を伐採していますが、中途半端に
根本が残っていたり、伐採した樹木がそのままになっているところもあ
ります。全部伐採した方が景観がいいのではないでしょうか？

　伐採した樹木の整理について、現地を確認し出来る範囲で整理します。

末広 　住宅リフォーム事業は今後続くのですか？
　３年間で打ち切りとしていましたが、今後も需要がありそうなので、補助の期間を長くし政策予算
の中で考えていきたいと思っています。

湖南 　保安林の間伐はしないのですか？

　保安林は森林法の制度上、伐採要件などが定められており、町の所有物であっても、自由に伐採な
どができない状況です。制度そのものを変えてもらうように要請をしています。湖南地区の防風保安
林については、現時点では間伐することが可能と思われます。平成２６年度中に北海道と協議し、平
成２７年度に間伐実施できるよう進めたいと思います。
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地区 要望・質問等 返答（修正後）

大東 　防風林について、暴風で折れたりしているので対処して欲しいです。
　防風保安林の伐採等については、道の許可が前提となりますが、風倒木や傾木など危険な場合は、
許可不要となり早急に対処しますので、ご連絡をお願いします。

大成 　農業政策において日本型直接支払制度など、平成２６年度からいろい
ろ変わるようですが、町に影響があるのでしょうか？

　生産者だけでなく地域住民などの多様な主体が参画した農地・農業用水等の資源の良好な保全と質
的向上を図るための『農地・水管理保全支払交付金制度』がありましたが、平成２６年度から農業の
多面的機能の維持・発揮を図るための地域活動を支援する『多面的機能支払制度』に変わりました。
具体的な運用方法はこれから示されますが、前制度を補完した形で、水路の泥上げや農道の路面維持
等の地域資源の基礎的保全活動や、水路・農道の軽微な補修、植栽による景観形成等の農村環境の良
好な保全といった地域資源の質的向上を図る共同活動に対し支援されます。

大成 　農業を発展させるため、地域の振興のため、町ではどのように考えて
いるのでしょうか？

　今、農協と話しているのは、人材、労働力としての考え方、後継者としての考え方、そういう人を
どう確保するかが課題であるということです。仕組みでいうと、会社としての農業経営というものを
どこかで認めていかなければならないと個人的には思っています。企業化したところであれば、いろ
いろな異業種から参入することが可能となり、そういう間口を広げることが必要であると思います。
また、機械を大型化するだけでなく、例えば、酪農の現場では、コントラクター事業といって、作業
を別のところに委託するというものがあり、そういうものを畑作などでも導入することが必要ではな
いかと思います。もう一つは、異業種から参入したいという人がいますが、きっかけが難しいと思い
ますので、きっかけとしての農業研修というような間口を形づけて、受け入れるというようなことを
していかなければならないと思います。

上東・旭台
　高齢者就労センターで定期的に明きょ排水の草刈などを実施してくれ
ていますが、あくまでも応急対応であり、最終的にはトラフなどの恒久
的な対応が必要だと思います。

　明きょの床ざらい、草刈など日常管理については、現在福富地区で実施している農地水保全管理支
払交付金制度があります。この制度を利用して、地域の皆さんで管理していくこともできますので、
検討していただきたいと思います。

上東・旭台

　山園地区で中山間地域等直接支払事業を実施していますが、農地水保
全管理支払事業も同じような事業です。そうなると町の所有する土地は
この事業では実施できないと思います。また農地水事業は農協が受け皿
になってくれていません。自分たちで事務処理をするのは難しいです。

　中山間地域等直接支払事業、多面的機能支払事業（農地・水保全管理支払事業の後継事業）ともに
対象の施設として位置づけされた場合、市町村や北海道が所有する土地についても事業実施が可能で
す。（所有者との協議等は必要となります。）事務処理について、現在事業実施されている福富地区
では地域内の農業者の方で対応して頂いております。地域で事務を行う事が難しい場合、事務委託を
行う事も可能となっておりますので、外部へ委託する方法（相手）をご検討ください。

豊里 　転作奨励金について平成２６年産のてん菜、バレイショ、タマネギ、
豆類等の交付金の見込みはどのようになっていますか？

　加工用米は、現行の水田活用の直接支払交付金2万円/反に加え、26年産から新たに「産地交付金」
として1万2,000円/反が交付され、さらに北海道枠として3万円/反が交付されます。
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地区 要望・質問等 返答（修正後）

豊里
　転作奨励金は、名称が変わっても制度は継続されるのでしょうか？新
聞などで３、４年後には制度がなくなるような報道もされているようで
す。

　数年後に廃止の方針も示されており、制度として継続していかないような感じはしています。国内
では、米以外に作る必要があるとされている作物もあるので、奨励していくための助成金のような形
に切り替えていくような見方もあり、町としても情報収集して地域事情を含めて考え方を伝えていく
必要があると思っています。

住吉
　自民党が5年後には減反の制度を廃止すると言っていると聞きました。
休耕費が５年でなくなるということであると思いますが、女満別の水田
農業はどうなってしまうのでしょうか？

　5年後に廃止となるのは、米の直接支払交付金の話であり、今15,000円交付されているものが来年
は7,500円となり、29年度までに廃止されるというこです。また、米価の変動補填交付金は26年度か
ら廃止ということが国の方針として決定したということですけども、水田活用の直接支払交付金、産
地資金と呼ばれるものは、事業の組み替えはあるかもしれませんが、まだこの先も続けるということ
であって廃止ということにはなっていません。

朝日 　農業基盤整備事業について、朝日地区は平成２７年度に終了となって
いますが、延長にはなりませんか？

　体質強化基盤整備事業が平成２５年度で終了しますが、新たに平成２６年度から団体営事業として
残る予定です。ただし団体営事業は公共事業であるため道営事業が平成２７年度に終了した後でなけ
ればできません。新たに団体営事業として暗渠工事であれば２戸以上を条件に補助できますのでその
中で整備していくことになります。

福富

　道営基盤整備事業について私の農地は東藻琴（福富）と女満別（開
陽）にまたがる農地なのですが、事業の区割りが地区で異なるため自分
の両地区にまたがる地続きの農地をいっぺんに行うことができません。
単に地区で区切るのではなく地続きの農地も対象となるようにできない
でしょうか？

　同じ町内での地続きについて、道営事業（畑総事業）での実施は可能です。ただし、現在東藻琴地
区で事業が立ち上げられている中山間地域総合整備事業については、事業の目的が東藻琴地区内の集
落の活性化・整備が目的となっているため、東藻琴（福富）と女満別（開陽）を跨がった農地につい
て対応出来ない状況となっています。また、女満別東部高台地区について事業実施主体である北海道
に確認を行いましたが、平成２７年度で事業が完了してしまうため、追加について対応出来ないとの
ことでした。
　以上のことから女満別東部高台地区で次期事業が計画される、或いは中山間地域総合整備事業が完
了した後に東藻琴地区で畑総事業が計画されるのをお待ち頂きますようお願いします。

福富
　今の浄水場ができる前の水（パイロットから畜産基地で引いていた
水）が、もし余っているのであれば地域で農業用水などで利用させても
らうことはできないでしょうか？

　水利権などは確認する必要がありますが、団体営事業や北海道の事業を使って利用していく方法を
考えることはできるのではないかと思いますので、確認させてください。

大東
　畑の排水について、降水による土砂がＵ字溝に溜まってしまい大変
困っています。箇所はおおよそ決まっているので、対応をお願いしま
す。

　他の地区でも同じ要望があります。現地調査し、維持補修工事で対応します。
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平成２５年度　ふれいあいトーク報告書

地区 要望・質問等 返答（修正後）

本郷

　本郷地区の農業農村整備事業については、平成２６年度で終わるよう
ですが、１０年前に実施した方については今回実施できないということ
で、事業が進んでいます。２０年前に暗渠・客土を行った畑というの
も、だんだん暗渠排水等が傷んでくる時期にあたると思います。今後の
ことですが、１０年後若しくは何年か後に、できるだけ早く事業を行う
ことができるよう要望します。

　大空町全域では７地区に分けて事業実施しており、平成２６年度若しくは平成２７年度でいずれの
地区も実施することになっております。一番最後にスタートして最後までかかる地区で豊里・住吉地
区・本郷の西地区（本郷６）となっております。現在の計画としてはここまでということなので、あ
る一定程度時期が終わって次の地区取りというなかで、また是非実施してほしいということになると
思います。２６年度に終わったからすぐに２７年度・２８年度で計画を立ててほしいという話しにな
ると少し間隔を開けてほしいと思いますが、そういう要望はどこの地区もあると思いますので、新規
のなかでどういうような事業量になるかというのを取りまとめながら次の地区のところに向けて話し
を進めて頂ければと思います。

本郷

　本郷の東側には農道に対して取付道路がありますが、機械を置いたり
住宅に入るためのもので、そこに土管が入っています。道路工事当時の
業者さんに、この地域は泥炭で地盤が悪いから年数が経つにつれ土管が
下がると言っても、聞いてくれませんでした。実際にほとんどの横断取
付は、土管が高くて水の流れが悪いです。開発に伝えなければ、駄目
だったのでしょうか？

　開発の農業事務所の方に、担当がいますので産業課を通して、来て頂いて説明すれば対応して頂け
ると思います。

本郷 　町の特産品で輸出できるものがあればいいと思うのですが？
　例えば私たちの身の回りで、主力のお米や小麦、馬鈴薯、豆類などが豊富にあるなかで、農家の方
がベースとして作っているものを加工したり、更にそれをベースにして製品として外国に売り出すこ
とに力を入れるなどの必要があると思います。

末広 　中山間地域総合整備事業ではパワーアップ事業は付かないのですか？
　２７年度までパワーアップ事業が付きますが、その後も中身が変るかもしれませんが付くと思いま
すので、引き続き要請していきます。

山園

　地域住宅の建設について、酪農家においても従業員を雇うケースが増
えてきており、現在教員住宅に入居させてもらっているが、そこでは足
りずに、市街や女満別からも通っているケースがあります。雪が降った
時などは通勤が困難な場合もあり、できれば従業員は山園に住めれば良
いと思っていますが、住宅整備について検討の余地はありますか？

　現在農協と協議させていただいています。山園小学校の改修を行うとなると、建物が大きいこと、
耐震構造、耐震強化、間取りの変更などにより事業費が大きくなるので、現在の教員住宅の周辺に住
宅を建てる等、管理をどのようにしていくか、入居者の確保など、具体的な内容については地域、農
協を交えて協議させていただく方向で考えております。

上東・旭台

　農家の後継者対策として農村に花嫁が来てくれるよう取り組んでお
り、アドバイザーもいますがなかなか成果が出ていない状況です。先日
４～５年ぶりにやっと1組まとまりました。対象者が大勢いますが、進ま
ない状況です。テレビで取り上げてもらって大空町の魅力も含めＰＲ出
来ると思いますがいかがでしょうか？

　大空町では、農業担い手育成センターで年に数回コンパ形式の農業後継者の花嫁対策事業を行なっ
ておりますが、なかなか成果が出ていない状況です。
　担い手育成センターでも後継者の花嫁対策を重点事業として考えており、力を入れておりますが、
ここ最近は男性参加者も減少傾向であることから、今後、新しいやり方で事業を進めて行きたいと考
えております。また、花嫁対策は農業後継者だけの問題でなく、大空町全体の問題として、地域の若
者全てを対象とした事業も考えていきたいと考えております。

上東・旭台
　農家の花嫁対策の成果が上がらない要因として、世間には昔の大変な
イメージしかないのではないかと思います。現代の農業の良いところを
ＰＲすることも必要ではないでしょうか？

　農業後継者の交流会に参加する女性は、昔の大変なイメージを持っている方も多いです。交流会で
は、直接男性から農業の良いところをＰＲするよう指導しています。
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平成２５年度　ふれいあいトーク報告書

地区 要望・質問等 返答（修正後）

女満別市街
　先に一度建設課と協議させていただきましたが、女満別中学校への通
学道路に空き地があり、自治会として花壇を作りたいと考えています
が、町としてどのように考えていますか？

　町民のみなさんのご協力を頂けることはありがたい話であります。一部民有地が含まれていますの
で、地権者と協議し対応します。

女満別市街

　トマップ川沿いを自治会で草刈りをしたのですが、町と自治会と協力
して草刈りをすることはできないでしょうか？面積的にも広いことから
川沿いの草刈りについて今回の場所に限らず川沿い全域の広範囲の取組
みとしてはどうでしょうか？

　トマップ川については国・道・町の管轄がありますが、他自治会からも草刈りや土砂上げの要望が
あります。町民のご協力をいただきながらどのような取組ができるのか、町としての考え方をまとめ
たいと考えています。一部の人たちだけに負担のかかる仕組みは長続きしませんのでそうした部分も
考慮したいと考えています。

東藻琴市街
　電信柱に付いている街灯が暗く防犯上も心配なところがあります。節
電や予算のこともあると思いますが、電球を明るいものにするなどでき
る範囲での対応をしていただければと思います。

　外灯が点灯しない場合や暗くなった場合は、役場までご連絡をお願いします。ランプ交換など随時
対応しております。今回報告頂きました場所の外灯については、灯具が劣化していましたので、新し
い省エネ型の灯具を設置しました。

千草 　千草会館前の道路について、大雨の時に雨水が道路に流れてしまいま
す。対応をお願いします。

　千草会館周辺整備工事により、排水処理の対応をします。

上東・旭台

　山園パイロットの町道に砂利道の部分が有り、牧草収穫時期になると
どうしても無理に車を走らせてしまい、ガタガタにしてしまいます。町
でグレーダー対応してくれていますが、傾斜のきつい場所などについて
は砂利道を舗装にしてもらえないでしょうか？

　最近の道路予算については、補修事業などにシフトされてきている傾向にあり、新規事業はなかな
か難しい状況にあります。建設予算ではなく農業予算で取り組めないか、今後検討していきたいと思
います。

上東・旭台
　上東神社の裏側の農地にデントコーンを植えているのですが、道路の
法面の木が伸びすぎて日陰ができてしまい育成が悪いため、木を切って
いただけませんか？

　道路の法面であれば植林した木ではないと思うので、調査の上冬の間に対応したいと思います。

上東・旭台

　福富へ向かう１０２号線と西２線の交差する道路のＵ字溝ですが、ト
ラフが入っている箇所と入っていない箇所があります。最近の豪雨等で
雨水が取り付け道路から畑に入り、暗きょからその排水口へ入ることに
より、トラフが入っていない部分を土砂で埋めてしまう状況です。対応
をお願いします。

　場所をピックアップしておいていただき、現場の確認を行いたいと思います。

豊里 　昭和団地横の空き地の外灯は、住宅がないので無駄ではないでしょう
か？

　現在、昭和団地公住は空き家ですが建物が残っていること、また、道路奥に住宅が存在しているこ
とや中学校が近いことなどの防犯上の観点も含め、公住解体時までに検討し対応したいと思います。

開陽 　道路脇の雑木の整理について、対応できないものでしょうか？
　雑木の整理につきましては、土地は町の所有でも木は町の所有物ではないということが判明しまし
た。木の持ち主がお分かりになる方は教えていただければと思います。パナクシュベツ川の方の道路
にあるカラマツは町の所有物であるため町で処理しました。

大東 　空港線沿いにあるベンチですが、何か意味はあるのですか？
　除雪の障害物になっているとも聞いています。

　座ることの他に、車が歩道に逸脱した際に歩行者の保護になるという意味合いもあるかと思いま
す。当初作った際の意味合いになっているかは分かりませんが、現状のままにしておくことになるか
と思います。
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平成２５年度　ふれいあいトーク報告書

地区 要望・質問等 返答（修正後）

大東 　空港線の街路灯ですが、空港側をもう少し明るくして欲しいです。 　道道であるため、道に要請したいと思います。

大成 　役場で除雪ポールを下げてもらえなくなり、コンバインで通る際の邪
魔になっています。抜いてもらうことはできないのでしょうか？

　路線を確認し、道路交通の安全が優先されますが、２本並んで設置してある路線については、可能
な限りクロスに再設置いたします。

中央
（女満別）

　連絡すれば公民館の前を除雪してくれるのでしょうか？ 　道路の除雪を優先しておりますので、終わりしだい出来る限り対応していきたいと思います。

開陽 　道々の除雪ですが、除雪の優先順位もあると思いますが、福富側まで
来る業者がいるので同一業者で開陽側も除雪してほしいです。

　北海道に要請してみます。

大東 　除雪ポールについて、道路に２本平行に置いている所がありトラク
ター等の移動に困っています。

　路線を確認し、道路交通の安全が優先されますが、2本並んで設置してある路線については、可能
な限りクロスに再設置いたします。

山園
　大雪が降った場合の除雪について、酪農家の多い山園地区において
は、集荷や検査の必要性から、地域としては生活路線より産業路線を優
先させてもらえるとありがたいと考えていますが、現状ではどのような
体制になっているのでしょうか？

　通常除雪は、東洋地区から入り山園地区を除雪し終了時間はおおむね7時頃です。除雪の路線順は
効率を考慮し決定しており、集乳順に合わせた場合、スクールバスの運行等に支障を来すので、現在
の除雪順でご了解願いたいと考えております。また、豪雪により集乳車が走行できない場合は、集荷
に合わせた除雪を実施しているところです。

山園
　水道料金が値上げされる話を聞きましたが、牛舎で水を使うこともあ
り、上げ幅がどのくらいになるのか心配なので現状をお聞かせくださ
い。

　4月から消費税が上がるため、4月検針の6月請求分から消費税増税に伴う増額の徴収を考えており
ます。その後については、水道事業は特別会計のため収支が赤字にならないように、給排水事業経営
審議会で検討をいただいておりますが、現時点では未定であります。

日の出町第２ 　女満別の水道水の確保について、お聞かせください。

　女満別の水資源は過去から苦労しており、合併してからは、東藻琴の水源を活用できないかとの意
見が寄せられています。東藻琴に水源を求めた場合に次の３通りを想定しています。①現在の東藻琴
の水量では、女満別全域の水量に応じることができないが、一部だけでも活用する。②一部を活用
し、不足分は東藻琴側に新たな水源を確保する。③一部を活用し、現在網走市へも東藻琴から水を供
給しており、その余力分の活用について、網走市と協議する。
　今後、東藻琴の水源を活用する方向で、平成２６年度に調査を行い可能性を探っていきたいと思い
ます。

女満別市街

　道路や歩道の整備の時に私有地と道路（町有地）との土地の境界につ
いて、工事の前に正しく測量をしていても、お互いの認識がずれている
場合もあると思いますが、町と個人との十分な協議や確認作業が行われ
ているのでしょうか？

　町有地内の道路敷地が民有地との境界に余裕のある場合は、個々の所有者との立会協議等は行って
いません。ただし、工事施工前にその工事概要について隣地の所有者や関係者を対象に説明を行って
おり、その中で対応しています。
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東藻琴市街
（町長から）
　昨年に話がされた網走川湯線の峠の名称が藻琴峠から小清水峠と呼ば
れるようになったことについての町からの経過報告を行いました。

　網走川湯線の峠については、峠からトンネル型のシェルターを超えて下ったところにある小清水か
ら網走川湯線に合流するところが小清水峠となっているようです。北海道や札幌の道路交通センター
に行って、地元で混乱するのでラジオやテレビなどで「道道網走川湯線小清水峠は吹雪のため通行止
め」という表現はしないでほしいと伝えました。ただ、昭和40年から60年代の地図を調べたところ国
道には必ず峠に名前が付いていますが、道道には付いていない場合があり道道網走川湯線の道路地図
上に藻琴峠の表記を見つけることができませんでした。きっとその頃は、藻琴峠という名前に頓着し
ていなかったのではないかと思います。そうしたことから、いきなりすべての地図表記に藻琴峠と表
現することは難しいと思いますが、これからは藻琴峠という名前を浸透させるように地域として努力
していかなければならないと考えています。

大成 　福住女満別線から自動車学校へ抜ける道路の路面状況が非常に悪いので、
優先的に対応してほしいと思います。

　町としても総合計画に位置付けており、整備する計画です。舗装になっていますが、溝が多く、凸
凹になっている状態です。経過として、昭和６０年の空港開設時に資材を運んだり土砂を出したり
と、販路として北海道が一時的に舗装をかけて移送路として活用したという経過があり、十分改良し
ないまま舗装となったものです。役場内部でも農道部分として優先的にやらなければという話になっ
ていますが、農業道路として予算を要求するのか、土木建設側の予算としてやればいいのか、今の段
階ではどちらも予算を確保するのは難しい状況です。予算を割きながらどの年次でやるのかというよ
うな計画づくりをしているところです。農村部の中で今言われている道路は、優先順位の高い道路と
位置付けています。

大成
　英霊墓地から女満別小学校の前を通る道路、下校時間などは子どもが
いて危ないので、うまく車と子どもを分けられないかなと思いますがど
うでしょうか？

　墓地から小学校にかけて上りの坂道なので勢いよく上がりきったところに横断歩道があると危ない
ということから、横断歩道の位置を国道側に移しています。通学路なので、信号機の設置は申請して
いくこととし、道路の線形を考えなければと感じています。町としても危険性は感じています。

大成 　舗装ぎりぎりまで草を刈ってくれませんか？
　機械の刃の破損、機械の故障の恐れがあるため、現状での対応となっておりますが、現場を確認し
ながら可能な限り対応したいと思います。

千草 　千草会館前の道路の改良が行われているが、雨水枡が低くなり段差が
大きくなっています。解消してほしいです。

　本路線は、幅員が狭く車道に雨水桝が設置されております。通常の段差（2cm程度）でも走行に支
障となるのであれば、来春高さ調整します。

千草 　補助制度について、使い切らないと翌年も予算がつかないのであれ
ば、無駄ではないでしょうか？

　現状、前年実績がないからといって、前年同額補助という取り扱いはしていません。

上東・旭台

　西２線の道路が整備されましたが、春先雪解け水が大量に流れてきま
す。道路用排水路が途中から個人の生活用排水路に入っていますので、
道路用排水路を整備してほしいです。また、上東地区のＵ字溝が入って
いない排水口もあり、全体的に明きょ排水口を整備してほしいです。

　この地域は以前水田地帯であったため排水口が多くあります。町では何年かおきに排水口の床ざら
いなどを実施して対応していますが、現状を確認して今後の対応について検討したいと思います。
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平成２５年度　ふれいあいトーク報告書

地区 要望・質問等 返答（修正後）

上東・旭台
　今年大雨で崩れた明きょについて町で直してくれましたが、トラフを
入れるのに随分時間がかかっていたようですが、どうしてですか？

　大雨により各所維持補修を行っております。急を要する箇所から順次対応しており、当該箇所にお
いては、トラフ断面が大きく、製作に日数を要することが考えられたため、一時土嚢にて応急対応
し、製作後トラフ設置を行ったため、時間がかかりました。

巴沢
　巴沢周辺の道路は、もう古くなってきていたり、天候の影響もあるか
もしれませんが、左側が下がってきているところがあちこち見られま
す。合併してから交通量が増えて、さらにその車も大型化しているよう
に感じます。埋めていただくことはできないでしょうか？

　普通の乗用車では気づかなくても、大型車やトラクターだと気づく危険な場所もあると思います。
現場を確認し、随時オーバレイで対応していきます。

巴沢
　道路を横断する管が入っている部分で段差が大きいところがありま
す。対応をお願いします。トラクター・ダンプなどの大型車で走るとか
なりの衝撃があります。

　現地を確認しましたので、対応します。

中央
（女満別）

　大豆・小麦の事業で大型のコンバインが導入されましたが、大成4の20
線やトマップ川に架かる橋などが狭く入ることができないので改良して
ほしいです。

　今後機械も大型化するに従い、こういった事例も増えてくると思いますので検討していきます。

中央
（女満別）

　自動車学校の近くの道道小清水女満別線が痛んでおり、また幅が狭
く、コンバインの輸送に大変苦労しているので改善してほしいです。

　道路の改良予定地では優先順位の高いところになっております。しかし、道路を改良するための予
算が大変厳しくなっております。町では農道を整備する予算や道路等を長寿命化させるための予算で
対応できないかを画策し、交付金をもらって整備したいと考えております。厳しい状況ですが尽力し
ていきたいと思います。

中央
（女満別）

　女満別南部地区の昭和東２号線を修繕してほしいのですが、農道を整
備する予算ではできないようなので、町でお願いします。
　また、この道路は南部地区と湖南・昭和地区の間にあるので両側から
やれば少ないお金でもできるのではないでしょうか？

　町だけの予算では厳しいので、国土交通省に要請し、そちらの予算でできるように検討していきた
いと思います。両地区からの工事という手法もできないかどうか確認していきたいと思います。

中央
（女満別）

　広域農道に穴が多く、毎年埋めてもらっていますが、すぐに穴が開い
てしまいます。下地が粘土混じりなことも影響していると思いますので
補修の仕方を見直してもらえませんか？

　農道保全事業で整備計画中です。

中央
（女満別）

　中央20線の始まり辺りで路肩が危なくなってきているので、直しても
らいたいです。

　現地を確認し対応します。

豊里
　道道美幌嘉多山線から豊里共同墓地方面に向かう豊里２０線道路です
が、最近はデイサービスのバスなども通るようになり、整備してほしい
と思います。

　即答できませんが、いろいろな方の意見も聞いてみたいと思います。

朝日
　朝日ヶ丘展望台から川尻宅（ひまわり畑の横）の道路が簡易舗装と
なっていますが、剥がれているため整備（簡易舗装か砂利）してほしい
です。

　現地を確認し対応します。
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平成２５年度　ふれいあいトーク報告書

地区 要望・質問等 返答（修正後）

大東 　昭和東２号線は、大東地区の生活道路として利用頻度が高い道路なの
で、整備してほしいです。

　農業サイドの事業として整備するには、貼り付いている農地の面積要件で難しい路線です。町道等
級の２級路線に該当するため、北海道が定めた基準では国土交通省事業に分類されます。国土交通省
事業で検討を進めた方が早く実現すると考え、その方向で検討します。

大東 　道路の草刈機ですが、もう少し回数を増やしてほしいと思います。 　現状のとおり年2回の実施となりますが、開始時期等を検討します。

錦町第３ 　５丁目線の擁壁整備について、工事費をかけすぎてはいませんか？
　擁壁の高さ分の用地が必要であり、法処理した場合、住宅と法面と近接するため擁壁工事を実施し
ています。特別過大な設計による工事を行っているわけではありません。

錦町第３
　５丁目線の舗装整備はいつ頃行う予定ですか？
　１３線の道路改良はいつ頃行う予定ですか？

　５丁目線は、H26年度工事と併せ舗装実施します。
　１３線については、H26年度に計画をたて隣接者の同意のもと実施いたします。

本郷

　冬期間、道路に撒いた砂（滑り止め用）が、春先の雪解けとともに、
大排水側のグレーチングから排水溝を通って排水に流れ大量に落ちてき
ます。開発用地ですが、私達が排水を利用させて頂いていることから掃
除等を行っています。国道横断管の排水掃除は重機等で行っています
が、段差が出てきて人力であげるには大変な深さになっています。三本
鍬とか、スコップの穴が空いているようなものを使用しているのです
が、それでも抜けてしまいます。今すぐとは言いませんが、開発との話
し合いの機会に本郷沿線の東側の排水の私有地と開発用地の面の境にト
ラフの設置することを要請してほしいです。

　国道及び町道のビリ砂利は、交通道路の安全性を確保するために頻繁に撒いており、安全上は撒い
て頂けると助かります。従来はスパイクタイヤで削りとったアスファルトの粉塵が横のところに堆積
され、それが問題となっていました。今は、蒔き砂の対策が課題になっていると思います。確かに春
先、開発では道路の表面にある砂を吸い取りながら回収している部分があるのですが、除雪に併せて
道路脇に落ちてしまったものだと結果的に堆積されていると思います。そのようなことから、早めの
対策が必要と感じています。回収方法やタイミングなど色々と考えてもらわなければならないと思い
ます。まだ町として、どこの町村も正式に要請はしていませんが、開発に行ったときに議論のなかで
は今後何かいい方法はないのですかというような話がもう既に出てきておりますので、そのなかで今
後特にこの地域などは、国道があって頻繁に撒かれていると思われるので地域の要望として伝え、ど
ういうかたちができるかということの話しを進めてみたいと思います。

末広 　道々網走川湯線の稲富地域の拡幅工事を早く実施してほしいと思いま
す。

　東藻琴から網走市へ向かう最初の曲線部約３００ｍの工事を予定しています。危険な道路のため優
先的に拡張工事をしてもらうように引き続き要望していきます。

末広 　農業機械が大型化し橋を渡れないところがあるため、橋の拡張工事は
出来ないでしょうか？

　橋だけの改良工事は補助金の対応ができないので、路線の一部として道路改良に合わせて橋の架け
替えを考えていかないと難しい状況です。どのように対応できるか考えていきたいと思います。

山園
　パイロットファームの道路について、未舗装部分について最近は農業
車両が大型化してきたこともあり、舗装してもらえるとありがたいと考
えておりますが、予定はあるのでしょうか？

　どの路線を要望しているのかが不明なのですが、現時点で日並林道までは舗装済であります。大型
車の走行により路面の不陸が出た場合は、グレーダー等で通常維持補修はいたしますのでご連絡願い
ます。幅員が狭く、大型車の通行が困難な箇所があれば、個別で検討させていただきますのでご連絡
いただければと思います。パイロット道路の改良舗装の予定は当面ありません。
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西倉
　道道網走川湯線の西倉会館から稲富にかけての路肩排水溝が土砂で詰
まっている状態です。北海道の管理であると思いますが、町からも要望
してほしいと思います。

　現地確認し、北海道へ要望します。

西倉
　西倉から大進へ向かう道路から雨水が畑に入っています。道路側溝の
トラフが土砂詰まりしているようなので現況を確認して対応いただけれ
ばと思います。

　現地確認し、対応を検討します。

西倉 　西倉１６号線から藻琴川方面へ向かう町道は、道路側溝のトラフに土
砂が詰まっています。現況確認の上対応いただければと思います。

　秋季に土砂上げを行ったところですが、現地確認し、対応を検討します。

大進

　教育委員会のアンケート（いじめ、体罰）が記名となっており書きに
くいと思います。記名の場合は、それに対して回答すべきではないで
しょうか？今は改善されていますが最初は封ができないため、担任の先
生が見れてしまう状況でした。教育委員会で集約すべきものが担任の先
生が見れるのであれば本当の意見が出しにくいように感じます。

　アンケートの内容もありますが、話は伝えておきます。教育現場には様々な課題があり、子供たち
の体力や学力向上のためどの様な方法がいいのかなど、保護者の方たちや子供たちにも聞きながら、
取り組みを考えていきたいと思っています。

豊里
　高等学校での給食実施が、新聞報道にありました。十数年前、学校給
食運営協議会に所属しており、その際に話題にも上りましたが、実現は
しませんでした。女満別高校間口確保のため、そういった目玉的なこと
があってもいいのではないでしょうか？

　十数年前、その話題が出た際に生徒へアンケートを実施したところ、否定的な意見が多く寄せられ
ました。給食費徴収の対応も問題として挙がったこともあったようです。今後、何かの機会に高校へ
給食を提供することがあってもいいと思いますので、ご意見を参考にさせていただきます。

開陽 　スクールバスのバス停の移設、撤去についてどのような対応ですか？
　使用されていないものは、年次計画を持って撤去していきたいと思います。移設については、冬季
に移設した場所まで行けるかという問題もあるため検討します。

開陽 　スクールバスが夏場は家の前まで来てくれますが、冬場は家の前まで
来てくれませんので冬場も来てほしいです。

　除雪の関係で、夏季・冬季の停車場所の変更があります。

開陽 　除雪の関係で回れない通路が出てきて夏と冬でスクールバスの通路が
変わっているので確認してほしいです。

　除雪の関係で、夏季・冬季の停車場所の変更があります。

大東 　スクールバスの更新について、大型バスを導入しているのですか？
　バスのサイズは中型程度のものを導入し、以前より小さいものとなっています。ただ、部活動で使
用する際には大型バスの方が良い場合もあることから、利用方法も考えながら順次更新をしていきた
いと考えています。

住吉
　平成24年度に東藻琴中学校の大規模改修を行っていますが、女満別中
学校についてもだいぶ傷んできているので、検討してもらいたいと思い
ます。

　今の総合計画には入っており、既に耐震化だけは行いました。しかし、それだけでは十分でないと
思いますので、平成28年度から29年度にかけて対応したいと思います。
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地区 要望・質問等 返答（修正後）

大進
　東藻琴中学校の前（子どもたちがバスを待っている辺り）が、暗いの
で改善してほしいです。冬は暗くなるのが早いので危ないように感じま
す。

　通学路なので現況を確認したうえで対応したいと思います。

西区
　幼稚園教諭の近隣町村間の人事交流はできませんか？学校の先生は異動
があり、あちこちで経験してくると思いますが、幼稚園の場合は地域内だけで考
えが偏ってしまうのではないでしょうか？

　大空町になってから女満別と東藻琴との人事異動は行っています。また児童館への人事異動も行ったことが
あります。近隣との人事交流は行っていません。管内で公立幼稚園があるのは本町と訓子府町と滝上町の3町
のみです。女満別と東藻琴との人事交流の中で新しい息吹を入れるようにしています。

豊里 　今の女満別幼稚園の建物も、いずれ建て替える時期がくるのではない
でしょうか？

　女満別幼稚園の建物も、耐震化未確認施設に含まれています。今の建物を利用していくとすれば、
耐震化を図るなど何らかの対応が必要と考えています。

湖南 　東藻琴の幼稚園の状況はどうなっていますか？
　町中の高校の向かいに幼稚園があります。今は０～２歳が保育園、３～５歳が幼稚園ということ
で、園舎は実質的に一つであり、建物も古くなっています。

女満別
各地域

　豊住小学校の跡地利用についての進捗状況はどのようになっています
か？

　豊住小学校跡地利用については、町民から意見公募を行い、その中から幼稚園、合宿誘致のための
宿泊施設、また改修すればどのくらいの予算が必要か内部検証し、女満別幼稚園が老朽化しているこ
ともあり、幼稚園ということで町として原案をまとめ、今年の夏に対象となる方に説明しました。30
名弱の少数の方しか参加いただけなかったことから、10月に再度説明会を行いましたが、40名程度の
参加にとどまり、学校見学会等も行いましたが参加者は3名でした。これだけでは十分皆様の考え方
が伝わらないということで、11月に幼稚園に上がる前の保護者の方にアンケート調査を行い、最終的
に回収率は53％でした。肯定的な意見としては学校の立地環境が幼児教育にとって良いのではない
か、否定的な意見としては幼稚園が遠くなることによる通園や病気時の対応の不安が挙げられていま
す。不安な点については、解消するための措置を講ずることを前提としているとの説明をしています
が、なかなかイメージが湧かないのではないかと思います。さらに、施設を知っていただく機会も
作っていきたいと思っています。今後、教育施設なので教育委員会としてどのような判断となるか、
その手続きを経て議会に諮って進めていくこととなります。4月以降当面は教育委員会関係の事業な
どを豊住小学校跡地で行わせていただき、使わないままおいておくということのないようにしたいと
考えています。

大成
　豊住小の跡地利用に関連して、新しく建てると莫大なお金がかかるとは思いま
すが、子ども達がスクールバスで通うことになるという部分をもっと考えてほしい
です。

　スクールバスについては、高台の方は直行するということを考えており、基本的に今まで乗ってい
る時間を超えて運行しないという前提でやると、２台ぐらいは必要だと考えています。バス乗車の補
助員なども考えていかなければならないと議論をしています。

大成

　豊住小跡地利用について、幼稚園はなるべく早く恵まれた環境でやれ
ればとは思いますが、実際子どものことを考えると、できるだけ近い所
が良いと思います。幼稚園ではなく、違う形はどうでしょうか？個人的
には農業関係の産業振興などはどうですか？

　町としてはいろいろ考えた結果、このような案でどうでしょうかと、提案をしています。それにつ
いて賛否を聞いて判断を出さなければならないと考えています。今、議論しているところなので、今
回の意見も含めて、判断材料にさせて頂きたいと思います。
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巴沢

　幼稚園が豊住になると家から遠くなります。また、現状は手狭で古い
という話も聞きますので、新築にはならないのでしょうか？
昭和団地のあったところや、めちゃいるど館のあたりは、どうなので
しょうか？

　さらに意見が集約されて議論の結果、やはり街の中でという話になれば、新築も考えられると思い
ます。そうなれば、めちゃいるど館の辺りなど場所を決めるところからスタートすることになりま
す。

豊里
　豊住小学校跡地利用案について、反対意見が多く、感情的になってい
る部分もあるような感じがします。豊住小学校施設見学など、実際に見
てもらわないと分からないところもあるのではないでしょうか？

　説明会などでは、否定的意見をお持ちの方が参加されて意見を述べる機会が多いように思います。
参加されていない方が、どのようにお考えかということも把握する必要があると考えています。中に
は、豊住地域の方々の意見をもとに検討しているのではないかという考えの方もいらっしゃるようで
すが、広く町民の皆様に意見を求めた結果によるものですので、感情論にならないように配慮しなが
ら対応していきたいと思います。親子レクなど、行事的なものを豊住小学校でできないか、学校側に
話したこともあり、施設を見ていただくことも必要なことではないかと思っています。

豊里 　豊住小学校跡地利用説明会やアンケートは、保護者向けに行ったもの
なのでしょうか？

　現在、０歳から５歳までのお子さんがいらっしゃる保護者の方向けに行ったものです。回答をいた
だけなかった方々のお考えも、丁寧に確認していく必要があると考えています。

豊里 　豊住小学校跡地利用方法の結論は、いつ頃でるのですか？
　細かな意見の拾い上げ等がもう少し必要という意見もいただいています。結論が出るまでの間、何
らかの行事を催す際に利用するなど、全く施設を利用しないという期間を短くしたいと思っていま
す。

住吉

　北海道新聞に1月24日に札幌で閉校フォーラムを開催すると載っていま
したが、町でも検討委員会のメンバーのなかからでもそこに出席し、そ
この議論の中からなんらかのヒントを得てくるようにしてみてはどうで
しょうか？
　しっかりとしたプランを立てて末永く利用できるように、あまり急が
ないで考えてほしいと思います。

　全道的に少子化などにより廃校となる学校が増えており、同じような悩みを抱えた自治体が情報交
換するような場であると思いますので、ぜひ職員を派遣して、どのようなことをそれぞれの地域で考
えているのかということを調べさせていただきたいと思います。
（後日）フォーラムに関係職員で出席させていただきました。今後の利活用検討に活かしていきたい
と思います。

住吉

　豊住小学校の水道の元栓の位置や暖房の配電盤の位置が使いにくい所
にあります。現在少年団活動を日・月・木・金と通年通しておこなって
おり、体育館とミーティングルームの使用頻度は高いと思いますので、
地域住民も使いやすいように、来年中には整えてもらいたいと思いま
す。

　配電盤については、体育館側出入口の壁に設置しなおしました。なお、水道止水栓は体育館側女子
トイレにも設置されていますので、ご確認ください。
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錦町第３

　豊住小学校跡地への幼稚園移転について、お聞かせください。
①現在はどのような状況ですか。
②教育委員会で行っているアンケート調査について、今通っている方だ
けでなくもっと広く全体に聞き取るべきではないでしょうか？
③スクールバスの増便による費用負担はどのくらいになりますか？
④通園に係る所要時間について、単に運行時間だけでなく幼児をバスに
乗せる際の手間取る時間等細かな検討を行った結果なのでしょうか？
⑤他町で学校跡地を企業誘致した事例もありますが、そういった検討は
行ったのでしょうか？

①豊住小学校の廃校決定に伴い、施設の跡地利用として町民からの意見を聞き幼稚園としての意見が
多数寄せられました。その後内部で、法的な部分や構造上可能なのかどうかを検討した結果、幼稚園
としての利用を検討していくこととなり、教育施設の利用という観点から現在は教育委員会としての
判断を行うべく、アンケート等の意見集約や内部検討を行っているところです。
② 決して今回アンケート調査を行った世帯の意見のみを検討しているわけではありません。今まで
も広報や懇談会の中で全町民を対象に意見集約を行っており、その際いくつかの意見も頂いており、
それらを含めて検討しているところです。
③バス2台購入に36,000千円(当初)、路線増設に伴う委託料及び燃料費について11,700千円、車輌運
行補助に係る人件費7,425千円の経費がかかると想定しています。
④幼児に合ったバスの大きさや座席の形状はどういうものが良いのか、添乗員の必要性、乗車時間は
どのくらいかかるのかといった、幼児が乗ることを想定した種々の検討により、バス２台の増便で対
応可能という結論を出しております。
⑤少数ではありましたが、意見としてもありました。全くそれらの意見を排除しているわけではあり
ません。ただ、今現在もっとも多い意見である幼稚園活用を優先的に進めているところです。この案
が最終的に困難であるとの結果になれば、企業誘致も含めた次の案の検討を進めていくことになると
思います。

錦町第３
　豊住保育園と女満別幼稚園が別な場所にあるというのは不便です。一
か所になることは良いと思いますが、交通の関係が心配なのでスクール
バス等の対応の充実を望みます。

　保育園は送迎を基本としています。交通関係については、今後の検討課題とします。

豊里 　月額の給食費は、いくらぐらいになるのでしょうか？

　大空町の給食費は、平成２１年度に改定し、その後の物価上昇の際にも副食費の調整により増額す
ることなく提供しておりましたが、食材の価格上昇及び消費税増税によりこれ以上の調整は困難とな
ることから、平成２６年４月より給食費を改定することとして、大空町学校給食センター運営協議会
で協議し、次のとおり改定されました。
　小学校：１食あたり252円（H25から9円増額）月額　4,200円、年額 50,400円
　中学校；１食あたり285円（H25から9円増額）月額　4,750円、年額 57,000円

東藻琴市街

　東藻琴地区のイベントが少ないと感じ、申し出たところ何回か行って
いただいた経過はありますが、その後継続したものはなかったように感
じています。東藻琴地区からバスを出してもなかなか女満別へは行けな
いのが現状です。

　町、教育委員会、各種団体で多くの事業・イベント等を実施しておりますが、それぞれ両地区平等
に実施するよう配慮しているものの、行事に適した施設といった意味で両地区の施設の違いなどか
ら、必ずしもそうなっていないのが現状です。特に大空町青少年育成協会が主催する芸術鑑賞事業
は、ホールを使用したほうがより、安価に質の高い内容で実施できるといった特殊性もあります。こ
ういった観点から地域にとらわれずそのイベント等が最大限生かされる事業展開に努めるとともに町
民の皆さんが参加しやすい体制を整えていくよう努めます。また、役場の職員だけでなく、町民の皆
さんの裏方としての協力がなければできないことだとも感じています。林家たいへいさんの落語につ
いては町民の方の配慮とご協力により両地区で開催することができたものと思っています。町として
も今後とも配慮していくようにしますが、町民の方々のご協力もお願いしていきながらと考えていま
す。
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千草 　両地区の融合不足と隣接する自治会の人の顔も知らないのが実態であ
ると思います。行政側で何か取り組みをお願いします。

　各種団体・委員会等では交流が進んでいると思いますが、町全体での機運はまだまだという面もあ
ります。今後の各種事業の中で交流が深まるよう配慮するとともに、平成２７年度は合併１０年を迎
えますので、１０年事業として町内の交流がさらに深まるよう配慮したいと考えています。

巴沢 　パークゴルフのサークルのようなものを作ると聞いていましたが、そ
の後どのような状況になりましたか？

　平成２５年度からサークルの構成員を募集して「パークゴルフサークル」として設立しました。平
成２６年度も引き続き会員を募集しています。朝日ヶ丘公園パークゴルフ場を中心に活動していて、
例会も実施しています。上級者も初心者も関係なく誰でも気軽に参加できるようなサークルとして活
動しています。

末広

　ふきおろしマラソン大会でフルマラソンのコースを町道１６４号線を
当日選手が走るので車輌は通行しないでほしいと大会事務局より１周間
前に連絡がありましたが、甜菜の運搬時期でもあることから日程調整が
必要なため、２６年度も実施するのであれば早めに地域と関係機関（日
甜）に連絡してください。

　業務等で地域内を運行する関係者には、早めに周知を行い安全に実施できるよう実行委員内で進め
て行きます。

ことぶき大学
東藻琴校

　旧東藻琴村時代にはプールの利用は無料でした。高齢者の健康や体力
づくりのために無料とはならないのですか？

　プール利用料は、女満別と東藻琴を同額としており、施設利用料の基準に基づき算出している利用
料です。高齢者の健康増進につながる取り組みとして、プールの利用要望等が多くあれば、見直しを
検討します。

ことぶきクラブ
　東藻琴の運動公園のトイレが暗くて利用しにくいです。明かりとりの
窓はありますが、個室に入るととても暗くて改善してほしいと思います

　多目的運動広場にはクラブハウスと屋外トイレの２つのトイレがありますが、改修となると費用が
かかりますので、利用団体等から状況をしっかり確認し、不便な状況であれば照明設備などを検討し
たいと思います。

上東・旭台

　救急車を頼むと、初めに女満別中央病院に搬送されます。何回か脳梗
塞等の症状で救急車を頼んだ時に、女満別を経由したことがあります
が、直接、脳外科病院へ搬送していただくことはできないのでしょう
か？

　脳梗塞・心筋梗塞等が疑われる場合はそれぞれの専門医療機関へ直接搬送します。専門医療機関に
よる治療の必要性・緊急性が低い場合等は、まず地元の病院へ一次搬送を考慮します。特定の病気で
かかり付け医療機関がある、又は病気治療中に容態悪化した等の情報は、傷病者及びご家族に確認い
たします。なお、医療機関へ搬送する際は、傷病者及びご家族に同意を得て搬送するようにしていま
す。

巴沢 　救急車を利用すると必ず女満別中央病院を経由しなければならないの
でしょうか？

　救命士の傷病者観察及びご家族から情報等をお聞きし、緊急性が高いと判断した場合は、専門医療
機関へ直接搬送していますが、専門医療機関による治療の必要性・緊急性が低い場合等は、まず地元
の病院へ一次搬送を考慮します。
　特定の病気でかかり付け医療機関がある、又は病気治療中に容態悪化した等の情報は、傷病者及び
ご家族に確認いたします。
　なお、医療機関へ搬送する際は、傷病者及びご家族に同意を得て搬送するようにしています。
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山園

　救急搬送について、先日心筋梗塞で倒れた方がおり、たまたま消防Ｏ
Ｂの方がそばにいて、その方の機転により網走厚生病院に搬送され助か
りましたが、普通に女満別の病院へ行き厚生病院へ転送されていたら１
時間程度かかり危なかっただろうと話になったのですが、搬送する時の
ルールとかあるのでしょうか？

　平成20、21年当時ですが、網走での救急受入病院は、厚生病院、網走脳外科、こが病院、中央病院
と４院ありますが、そこへ救急搬送されても、医師の数が少なく網走以外の救急対応まで出来ないと
申し入れがあり、原則として地元の医療機関で一時搬送をし、その状況によって網走へ転送すること
となりました。しかし、救命士の傷病者観察及びご家族から情報等をお聞きし、緊急性が高いと判断
した場合は、専門医療機関へ直接搬送しています。
特定の病気でかかり付け医療機関がある、又は病気治療中に容態悪化した等の情報は、傷病者及びご
家族に確認いたします。
　なお、医療機関へ搬送する際は、傷病者及びご家族に同意を得て搬送するようにしています。

山園

　救急車の連絡方法について、携帯電話で119をかけると網走から女満別
を経由して東藻琴に入電され時間がかかるので、今度は東藻琴の消防に
電話をかけると救急のほうにつなげますといわれ時間がかかりました。
家の電話からかけると女満別につながりますが、早くつながる方法はな
いのでしょうか？

　携帯電話からの119番通報は、大空消防署（女満別）で受理できる事になりました。（他市町との
隣接地域や携帯基地局の位置等により、他消防署が受理し大空消防署へ転送される場合がありま
す。）平成19年度に大空消防署の指令台が整備され、通信業務全般が一元化されました。固定電話か
らの119番通報を大空消防署が受理した際、東藻琴出張所に予告指令が通知され、本指令に備える事
ができるため迅速な出動が可能となりました。東藻琴出張所へ直接電話した際は、一般電話回線と同
様に受理し通報内容を確認してから大空消防署に転送するため、119番通報に比較して時間がかかり
ます。

山園
　人口割合なのか、最近では消防車の数が減ってきていると聞いていま
す。そのうち大空町の人口が減り、東藻琴地区の救急もなくなるのでは
ないかと心配している方がいます。

　大空消防署発足時から消防車の数は減っていません。平成26年度には、現有の移動水利という用途
の大型水槽車（水10ｔ積載し小型ポンプを装備）から、強力なポンプを装備し救助資器材を積載した
多目的用途のタンク車（水2ｔ積載）へと更新し、消防力の更なる向上を図ります。救急車の配備に
ついて縮小する予定はなく、現在は救急業務の高度化を24時間体制で維持しています。合併前までは
東藻琴地区で火災があった場合、応援要請を受けて女満別から消火活動に来ることがありましたが、
今では通常の消火活動として女満別からも来ますので消防の機動力、消火活動は非常に高まったと思
われます。
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