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◆ 平成２９年度　ふれあいトーク　実施状況について ◆ 平成２９年度　ふれあいトーク　回答一覧について

実施年月日 地区 ①　くらし・環境に関すること

平成29年12月3日 千草自治会 14 人

平成29年12月5日 東藻琴市街地 20 人

平成29年12月7日 女満別市街地 23 人

平成29年12月10日 栄町第５自治会 70 人

平成29年12月14日 大東自治会 19 人 ②　福祉・健康に関すること

平成29年12月17日 西倉自治会 27 人

平成29年12月17日 女満別中央自治会 34 人

平成29年12月17日 巴沢自治会 23 人 ③　教育・文化に関すること

平成29年12月22日 明生自治会 8 人

平成29年12月23日 湖南自治会 10 人

平成29年12月23日 豊里自治会 17 人 ④　イベントや観光に関すること

平成29年12月23日 住吉自治会 24 人

平成29年12月26日 開陽自治会 43 人

平成30年1月10日 福富自治会 10 人 ⑤　産業・しごとに関すること

平成30年1月11日 日進自治会 10 人

平成30年1月13日 朝日自治会 21 人

平成119年1月14日 眺湖台自治会 25 人 ⑥　行政・まちづくりに関すること

平成30年1月19日 新富自治会 12 人

平成220年1月20日 末広自治会 10 人

平成30年1月28日 本郷自治会 13 人

平成30年1月28日 日の出町第２自治会 20 人

平成30年1月31日 上東・旭台自治会 12 人 ⑦　防災・救急・消防に関すること

平成30年1月31日 山園自治会 8 人

平成30年2月8日 大成自治会 18 人

491 人

JR、議会、企業誘致、行政、空港、広報広聴、ご当地ナンバー、

財政状況、地域振興施設、まちづくり、地域交通

Ｐ19～Ｐ19

自主防災組織、防災

新しい高校づくり、学校教育、給食、施設管理、スクールバス、

スポーツ、文化、保育園、幼稚園、

Ｐ13～Ｐ13

観光、施設管理

Ｐ14～Ｐ16

農業、施設管理、まちの産業

Ｐ16～Ｐ19

Ｐ9～Ｐ13

参加人数 Ｐ2～Ｐ7

Ｐ7～Ｐ9

医療、高齢者福祉、国民健康保険

空き家対策、交通安全、ごみ・リサイクル、資源・エネルギー、施設

管理、自治会、樹木伐採・草刈り、情報通信、除雪、地域交通、

動物・ペット、道路・橋りょう・河川、墓地
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平成２９年度　ふれあいトーク報告書

分野 地区 要望・質問等 返答 所管課

空き家対策
明生
新富

　廃屋を解体する助成金はありませんか。

　建物解体費用を助成する補助金があり、４月１日から４月末日まで申請を受け付けます。固定資産
台帳に乗っているか、乗っていないかではなく、危険な廃屋については、工事費用の２分の１、限度
額５０万円を補助します。旧住宅でも倉庫でも対応していますし、徐々に補助金も浸透してきていま
す。解体業者は、町内業者でお願いします。

住民課

交通安全 大成
　大成の交差点だが、配慮いただき事故がほとんどありません
でした。一時停止を４方向から行うことはできませんか。

　町でも警察と公安委員会に４方向からの一時停止について提案をしましたが、警察から却下されま
した。点滅式のものに変えて事故がないので、様子を見ている状況です。昨年の交通事故から町内で
道路診断を行い、大成の交差点よりも女満別中央の広域農道のほうが事故が多いということで、そち
らの対策が必要と考えています。

住民課

交通安全 大成
　公民館の周辺に１１月頃に交通安全旗を立てたようだが、冬
期間は除雪の邪魔になります。撤去をお願いします。

　設置した支柱が凍結等で撤去できない状態でした。大変ご迷惑をお掛けし申し訳ございませんでし
た。冬期間は設置しません。もし設置が必要な場合は、協議のうえ、設置場所を決めるようにしま
す。

住民課

ごみ・リサイクル 大東
　リサイクルセンターへ土日にゴミを分別の小屋に持ち込んで
いますが、物が溢れ、きちんと分別されている状況なのかわか
りません。小屋を大きくしたらどうでしょうか。

　土曜日や日曜日にリサイクルセンター職員が片づけを行っていますが、連休時や時期によっては、
物が溢れている状況になることがあります。また、持ち込まれる物の中には、資源物ではない物や事
業所から出された可能性のある廃棄物も相当量持ち込まれる場合ありますので、きちんと分別された
一般家庭からの資源物しか受け入れられないことも広報していきます。

住民課

ごみ・リサイクル 中央（女満別）
　「ごみ・資源物の分類表」の冊子はだいぶ前に配布されたま
まだと思いますが、新しい冊子は配布されないのですか。

　平成２６年１２月発行分が最新版となっています。それより古い冊子しかない場合は、必要部数を
教えていただければ配布します。

住民課

ごみ・リサイクル 中央（女満別）
「ごみ・資源物の分類表」の冊子を持っていても細かい内容を
探すのは難しいこともあります。困った時には役場の担当に電
話で確認していいですか。

　冊子を全て新たに作成することになると、コストも大きくかかってしまいます。ごみの細かい分類
など、困った時には役場の担当に電話で確認ください。

住民課

ごみ・リサイクル 中央（女満別）
　中央公民館のごみステーションに、知らない人の粗大ごみが
投げられてしまいます。防犯カメラの設置はできませんか。

　住吉公民館、本郷公民館のごみステーションでも、同様の事例がありました。抑止の効果があると
思われるため、カメラや人感センサーライトを数台準備し、貸し出しができるようにします。

住民課

ごみ・リサイクル 住吉
　一般廃棄物最終処理場はもう少しでいっぱいになると思われ
ます。次の代替地は考えているのでしょうか。

　ここ何年間で減量作戦を現場でやっています。処分場の埋立ごみは6割が直接搬入、4割が収集ごみ
の状況です。今年からパワーショベル導入して鎮圧しているごみを掘り返し再度鎮圧して隙間を埋め
たり、タンスなどは単に埋めるのではなく、分解して燃えるものは焼却場え燃やして残ったものをま
た持ってきたり事業者にお願いしています。
　去年から今年にかけて増え方がぐっと少なくなってきた面もあり、そういった中で今のごみ処理施
設を長く使っていくことを考えています。
　もう一つは、近隣の市町と広域利用を、近隣市町に埋立ごみを持っていけないか、逆にそういうと
ころから本町で引き受けられる焼却ごみがないかとか併せて検討しています。
　もう一つ併せて検討しているのは、今の施設は未来永劫使えるわけではないので、別な所につくる
としたらどういった所に可能性があるかの町内調査もしています。現場の現状、広域の利用、別な所
の施設建設と、併せていろいろなところから調査している状況にあります。施設をつくるとなると15
～16億くらい掛かると思われるので、できるだけ先になるよう努力できればと思います。

住民課

ごみ・リサイクル 末広

　芝桜の時期には我々も自治会活動で空き缶拾いを行うが、４
～６月時期は特に道路沿いにゴミが投げ捨てられている。何か
空き缶が捨てられないような方法はないものか。スキー場横の
坂道もひどいです。

　人が見ているようなところはあまりゴミを捨てられていないようです。逆に人の目が全くないとこ
ろは毎年あるようです。また、女満別の空港線通りなどの花壇などがある綺麗な場所にはゴミはあま
り捨てられないようです。対策としては啓発看板の設置を考えています。

住民課

ごみ・リサイクル 大成
　広報１月号に資源物の持ち出しについての記事がありまし
た。持ち出したのは業者ですか。それとも一般の方ですか。

　町で特定ができていないので、調査をする動きでいます。広報することにより抑止効果になると思
います。

住民課

資源・エネルギー 明生
　大空町サポートセンターから電話があり、電気料金が安くな
りますとの勧誘がありました。大空町社会福祉協議会で実施し
ているのでしょうか。

至急確認し、ご連絡します。
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平成２９年度　ふれあいトーク報告書

分野 地区 要望・質問等 返答 所管課

資源・エネルギー 上東・旭台
　環境税を国が考えているようですが、自治体に交付金として
の具体的な話は出てきていますか？

　環境税というのは、現在、森林環境税となっており、山林の適正管理を目的とする税金として、３
５～３６年に住民税に１人１，０００円のプラスとなって徴収される制度であります。徴収された税
金は、民有林の割合に応じて、国から都道府県、そして市町村に交付され、森林の適正管理に使われ
ることとなりますが、どのように使うかについては、未だ検討中であります。
　この交付については、制度開始前に先立ち３１年度から各市町村に配布されることとなっておりま
す。

産業課

施設管理 東藻琴市街

　東藻琴小学校の門から入って二宮金次郎像の前あたりにくぼ
みがあり、車ですれちがう際にくばみにタイヤが入ってしまう
のと、芝生の方までタイヤが入ってしまいます。１０年以上前
からそういう状況が続いていました。また校長宅前の道路のへ
こみなど、改修する必要があるのではないかと思います。ぜひ
春になったら一度見ていただいてご判断いただければと思いま
す。

　道路の舗装部分のくぼみについては、破損状況を確認しました。
　改修については、町内業者から社会貢献活動により舗装改修を行いたい旨の申し出があったことか
ら、３月中に破損個所の補修を行いました。校長宅前の道路のへこみについては、舗装部分でないこ
とから、雪解け後に火山灰を入れる等の補修を行う予定です。

生涯学習課

施設管理 大東
　公民館のトイレは冬季間の凍結防止のためパネルヒーターを
常時稼働させていますが、光熱費がかさんでいる状況です。節
減に向けた策はありませんか。

　パネルヒーターをサーモ付ファンヒーターに換えて、電気料がどのくらい下がるかある公民館で検
証しています。その結果や電力会社との契約見直しなど節減に向けた方策を検討していきたいと考え
ています。

住民課

施設管理 眺湖台
　地磁気観測所が無くなって数年経ちました。荒れ地になって
は困ります。牧草用地として利用したいのですが、払下げ又は
借用することはできませんか。

　地磁気観測所は、有人観測から無人観測になりましたが、観測は現在も行われており、網走気象台
の職員が毎月点検に来ています。「荒れ放題の状態にはしないでほしい」ということは申し入れてい
るので、定期的に草刈等はしてもらっています。
　観測所の周辺に構造物があると観測に支障が出るため、あのような広い土地が必要です。牧草用地
として利用するのは観測に支障をきたす可能性があり、実際には難しいと思われます。

総務課

施設管理 上東・旭台
　自治会館の電気をＬＥＤにしてもらいたいです。また、カー
テンを替えてほしいです。

　自治会館のLED化については、平成２９年度からLED化を進めているところです。建築年などを勘
案しながら今後も順次進めてまいります。
カーテンについては、新年度の予算の執行状況等を確認しながら対応を考えます。

住民福祉課

施設管理 上東・旭台
　旭台会館は自治会の所有物ですが、町に移換することはでき
ませんか。また修繕を行っていただけませんか。

　町に移換することは可能ですが、他に同様な自治会館もあります。きちんとした理屈を作って、整
理をしないと移換は難しいと思います。
　自治会館の修繕については、活動支援交付金を活用頂いたり、町の営繕職員で対応させて頂いてい
るところです。

住民福祉課

施設管理 大成
　大成体育館の取り壊しについて、どうなっていますか。調査
も終了していると聞いています。

　平成３０年度、地域と協議をさせていただきます。研究されていた方からは、なくても問題はない
と聞いております。地域の方に説明できる材料をそろえて、説明をさせていただきます。

住民課

自治会 山園
　山園の１戸当たりの自治会費が高い。町として各自治会にア
ドバイスなどはしてもらえないのですか。自治会費を下げると
町からの補助金額も下がるのですか。

　自治会費については各自治会で決めているものなので、町として特に指導することはしていませ
ん。農村地区は自治会の行事などか多いので市街地区より高いのではないかと思います。また、１戸
当たりの自治会費によって町の補助金が増減することはありません。

住民課

樹木伐採・草刈り 大東
　町で行っていたのかわかりませんが、平成２９年の秋頃、保
安林の調査を行っていたようですが、どのような調査だったの
かわかるのであれば教えてください。

　町有の防風保安林については、林野庁所管の治山事業で危険木の伐採を進めるために、オホーツク
総合振興局林務課がコンサルタントに委託して、平成２９年６月から現地確認及び測量を実施してい
ます。
　調査結果をもとに事業候補地区の保安林に隣農地の地権者及び耕作者のみなさまを対象に現地説明
会を開催するべく、日程調整を進めます。

産業課

樹木伐採・草刈り 明生 　国道３３４号線の草刈りをお願いします。 　開発局は年に１回作業をしています。国に対して要請をします。 建設課

樹木伐採・草刈り 末広 　自宅裏の町有林が老木なので早く切ってほしいです。
　町の町有林は1,000haあり、他の隣接する方からも早くと言われています。その中で優先順位を決
め、少しずつ毎年伐採を行っていますので、ご理解いただきたいです。

産業課

情報通信 千草 　情報通信は要望が多ければ町で実施してくれるのですか。
　そのように考えています。農村部へ光ケーブルを布設すると１３億円程度かかります。通信速度や
利用実態を把握するためアンケート調査の結果を踏まえながら、平成３０年度の事業設計・検討の際
に反映していきます。

総務課
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平成２９年度　ふれあいトーク報告書

分野 地区 要望・質問等 返答 所管課

情報通信 千草
　光ケーブルの設置をＮＴＴはやってくれないのですか。
　町が設置し、その後の管理はＮＴＴでというようなことはな
いのですか。

　そのような話はしていますが、ＮＴＴが自前で設置する考えはないとの話はありました。 総務課

情報通信 大東
 超高速ブロードバンドについて、基盤整備の調査ということ
ですか。

　みなさまがどのような使い方をされているのか、どのような整備を望むのか、まずアンケート等で
調査を行い、それを基に色々な可能性について町だけでなくＮＴＴなどの事業者も含め、整備規模、
費用、通信速度の比較検討し、ある程度の設計ができればみなさまにご提示したいと考えています。
具体的な整備の仕方や時期を詰める前段の調査になります。

総務課

情報通信 西倉
超高速ブロードバンドについて、光通信のことかと思いますが
どういう状況ですか。この頃は電話線もメンテナンスが悪く切
れたりします。

　事業者は、農村部全戸に引くと１５，６億くらいかかると試算しており、市街や公共施設周辺は
NTTが管理しますが、農村部で事業を行う場合は町が全部後を引き継いでやることになります。
　アンケート調査でニーズ等を把握し、そのほかの整備方法を検討したりしたいと考えています。

総務課

情報通信 豊里 ブロードバンドの整備を待ち望んでいます。
　アンケート調査を通して、どのような整備が可能か、事業費はいくらになるかということを平成３
０年度に設計する予定です。

総務課

情報通信 住吉
ブロードバンドサービスのアンケート調査をして今後どのよう
になっていくのでしょうか。

　平成３０年度に色々な仕組みを考えて、それをみなさんに提供しながら、このやり方がいいという
ものがあれば順次導入していくことを考えていきたいと思います。今のところはこれだというものあ
りませんが、課題と持ち続けているので、そういう取り組みをしていきたいと思います。

総務課

情報通信 開陽
　超高速ブロードバンドを大空町全体に提供するとなると、ど
のくらいの費用が掛かりますか。また、費用を抑えるための方
策や利用意向調査は考えられていますか。

　大空町全てに光ケーブルを布設すると１５、６億円程度かかってしまいます。そのため、費用を抑
える方法の一つとして無線通信技術との併用を考えています。そうすることでの通信速度や事業費へ
の影響を調べていきたいと考えています。
　通信速度や利用実態を把握するためのアンケート調査を平成２９年度実施したので、平成３０年度
事業設計をします。

総務課

情報通信 新富
　携帯電話のブロードバンドは早いように感じますが、超高速
ブロードバンドはどのような整備をしていくのですか。

　全部光ケーブルにすると１０億以上の費用が掛かる見込みのため、「登録電気通信事業者」の資格
があり道内で整備実績を有する事業者と協議しているところです。
　地域の中でどれくらい接続してくれるのか、調査したいというところで、３０年度に設計していく
ところです。

総務課

情報通信 日進
インターネット、あと4年くらいで衛星ブロードバンドや

ISDNなどのサービスが終了すると聞いています。できるだけ
早い対応をお願いしたいです。

　提供エリア外全戸に光ケーブルを引くとした場合、およそ15～16億円の費用がかかると言われて
います。平成３０年度予定している整備方法の検討等に向けて、ニーズの調査を平成２９年度行いま
した。

総務課

情報通信 本郷
　ブロードバンド基盤整備は人口密度等もあり、整備が難しい
ことは分かりますが、できるところから進めて行ってほしいで
す。

　アンケート調査をもとに今後どのように整備していくか決めていきます。 総務課

情報通信 山園
　畜産クラスター事業で搾乳ロボットの導入を計画している酪
農家があるが、情報環境（インターネット環境、携帯電話の電
波）が整備されなければ難しい状況であるのでお願いしたい。

　超高速ブロードバンド未提供地域を対象にアンケート調査を実施しました。アンケート結果をもと
に整備の計画を検討していきたいです。
　なお、総務省の地域情報通信基盤整備事業の活用を検討していますが、観光や防災面の視点に立っ
た補助制度の活用を検討します。

産業課

情報通信 大成
　ブロードバンドの整備を検討するということだが、早めにお
願いしたいです。

　平成３０年度にどの程度費用がかかるのか、調査するところから始めるため時期をお伝えすること
ができない状態です。若い世代の方から、毎年要望がある状態です。

総務課

除雪 中央（女満別）
　町の除雪について、通行止め区間をもっと増やして除雪費用
を節約することはできませんか。

　平成２７年度に２路線の一部区間で地域の同意を得て、見直しをしています。また、今後も通行規
制を可能な路線についても地域の方に相談をしながら検討していきます。

建設課

除雪 新富
　長期不在だと自宅前の道路が吹きだまって入れないのです
が。

　町道については連絡をいただければ除雪します。個人の所有道路については現在実施していない現
状にあります。

建設課

除雪 本郷
除雪をきれいにやっているのはわかりますが、やり過ぎで枝

道などの砂利が毎年畑に入ってきていたり、道路も傷めていま
す。しっかりと指導してほしいです。

　早急に指導しました。今後も除雪後確認し指導していきます。 建設課
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平成２９年度　ふれあいトーク報告書

分野 地区 要望・質問等 返答 所管課

動物・ペット 大東
　大豆やビート、麦といった作物のウサギ・タヌキによる被害
が増えています。何か対策はありませんか。

　ウサギとタヌキの駆除については、町に許可権限がなく、北海道の許可が必要です。
　北海道の担当者によると畑を電気柵で囲ったり、爆音機等で追払いするといった侵入防止対策を実
施していても効果がなく、捕獲に依らなければ被害を防ぐことができないと北海道が判断した場合の
み駆除の許可がおります。

産業課

動物・ペット 福富
　たぬきが最近増えていますが、キツネでいうエキノコックス
のように何か病気を持っていたりしないのか心配です。また駆
除の方法はありますか。

　道内のタヌキでエキノコックスの感染例が報告されていおり、媒介動物の可能性を疑われていま
す。ただし、タヌキの体内は、キツネに比べるとエキノコックスの寄生に適していない（日本獣医師
会Q＆A参照）ため、現在のところ人間へのエキノコックス感染にタヌキがどの程度関与しているの
か不明です。
　駆除方法については、散弾銃や空気銃、箱ワナによる捕獲があります。しかし、捕獲の許可権限は
北海道にあるため、道が市町村の申請内容を調べて、その被害にタヌキが確実に関与し、解決するた
めに駆除が必要と判断して初めて許可がおります。

産業課

動物・ペット 眺湖台
　雪が積もると、キツネの足跡がたくさんあるのがわかりま
す。また、最近はタヌキも頻繁に出没しています。駆除が必要
ではないかと思います。

　キツネについては、町内猟友会で積雪時期を含む年間を通じて一斉駆除を実施しています。
　平成２９年度は積雪時期にも町で箱ワナ設置を行いましたが、ワナが雪で埋まる等で有効に使用で
きず、春から積雪前まで通算１２頭を捕獲しましたが、積雪後は1頭も捕獲できませんでした。
　タヌキの出没も増加しています。積雪時期に畜舎内や住宅付近に侵入したタヌキを町担当者で捕獲
したケースがありますが、北海道でも侵入のみでは駆除を許可できないとのことです。

産業課

動物・ペット 日進

　本州ではアライグマの被害が増えていると報道されています
が、東藻琴にも生息している噂を聞きました。シカやクマも
年々増えてきているように思えます。猟友会も定期的に巡回し
ていますが、シカ柵などの対応はできないのでしょうか。

　アライグマについては、道央圏において施設栽培やハウス栽培の被害が多く、大空町での目撃情報
はあまり聞いていません。シカ柵については地元期成会との設置箇所等の協議をし、道営事業で実施
できるか検討します。

産業課

道路・橋りょう・河川 東藻琴市街

　仕事で上東地区にある橋を通りますが、橋の継ぎ目が段差に
なっています。結構くぼみが深いので、できれば確認後、直し
ていただければと思います。
　４、５年前の台風のときに法面を改修していましたが改修さ
れないままになっています。法面の補修の工事とあわせてにな
るのか、遅れていると思います。１回見ていただいて検討いた
だきたいです。

　現地を確認し、北海道へ補修の要望をしました。法面補修工事は平成３０年度に予定しているとの
回答を得ています。

建設課

道路・橋りょう・河川 西倉

　砂利道のグレーダーのかけ方が、真ん中しか削れていないた
め、道路が狭くなってしまいます。また、それによって道路わ
きの枝葉などが気にならなくなり、増えていってしまいます。
広く削ってほしいと思います。

　耕作地に挟まれていない可能な路線については道路幅を広く整正するよう指導し、雑木処理につい
ても随時確認し処理をします。

建設課

道路・橋りょう・河川 中央（女満別）
　町道昭和東２号線の整備について進捗はどうなっています
か。

　昭和東２号線の優先順位は高いのですが、開陽中央線の整備を最優先としているため、開陽中央線
の古い橋を撤去をするまでは、昭和東２号線の整備にお金をまわせない現状です。

建設課

道路・橋りょう・河川 中央（女満別） 　開陽中央線の古い橋の撤去はいつになりますか。 　平成３０年度の予定です。 建設課

道路・橋りょう・河川 中央（女満別）
昭和東２号線はガタガタになっていますので、１０ｍ～１５

ｍの区間だけでも良いから、早く対応してください。
　毎年度凸凹の状況を確認しながら舗装を剥がし、応急対応していきます。 建設課

道路・橋りょう・河川 湖南
　国道39号線の防雪柵が中途半端なまま増えなくなっている
が、どうなっているのですか。

　開発局でどういう計画になっているか確認をし、お知らせします。 建設課

道路・橋りょう・河川 湖南 　鴎橋の工事はどのようなものですか。
　橋などの構造物の調査の結果、町内で最も老朽化が進み危険度が高いのが鴎橋で、直さなければな
りません。補助は貰っていますが、事業費としては９，０００万円ほどになります。

建設課

道路・橋りょう・河川 巴沢
　地域の要望であった、公民館入口の通路の拡幅はどのように
なりますか。

　冬場の工事は難しいので、今年の春以降に行うこととしています。それに伴う電柱の移設は、北電
と調整を進めることにしていますが、電気については、奥の施設まで線が通っているため、施設の将
来の使い方を含めて検討が必要です。
　施設の担当と北電と調整する必要があるので、きちんと交渉して対応していきたいと思っていま
す。

建設課
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平成２９年度　ふれあいトーク報告書

分野 地区 要望・質問等 返答 所管課

道路・橋りょう・河川 豊里

　家の前が道路の段差がひどく、そのせいなのかどうかはわか
らないのですが、向かいの倉庫のあたりで常に水がたまってい
るような、道路がしけっているような状態です。漏水ではない
でしょうか。

　現地確認を行いましたが、積雪等により十分な調査ができない状況であったため、融雪後調査しま
す。

建設課

道路・橋りょう・河川 住吉

　雨でトラフやコルゲートなどにどんどん泥が流れて、道路が
削られたり、畑にも及ぼしています。町で見回りをしてそうい
う場所は分かっていると思うが、本郷の方ではコルゲートが
腐って泥が落ちてくる所もあります。そういうようなところ事
業にのるのは見通しとしてどうでしょうか。

　道路の排水あったり畑の排水があったりと見たところ分からない部分もあり、細かく調べなければ
なりません。道道であるならば確認しなければならないと思います。場合によっては春先に地域の中
でお願いしたい箇所について、建設課・産業課の担当者を向かわせて聞き取りの機会を設けたいの
で、自治会長や集団長で日にちの調整を取ってもらえればと思います。そこで建設課でやるか、多面
的でやるか、それとも事業に載るかの捌きができると思います。

産業課

道路・橋りょう・河川 住吉
　一番困っているのは大排水です。矢板が腐っているので補強
をしないと何年もしたら危ない状況になっていきます。

　来年調査を始めると思います。網走川中央地区の事業が始まったばかりなので、並行してやってい
くのは地区を運営していく上でなかなか難しい部分もある思うので、まずは先行している事業から先
に終わらせていきたいと思います。

産業課

道路・橋りょう・河川 眺湖台
　網走市では、滑り止め用に道路や玄関先に撒くビリ砂利を無
料配布しています。大空町でも同じように無料配布してもらえ
ませんか。

　役場庁舎と消防庁舎の間に設置していますので、ご自由にお持ちください。 建設課

道路・橋りょう・河川 眺湖台
　役場以外にも何カ所かにビリ砂利を置いてもらえると助かり
ます。

　１人で一度に大量に持っていく方がいます。置く場所については検討します。 建設課

道路・橋りょう・河川 末広

　巴沢の開陽中央線に隣接する山林について
　　①巴沢の下り坂（小里勝巳さん宅の下）が冬は凍結して危
　　　険です。早く横の山林を伐採してほしいです。
　　②その橋の撤去は必要なのでしょうか？

　①今年はその坂の下に新しい橋が完成しました。来年の予算は古い橋の撤去を見ております。その
橋の撤去費用が１億３千万です。橋の撤去は１年で行うよう担当に伝えてありますが、担当からは国
からの助成金の関係で２年でと聞いております。
　②北海道の採択基準の中で古い橋の撤去が次の工区に行くために組み込まれているようです。その
ため、橋の撤去をしないと次の道路改良工事を採択できないということかと思います。そして、その
日陰の原因の山林は民間地になってます。
　ただ、その古い橋の撤去の関係から、その日陰になる道路工事も少し横にずれるという計画もあり
ます。そのため、先に地権者に伐採をお願いすると補償費の関係がございます。それは、道路が横に
移ると分かってて、先に伐採を行わせると、町から補償費がもらえたのにとなる可能性があります。
そこで、地権者との折衝がうまく進められない状況がございます。橋の撤去を先に行わないとという
状況がございます。

建設課

道路・橋りょう・河川 日の出第２
　地域振興会館から降りていく駅前花壇に植栽されている低灌
木が伸び放題で込みすぎているので、剪定してほしいです。

　道道なので、北海道と協議します。例えば、町が肩代わりして実施する、あまり手間がかかるよう
なら違う形での植栽を検討する、等も含めて検討します。

建設課

道路・橋りょう・河川 上東・旭台
冬期間の通学路の確保をお願いしたいです。ひばり団地から

の歩道が両サイドあいていないため、子どもたちが車道を歩い
て学校へ通っている状況です。

　歩道の幅員が狭くて除雪の機械が歩道に乗ず、除雪できない状況です。
学校に除雪路線図を提供し、通学ルートの指導をするよう協議しました。

建設課

道路・橋りょう・河川 上東・旭台
女満別に散布機はありますか。東藻琴はよく砂が撒いてあり

ますが、女満別巴沢の下りのところが滑るのでこまめに砂を撒
いてほしいです。

　平成２８年度から、女満別地区については液体の残布剤を撒いています。何も撒いていないように
見えますが撒いています。今後もこまめに撒くように対応します。

建設課

道路・橋りょう・河川 山園

　日並林道について、近年の機械大型化（コントラクター事業
など）に伴い通行に支障をきたすなど、危険な状態となってい
ます。南部森林管理署に頼んでもなかなか整備が進まない状況
なので、町道として併用林道にするなどして、町として拡幅整
備をお願いします。

　まずは国や政党などに要望していくことから始めていきたいと思います。 産業課

道路・橋りょう・河川 山園

　道々網走川湯線（末広）や道々豊富線（網走川湯線～）の道
路脇（特にカーブ）の立木が生い茂っているところがありま
す。特に冬期間路面凍結し危険なので、伐採や枝払いをお願い
します。

　北海道へ伐採、枝払いの要望をしました。現地確認のうえ、適時対応するとの回答を得ています。 建設課
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道路・橋りょう・河川 大成
　大成の道道拡幅工事について、２年くらい進んでいません
が、どういう状態ですか。

　北海道が事業主体となっているもので、国、北海道も予算が減っていて、工事が進んでいない状況
です。道道川湯線を優先的に実施をしており、２９年度完了したので、３０年度は別の所を実施する
と北海道から聞いています。
　実際には、整備ができないのであれば、維持補修に係る経費は北海道で対応していただくよう要望
をあげています。

建設課

墓地 福富
　墓じまいする人が増えているが、共同墓地の考えはあります
か。

　需要がどの程度あるのかを考えながら、平成３０年度に検討しているところです。 住民課

墓地 末広

　墓じまいをせずに、子供らがお墓を遠方からでも管理できる
体制を作っていただきたい。
　例えばネットなどで墓の状況が確認でき、そこで墓を拝めれ
ば。また、管理費を払えば墓を清掃や管理してもらえるような
仕組みをと思います。

　共同墓や合同墓というものは検討しております。条例では町の墓地は個人にしか貸せないという内
容になってます。ただ、個別のお墓を管理費までも含めた議論にはなっていません。

住民課

医療 女満別市街

　私の家内が５，６年前に腸閉塞を患い、女満別中央病院で診
察を受けました。その際、女満別中央病院のＭＲＩでは撮影で
きないと言われました。
　民間経営の病院であるため、町の補助の限度もあると思いま
すが、基本的な検査が受診できるよう応援していただきたいで
す。

　女満別中央病院は民間の病院でありますが、町内における入院施設はここにしかなく、唯一無二の
病院ですので、いろいろな支援をさせてもらっています。現在、年間１億円を病院に補助金として応
援をさせていただいています。

福祉課

医療 女満別市街

　女満別中央病院で下肢静脈瘤の手術を受けました。最初は不
安でしたが、親身になって先生から説明をいただき、無事手術
を終えました。女性の方が下肢静脈瘤になる方が多いとのこと
ですが、説明や手術など安心して受けられますので、手術を受
けるか迷われている方がいましたら、受けていただければと思
います。

　平成２９年４月に赴任した大澤医師は循環器疾患を専門的に診療しています。さらに女満別中央病
院では施術の機械を導入しています。町の応援を受け、住民のみなさまの期待に応えたいという思い
から、取り組んでいるようです。
　町からもこういった手術が可能であることを、住民の方々にお伝えしていきます。

福祉課

医療 眺湖台
　健康ダイヤル２４の「専門の医療スタッフ」とは、具体的に
どういう人ですか。

　札幌市にいる医療スタッフが対応しています。 福祉課

医療 眺湖台
　健康ダイヤルには番号非通知で電話してもつながりますか。
携帯電話でも大丈夫ですか。

　番号非通知でも、携帯電話でも大丈夫です。市町村ごとに電話番号が設定されているので、この番
号にかかってきた電話であれば、大空町の方であると判断されます。

福祉課

健康 日の出第２
　保健師は地区ごとに担当者がいたと思いますが、現在もその
ような担当者はいるのですか。

　保健師は地域ごとに割り振りをしています。健康については、出前講座のメニューにも載っていま
すので、例えば「自治会女性部で」というような場合、お話しをすることはできます。

福祉課

高齢者福祉 千草
　福寿苑は３０床増床されますが、職員は何人ぐらい増えます
か。

　平成２９年４月に２名を採用し、平成３０年１月までに７名を採用しました。４月にはさらに６名
を採用して合計で１５名の職員が採用（増える）される予定です。
　予定されている職員の採用については目途がついていると聞いています。

住民福祉課

高齢者福祉 千草
　福寿苑の増床に際し、生活支援ハウスと渡り廊下でつながる
ことになりますが、ウイルス感染対策は行われているのです
か。配慮をお願いしたいので、指導をお願いします。

　アルコール消毒液は設置しており、誰でも簡単に入れてくれませんので、衛生面の配慮はしている
と思います。誰でも行き来できるということではなく、決まりを持って運営することになると思いま
す。行く側も来られる側も気を付けてもらうよう話をしていきます。

住民福祉課

高齢者福祉 千草 　福寿苑で入所者への虐待はないのですか。
　報告はありません。働いている人や入所者は地元の人が多く顔見知りが多いので、そのようなこと
はないと信じています。

住民福祉課

高齢者福祉 豊里
　特別養護老人ホームの増床に関して、介護する側の人数は足
りるのでしょうか。

　介護する側の人としては、地元高校の卒業者や介護経験者などが内定しています。３０床増える分
の人数は確保できました。利用者の新規入所にあわせて介護する側も採用していく予定です。
　しかし、介護従事者が定着してくれるかどうかという課題もあります。

福祉課

高齢者福祉 豊里
　特別養護老人ホームの利用料は年金だけで間に合うのでしょ
うか。

　特別養護老人ホームであれば、年金の範疇の中でやりくりできているはずです。具体的なところは
家族構成や所得によって異なるので、担当にご相談いただければと思います。

福祉課
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平成２９年度　ふれあいトーク報告書

分野 地区 要望・質問等 返答 所管課

高齢者福祉 福富
　親が高齢になってきて面倒をみなきいけませんが、後継者も
いないので親に手をかけられない場合、どうしたらよいでしょ
うか。

　まずは早めに保健師に相談ください。介護保険サービス利用が必要な場合は介護保険の申請し、介
護度に応じて介護保険サービスの利用が可能です。通所や訪問、ショートステイ等の在宅介護サービ
スや特養やグループホーム等入所型のサービスの利用ができます。
　また、介護保険外のサービスとして見守りが必要な方が、生活支援ハウスやシルバーハウジング入
居の利用も可能です。

福祉課

高齢者福祉 眺湖台
　福寿苑ユニット館ができる前は、どのくらいの待機者がいた
のでしょうか。

　町内で約６０人が待機していました。 住民福祉課

高齢者福祉 眺湖台
　福寿苑ユニット館にはどの程度の要介護段階だと入所できる
のでしょうか。寝たきりでないと入れないのでしょうか。

　基準としては、介護３が対象となります。しかし、介護する側の家庭の状況によっては、もっと軽
い段階の方でも入所が認められる可能性はあります。

住民福祉課

高齢者福祉 眺湖台
　福寿苑ユニット館は町内居住者でないと入所できないので
しょうか。

　現状では８割以上が町内居住者ですが、町外居住者でも入居できます。 住民福祉課

高齢者福祉 眺湖台
　大空町は地価が安いのだから、もっと大規模な施設を建設し
て、町外からも入居者を受け入れた方がよいのではないので
しょうか。

　施設を建設すれば、その建設費用を捻出するために、介護保険料を上げなければなりません。住民
の保険料負担が大きくなりすぎることを防ぐため、大規模な施設の建設は考えていません。

住民福祉課

高齢者福祉 本郷 　特別養護老人ホームの待機者はどれくらいいますか。 　１００人弱だと思いますが、実質本当に必要にしている人は６０人弱と聞いています。 福祉課

高齢者福祉 本郷
　身内が近くにいないお年寄りについて、何かあった時連絡を
とれるようになっていますか。

　社会福祉協議会に委託している「見守りネット事業」で３名のふれあい相談員が、単身・二人暮ら
し、高齢者のみ世帯を訪問し、緊急時の連絡先や健康状態等を把握し基本台帳を作成しています。対
象者のうち了承いただいた約８割の方について台帳作成できました。
　また、民生委員も地区の見守りに努めていますが、連絡先の把握が難しい方もいますので、何かあ
りましたら町民のみなさまから役場に連絡願います。

福祉課

高齢者福祉 眺湖台
　福祉タクシー券・外出タクシー券は、どの程度利用されてい
るのでしょうか。

　福祉タクシー券は、６割くらいは利用されています。外出支援タクシー券は、まだ交付を開始して
間もないこともあり、それほど利用率は高くありません。しかし、月を追うごとに利用率は伸びてお
り、現在は４割程度利用されています。

福祉課

高齢者福祉 眺湖台
　福祉タクシー券・外出タクシー券は、町外への利用は認めら
れないのでしょうか。

　町外までの利用を認めるとなれば、帰りの際に町内のタクシーを呼び寄せなければならないのでは
不便なので、町外のタクシー業者を利用せざるを得なくなります。そうなると、券の利用範囲を町外
のタクシー業者にまで広げなければならなくなります。このため、町内での利用に限定しています。

福祉課

国民健康保険 福富 　国保税はどれくらい上がりますか。
　予測ですが、平成３０年度は昨年と変わらない税率でいけると考えています。
　ただ、法律で限度額が４万円上がると言われています。税率が変わらなくても最高限度額が上がる
ので、最高限度額のところにいる方々は上がることになると思われます。

福祉課

国民健康保険 東藻琴市街
　国民健康保険制度は、一般会計からの繰り入れを減らしてい
くということですか。それとも、繰り入れをなくして保険料を
上げていくのですか。

　町が一般会計から繰り出している繰出金については、国保会計の赤字補填という目的ではなく国保
会計を応援するためにルールを決めて繰り出しをしています。国民健康保険制度の改正の柱でもある
財政の安定化という観点から、平成３０年度以降は国保会計の中だけでの収支バランスを考えていか
なくてはならないことから法定外繰入はしないこととしています。
　国保会計としては当然、町からの応援が減るので、赤字となりますが今ある基金をうまく使いなが
ら調整することで、加入者皆様の保険税が急激に上げるということは考えていません。
　しかし、保険税の全道平準化に向けて税率を徐々に上げていくことになります。

福祉課

国民健康保険 眺湖台
　健康保険証は、もっと大きな字で、見やすい色にしてもらえ
ませんか。高齢者には見づらいです。

　健康保険証は全道統一のものを使用しているため、保険証の色や文字の大きさなどのレイアウトに
ついては、大空町だけで簡単に変更できないのが実情です。つきましては、保険証を配布する際には
必ず透明のケースとともに配布していますので、間違いやすいということであれば色違いのシールな
どをケースに張るなどの工夫により間違い防止に努めていただきたいと思います。

福祉課
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国民健康保険 本郷
　国民健康保険制度の保険者努力支援制度による交付金はどれ
くらいですか。また、用途は何ですか。

　平成３０年度の保険者努力支援制度に係る北海道特別調整交付金額は現在未定となっています。予
算編成上の概算額としては5,263,000円と道から通知を受けていますが、今後の調整の中で変わっ
てくるものと考えています。
　用途といたしましては、医療費の抑制に係る特定健診による重症化予防活動やジェネリック薬品の
使用促進など保険事業に使用するほか、国保会計全体で使用するので税率引き上げの抑制等にもつな
がっていくものと考えています。

福祉課

新しい高校づくり 千草
　高校の統合はいつぐらいですか。
　一度言ったことだから、止めることはできないのですか。

　両地区のみなさまから応援をいただける高校にしたいと思っていますので、みなさまから一定の理
解をいただかないうちに北海道教育委員会に要望書を提出することにははならないと思っています。
今後、子どもたちや町民のみなさまに説明をさせていただき、了承をいただけるのであれば平成３０
年春くらいに北海道教育委員会に伝えていきたいと考えています。平成３３年春くらいに新しい高校
での体制がスタートすることになるのではないか思っています。
　また、新しい高校づくりにおける、保護者アンケートも実施しており、関心がある、概ねふさわし
いとの意向も確認できていますので、この時点で止めることは難しいと思います。

生涯学習課

新しい高校づくり 千草
　公設塾の開設は他の市町村でもやっています。できれば早い
段階でできればよいです。

　公設塾の開設は、新しい高校の開校（平成33年）と同時期の予定としていましたが、早期開設の要
望が多いことから、1年早めて平成３２年に開設ができるように新年度予算に必要な経費を計上しま
した。

生涯学習課

新しい高校づくり 女満別市街

　先般、行われた自治会長会議の中における高校づくりの説明
で地元から大空町内の高校に進学する子どもが２人しかいない
という話を伺いました。
　農業系列をベースにするとのことですが、普通科への進学率
の方が高いと思います。経済的な支援はもちろんなことである
が、特色のある教育を考えてほしいと思います。

　平成２９年入学者においては町内の中学校から東藻琴高校に進学している方が２人であって、女満
別高校へは９人進学しています。特色を出すのなら音楽系列や福祉系列がいいのではないかと色々な
意見もありましたが、地元に残って農業をという意見、大学を目指したいという意見が大多数でし
た。
　この２つの意見を実現していくために農業系列の総合学科を選択しました。２つの系列の子どもた
ちが次のステップへ進めるような学校を目指したいです。
　また、農業系列は間口を広げ、大空町の自然の中で学びたいという方を広い範囲で募集を考えてい
ます。普通系列は地元の子どもたちの進学実現ができるような体制を目指したいです。

生涯学習課

新しい高校づくり 女満別市街
　新しい高校のメイン校舎は東藻琴とのことですが、特色のあ
る学校の運営や交通の面を将来的に考えると女満別校舎の方が
便利ではないですか。

　今回、ご提示しているのは「ビジョン」ですので、どちらの校舎をどのくらいの頻度で使用すると
いった細かいところまでは説明しきれていませんが、新しい高校は両地区のみなさんが応援したくな
るような学校でなくてはいけないと思っています。
　そのためにも地元をはじめ、全国から入学してもらえるような魅力のある学校にしなくてはいけな
いと思います。両校舎を上手に使い、魅力を高めたいです。どちらかの校舎をなくしてしまっては実
現できないと思っています。いただいた意見は十分受け止めます。
　今後、高校の議論が深まってきましたら、利用頻度や利用方法等も住民のみなさまにお示ししてい
きます。

生涯学習課

新しい高校づくり 大東
　新しい高校づくりについて、現状、地元(両地区)でどのくら
い在校していますか。また、計画の高校に将来地元からどのく
らいの進学を目安、目標としますか。

　町内の中学校から町内の高校へのいわゆる地元進学率は、平成２５年度までは３割であったものが
平成２９年には２割に落ち込んでいます。平成２９年の東藻琴高校の入学者は１４名でうち町内が２
名、女満別高校の入学者１５名のうち町内は９名となっています。
新しい高校においては、目標としては、当初は約４０名程度でスタートしたいです。各系列合わせて
全生徒の５０％の地元の進学率を目指したいです。

生涯学習課

新しい高校づくり 大東
　かつて広域農村教育(後継ぎ育成)というのがあり、町の予算
でやっていました。新しい高校の中でそのような形ができるの
であれば、農業後継者を育てる組織があればいいと思います。

　新しい高校は、町民に応援してもらえる高校でなければならないと思っています。２つの校舎を積
極的に使うことで、学校の教室などに余裕がうまれ、そうした教室を使いながら町民の夜間教室を開
いたり、生徒と町民が共に学ぶ勉強をしたり、町民の方が応援しながら一緒に学んでいくことも大切
だと思っています。

生涯学習課

新しい高校づくり 西倉
　新しい高校については、２校両校を使って進めるということ
ですか。

　様々なご意見をいただいた中で検証を行った結果、当初は農業系列・普通科系列の２系列、１間
口、全日制でスタートするのが良いということになりました。既存施設があるため、高校の授業の基
本的な中心は東藻琴の校舎になりますが、魅力を高めていくために東京農大と連携したり、公設塾な
どをやったりするため、女満別の校舎も活用していくことにしています。

生涯学習課

新しい高校づくり 西倉

　２つの高校をやると思っていましたが、どちらかになるのが
当然だと思っていました。統合されて、２つの校舎を使ってい
くということであれば、おっしゃるような使い方で構わないと
思います。

　１校に統合し、大学との接続などで特色をもたせたり、地域の子どもにも通ってもらえるよう魅力
を高め、地域の高等教育をしっかり守っていきたいと思っています。
以前の方針から唯一変更になるのは、開学が早くても平成３３年の春以降になるということで、その
点についてはご容赦いただきたいと思います。

生涯学習課
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新しい高校づくり 西倉
　生徒を集めるのが大変だし、特色がなければ難しいと思いま
す。今の時代生徒はなかなか集まりません。

　全国ベースで子どもたちを集めることを考えています。東京農大と連携し、高大一貫校というとこ
ろまで踏み込んでいきたいと思います。大学４年の中で地域に残る人材を作るのではなく、新しくで
きる高校を含め７年間、道外から来た子どもに地域で過ごしてもらい、農業にかかわるような勉強を
し、卒業後は地域に残ってもらえるようなことをやってみたいと思います。
　どちらの地域の人たちにも応援してもらえるような形で進めなければならないと思っています。そ
のため、丁寧に、ある程度理解を深めてもらってスタートしなければならないとの思いでやってきま
した。
　昭和２６年に女満別高校、昭和２８年に東藻琴高校が開校し、当時の地域の方々が何とか高校をつ
くろうという思いがあったと思います。
　しかし、当時でも本当にやっていけるのかと、一方で冷めた議論もあったと思います。ただ、開校
してみんなが一生懸命やってきたので、これだけ長く続いたし、それぞれ今の魅力が作られてきたの
だと思います。もう１度、６０数年前に立ち返る、そういう運動をしていきたいと思います。

生涯学習課

新しい高校づくり 西倉 　全国規模で生徒が来た場合に住むところはありますか。
　まずは現在の寄宿舎を使ったり、空いている公営住宅を活用することなども検討します。もっと来
てくれるようになれば、頑張って寄宿舎も作りたいと思います。
　しかし、まずは１間口をきちんと確保していくことから始めたいと思います。

生涯学習課

新しい高校づくり 西倉
　道外への周知について、電車に広告を出したりする話が前に
あったように思います。

　平成３０年度から新しい高校の魅力化を図るために町民が企画段階から加われる高校魅力化プロ
ジェクトを始動させる予定です。
　また、生徒募集に関しては、町内に限らず全国的にＰＲを行う予定にしていますので、みなさんの
アイデアがあれば教えてください。

生涯学習課

新しい高校づくり 中央（女満別） 　新しい高校ができるとすると、何年度からになりますか。 　今の見込みでは、平成３３年度からを予定しています。 生涯学習課

新しい高校づくり 湖南
　新しい高校づくりについて、校舎を２つ残す必要はあります
か。

　新しい高校づくりにおいて、校舎を新築する訳にはいきませんが、２つの校舎を積極的に活用して
高校の魅力化を図りたいと考えています。具体的には東京農大との連携や公設塾の設置など、先進事
例を取り入れながら全国的にも先駆的な取組にチャレンジしたいと思っております。
　そうした意味からもどちらか一方の校舎だけでは難しい面があり、女満別校舎は東京農大と近いこ
ともあって大学のノウハウ（実学実践主義）もお借りして、高校生の実践型教育を展開できればと
思っています。

生涯学習課

新しい高校づくり 湖南
　美幌町にも農業高校がある中、そんなに生徒を集められるの
ですか。

　東京農大と連携し、全国から生徒を集めるという発想で考えています。農大に7年間うちで学びま
せんか。という切り口で呼び込みに協力してもらうことで、他校との差別化も図りたいと考えていま
す。

生涯学習課

新しい高校づくり 豊里
　新しい高校づくりについて、２校舎を残すということですが
生徒はどうなるのでしょうか。行ったり来たりするのでしょう
か。

　校舎の使い方としては、農場やハウス、加工施設など現在ある農業関連施設を活用するため、東藻
琴の校舎を中心的に使うことを考えています。
　ただ、農業科だけでは定員割れを起こしている状況を踏まえ、普通科系列とあわせて魅力を高めて
いかなければならないという中で、女満別の校舎を上手に使っていくために、東京農業大学との連携
を考えています。
　東京農大の付属校的な発想で、人財の供給や、大学生と高校生が一緒に授業を受ける取り組みなど
の「高大連携」を考えています。農大との距離感や立地条件などの理由から、校舎間を移動し女満別
の校舎を活用することがあるかと思いますが、比率は５０：５０ではなく、「主・従」のような関係
になるかと思います。あわせて、農大からは、女満別の校舎に関して、学生だけでなく地域の農業者
や町民に対して夜間講座を開講するといった使い方ができるようにという申出もあります。

生涯学習課

新しい高校づくり 豊里
　女満別中学校校舎の耐用年数の問題もあるので、２校舎を新
しい高校として利用するよりも、女満別高校の校舎を中学校校
舎として活用する方が現実的ではないでしょうか。

　中学校校舎は昭和４７年、高校は昭和５５年に新築されました。現在の高校づくりの話が順調に進
んだとしても新しい高校の開校は平成３３年度になりますが、今の中学校の校舎を３年持たせられる
ような状況ではないため、来年度から再来年度にかけて大規模改修を行う予定としています。

生涯学習課

新しい高校づくり 朝日 　高校のメインは東藻琴高校になりますか。

　今考えているのは、総合学科で農業科の系列と普通科の系列の２系列を考えており、中心的に授業
を行うことになるのは東藻琴の校舎を使うことが多くなると思っています。細かなところは、今後具
体的なカリキュラムを作った時に、どのようなカリキュラムになって、どの程度の比率で使うかまだ
はっきりはできていませんが、東藻琴校舎で主な授業を行い、女満別校舎は東京農大との連携や実践
的かつ探究型授業を行いたいと思っています。

生涯学習課
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平成２９年度　ふれあいトーク報告書

分野 地区 要望・質問等 返答 所管課

新しい高校づくり 朝日 　女満別の人が東藻琴に通うことになるのか。
　現在も女満別地区から東藻琴高校に通っている生徒がいますが、スクールバスなどによって通学で
きるようにしたいと思っています。

生涯学習課

新しい高校づくり 朝日 　校舎の活用は逆ではだめなのですか。

　校舎の活用方法は、これまでも様々な検討をしてきましたが、女満別校舎と東藻琴校舎の特色を考
えた時に、東藻琴校舎には圃場や加工施設、ハウスなどがあり、女満別校舎は東京農大と地理的にき
わめて近いという意味合いから、それぞれの校舎の優位性を活かして考えたものです。また、高校の
授業も平成３４年から大幅に変更になり、より社会への適応性をもとめられ、これまで大学で学んで
いたような探究型の教育が導入されますので、そうした学習指導要領の改訂も視野に入れたところで
す。

生涯学習課

新しい高校づくり 末広

　高校の統合はいつからですか。私は町立なのに地元の生徒が
1人も行かないような高校はナンセンスだと思います。そこに
我々の税金を投入しないでほしいと思います。東藻琴高校の統
合反対と言っている人に限って、自分の子供を東藻琴高校に行
かせてないんですから。子供がこの高校に行きたいと言ったら
親は反対できるものでもありません。だから、地元に行かせる
理由がありません。せっかくある校舎なので、無理に無くさず
に利用してもらった方がよいです。女満別高校の生徒は進学が
多いのですか。

　最も早くて平成33年の開校になります。今の高校を魅力化していくには農業系列を考えつつ、普通
科も視野に入れながら農大への接続、また両方の校舎を使用しながらメインは東藻琴高校を使用しよ
うと思っています。
　女満別は部活や課外活動、農大との連携、また農大のサテライト的な利用をと考えています。まず
は幼稚園の充実、次に小中学校の充実、そして高校から大学への充実を含めた一貫した教育を町内で
担っていければと考えています。本当は大学もほしいぐらいです。ただ、それは現実的に難しいの
で。
　今の東藻琴高校の生産科学科には、なかなか地元の子どもたちに入学してもらえず、もう少し仕組
みを変えて魅力化を図らなければならないと思っています。また、町民の皆様が応援できるように学
校と地域が関わりを持てるように工夫もしなければならないと感じています。女満別高校に関しては
進学よりも就職の方が多いと思います。

生涯学習課

新しい高校づくり 本郷 　新しい高校はいつから始まりますか。
　今春、方針をまとめ、町民のみなさんの納得が得られれば、早くて平成３３年春の開校となりま
す。しかし、事前にできるソフト面の取り組み（公設塾等）は順次進めて行きます。

生涯学習課

新しい高校づくり 上東・旭台

　高校の問題で、町からの提案として2つの高校を統合し1つ
にして、総合学科にしてそれでいいのでしょうか。東藻琴の農
業を主体としてやるということだが、東藻琴に今ある高校に他
のものをくっつけてまでやる必要があるのでしょうか。今ある
東藻琴高校でも結構新聞紙面に載ったりして活躍してるのに、
これ以上に肉付けする必要があるのですか。二間口にする総合
学科だったら意味が分かるが、間口を１つにして２つに分ける
教育委員会の考えがわかりません。

　学科に関しては、平成２７年度の中学生と保護者にアンケート調査を実施し検証と協議の中で、特
色のある学校にすべきという意見の一方、子供に進路を決めれるように普通科を希望したいという意
見もあることから地元ニーズを踏まえた中でその二つを取り入れるように総合学科としたところで
す。
　間口については、現在の女満別高校の出願状況、東藻琴高校の出願状況からして、２間口は現実味
がなく、まずは１間口としたなかで農業系列と普通系列の仕組みで行っていきたいと思っています。
　現在の教育行政については以前と比べて変わってきており、時代と共に変化する教育課程や地域に
開かれた学校づくりなど、必要であれば話し合いの場に職員を派遣しますので、ご要望いただければ
と思います。

生涯学習課

新しい高校づくり 大成
　新しい高校で校舎が２つになった場合、同じ高校の部活でも
別々に練習するのですか。メリットがないと思うが、どうなの
ですか。

　現在の構想では、両校舎を活用するとしていますが、同じ部活の生徒を分けて活動することは想定
していません。また、同じ高校でありながら体育館やグラウンドが２つあるので、特性を活かしなが
ら有効に活用できると思っています。ただし、授業終了後の生徒の移動に関しては、スクールバスを
使うなど検討が必要だと思っています。

生涯学習課

新しい高校づくり 大成
　東藻琴地区には、高校づくりに反対の人がいましたが、どう
なっていますか。反対のままなのか、それとも納得されたので
しょうか。

　東藻琴高校を存続する会の方には、当初、十分に理解をしていただけていませんでした。この１年
間は、具体的な説明を行っています。「新ビジョン」に据えた地域をあげて応援する体制づくり、魅
力ある高校づくりについて説明をしてきました。会員の大方の方は、理解をし納得されてきていると
思います。
　また、会の中心となっている方はこれまでも東藻琴高校の生徒たちを様々な面から支えてくださっ
ている方です。学校は新しい高校に変わりますが、全くなくなるわけではないので、引き続き生徒た
ちを応援していただけるようお願いをしています。

生涯学習課

新しい高校づくり 大成 　東藻琴、女満別高校の校舎はいつ頃の建てられたのですか。 　女満別高校は昭和５４年１月に、東藻琴校舎は昭和６３年１１月に現在の校舎になっています。 生涯学習課

新しい高校づくり 大成
　新しい高校では、女満別と東藻琴間の送迎は考えています
か。

　路線バスがあるわけではないので、考えています。通学・部活動・公設塾などの対応にも必要と考
えています。ふるさと納税の半分程度を充てることができないか考えています。

生涯学習課
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文化 本郷
　成人の日になると休みが合わないため、２回に分けて帰省し
ないといけないので、平成３０年度の成人式の開催日程は１月
５日くらいが良いです。

　参加者の意向も汲み取り検討したいと思いますが、成人の日を含む、３連休の中日が学生や社会人
が１番参加しやすいと判断し実施しています。

生涯学習課

文化 上東・旭台
　東藻琴と女満別の幼稚園・小学校ともに運動会やお遊戯会が
同じ日になっています。同じ町内で学校行事を同じ日にしない
でほしいです。

　各幼稚園・小学校に日程の調整について考慮願う旨を伝えますが、運動会等の行事に向けての授業
スケジュール調整や他行事との日程調整などが容易ではないことから、今後において継続的な検討に
なると思われます。

生涯学習課

学校教育 大成
　女満別ドリーム苑にいるような高齢者と幼稚園・保育園が交
流できる建物を幼稚園を新設するのであれば、検討してはどう
ですか。

　現在も交流はあると思いますが、多様なカリキュラムがあってもよいと思います。新しい認定こど
も園になる前、今の段階で取り組めるものは取り組んでいきたいと思います。

生涯学習課

学校教育 本郷
　幼・小・中から英語教育充実してほしいです。また、新しい
高校でも日常英会話ができる程度になるのであれば、ひじょう
に魅力的だと思います。

　公設塾等でも検討していきたいです。また、子供たちが英会話に触れる機会は作りたいと考えてい
て、外国の都市との姉妹都市提携等も含めて調査をしていく予定です。

生涯学習課

学校教育 山園
　大空町は子育て支援に力を入れていると思うが、網走市の高
校へのバス通学に対して補助金が出ているのに、札幌市の高校
などへの進学に対しては何もないのですか。

　子育て支援については、学校給食費の無償化、多子世帯の保育料の軽減や高校・大学進学に対する
支援金、奨学金や資金の利子補給など、様々な面から支援しています。高校進学についてですが、本
町は網走東学区内の進学が基本となっていて、バス通学費用が高額となっている東藻琴～網走間につ
いて保護者負担軽減のため補助制度を設けています。
　また、現状においては町外の高校に通学している生徒が多くなっていますが、地元に学力向上や進
学に対応した高校があれば、通わせたいとの保護者の意向もあり、そうした意見を踏まえて新しい高
校づくりを行っています。
　札幌市の高校への進学に経済的負担が増す状況は理解できますが、町内の教育環境を整えることが
急務だと考えていて、札幌市の高校への進学に対する補助制度等の検討はしていませんのでご理解願
います。

生涯学習課

給食 新富 　東藻琴保育園で提供される牛乳も無償化されませんか。

　毎月１回、地元の食材を使用した「ふるさと給食」の提供では東藻琴産のびん牛乳の提供をしてい
ます。価格的に北海道学校給食会を通じて購入している牛乳(42.09円)と比べると倍以上の価格にな
るため取り組めない状況にあります。
　また、北海道学校給食会では輸送費用の負担をしてくれているため更に負担が軽くなっていますの
で、ご理解願います。

生涯学習課

施設管理 新富
　東藻琴小学校の体育館の改修のスケジュールを教えてくださ
い。

　３月末に完成予定です。卒業式は現在の体育館で行い、入学式については、新体育館で行う予定で
います。児童クラブ・わんぱく広場も体育館の東側に建設する児童センターに移転する予定です。

生涯学習課

施設管理 山園

　教育委員会には話をしているが、旧山園小学校のプール解体
撤去工事に伴い、自治会のパークゴルフ場の一部手直しが必要
となっているので、芝生種子の確保などの対応についてお願い
します。

　芝生種子と肥料は、平成３０年度予算で対応したいと考えています。　パークゴルフ場の手直しに
ついては地域のみなさまと協議をしながら進めていきたいと考えています。

生涯学習課

施設管理 山園
　東藻琴のＢ＆Ｇ海洋センターについて、日曜日が閉館となっ
ているので少年団の大会など事前に連絡しなければならない。
日曜日開館した方が良いのではないのでしょうか。

　女満別Ｂ＆Ｇ海洋センターは、土曜、日曜日に開館し月曜日休館になっていますが、東藻琴Ｂ＆Ｇ
海洋センターは、土曜日開館、日曜日が休館となっていますので、指定管理者と開館や閉館について
協議を進めます。

生涯学習課

施設管理 山園
　３００歳バレーボールの練習日が、バレーボール少年団の練
習時間と重なっているため変更できませんか。

　バレーボール少年団の練習時間を把握し、調整していきたいと思います。 生涯学習課

スクールバス 新富
　バスの便が不便なので、町外の高校に通いにくい状況にあり
ます。

　実際、バスの現状も大変な状況でして、町・道からも補助金をだしているが、路線等維持していく
のが厳しい状況です。東藻琴から網走市に通う子たちで、帰りのバスの便で時間帯で運行便がないた
め、運行便をどのようにしていくのか見直しの検討をしていきます。
　交通料金は北見市へ行くほうが現状網走市よりも安く、網走市は列車とバスの料金がかかるため、
高くなっています。北見市は、各高校前で駅があるので、バスに乗る必要性がないから、その分網走
市の方が高くなっています。

生涯学習課

スクールバス 大成
　スクールバスの乗車率が少なくなってきていると思うが、ど
うなのか。

　全体的に子どもが少なくなってきていること、保護者の送迎もあり少なくなってきていると思いま
す。町でバスを更新する際は、数台を５５人乗りではなく４０人乗りに小さく、工夫をしています。

生涯学習課
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スポーツ 眺湖台 　東藻琴のスキー場の運営状況を教えてください。

　東藻琴スキー協会に業務委託し、運営しています。
主に東藻琴小学校・高校の授業、スキー教室講習等で利用されています。
火～金は18：00～21：00　土曜は10：00～21：00　日曜は10：00から16：00にロープ塔
の運行を行っています。圧雪車、スノーモービルを各１台保有し日常管理を行っています。

生涯学習課

スポーツ 山園
　バレーボール少年団について、現在は団員も多く活発な活動
をしているが、東藻琴中学校にバレー部がないので作ってほし
いです。町技でもあるので何とかお願いします。

　地域におけるバレーボール少年団の活動が盛んである現状と、活動する子ども達の将来性を考慮し
て、ぜひ部活動の創設に向けて検討していただきたい旨を学校に伝えますが、部活動の創設には、部
員の確保の他に指導者となる教員の確保など他にも様々な課題があるため、保護者や地域住民の方々
の協力があることが重要な要素となり得ると思いますので、あわせてみなさまのご協力もお願いしま
す。

生涯学習課

文化 本郷
　成人の日になると休みが合わないため、２回に分けて帰省し
ないといけないので、平成３０年度の成人式の開催日程は１月
５日くらいが良いです。

　参加者の意向も汲み取り検討したいと思いますが、成人の日を含む、３連休の中日が学生や社会人
が１番参加しやすいと判断し実施しています。

生涯学習課

文化 上東・旭台
　東藻琴と女満別の幼稚園・小学校ともに運動会やお遊戯会が
同じ日になっています。同じ町内で学校行事を同じ日にしない
でほしいです。

　各幼稚園・小学校に日程の調整について考慮願う旨を伝えますが、運動会等の行事に向けての授業
スケジュール調整や他行事との日程調整などが容易ではないことから、今後において継続的な検討に
なると思われます。

生涯学習課

文化 東藻琴市街

　教育委員会で指定している古木について、何か所かすでにあ
ぶない状況だが、そのまま立っています。個人の所有ですか
ら、なんともならないかもしれませんが、強風が吹いたときに
大きな枝が落ちてきます。審査する必要があるのではないです
か。

　大空町内に生育する樹木のうち重要なものの保存を輝励するため町では名木、古木を指定し所有者
へ保存に係る管理に関し協力をお願いし、管理経費の一部を援助していますが、危険と思われる古木
については所有者へ管理及び保存についての指導や助言を行っていきたいと思います。

生涯学習課

文化 山園

　町の史料の保管状態が悪いのではないかと感じている。町史
編纂を農業振興センターで行っているが、今後施設の有効活用
も含めて農業振興センターを史料保管場所として活用していっ
てはどうでしょうか。

　大空町の歴史や文化を後世に残すべき資料の収集と町既存施設を有効に活用した保管方法を今後検
討していきます。

生涯学習課

保育園 明生 　保育園の開園予定を教えてください。
　女満別地区の認定こども園は平成３２年中の開園、東藻琴地区の認定こども園は平成３３年４月の
開園を予定しています。

生涯学習課

幼稚園 朝日 　女満別幼稚園はなくなるのですか。

　現在、０～２歳児を豊住保育園、３～５歳児を女満別幼稚園でお預かりしていますが、新しく園舎
を建てて、０～５歳児までを一カ所の園舎でお預かりしたり、幼児教育をしようとしていて、その時
の名称が認定こども園という名称になります。保育園と幼稚園の良いとこどり目指して、垣根を取り
払おうと考えています。

生涯学習課

幼稚園 大成 　幼稚園の移転はいつ頃を予定していますか。
　認定こども園については平成３０年度に基本構想、平成３１年度に実施設計と建設、開園は平成３
２年夏休み以降になると思われます。場所としては、今年度作成している基本構想の中で協議を行っ
ており、現在の案ではめちゃいるど館の近くを考えています。

生涯学習課

観光 朝日

　朝日西８線と朝日中園線と交差点部に土場を持っていて、土
場の入口付近に車を止めて写真撮影する方がいるので、土場や
土場入口に車を止めないよう注意喚起の看板の設置なのど、何
らかの対策をお願いします。

　雪解け後、現地確認のうえ、注意喚起看板を設置します。 産業課

観光 眺湖台

　朝日ヶ丘公園に行く観光客が、誤ったＴ字路に入ってしま
い、Ｕターンしていきます。数年前に案内看板を設置しても
らったのですが、矢印の向きがおかしいので改善をお願いしま
す。

　看板の向きについては修正しました。 産業課

施設管理 日進

　朝日ヶ丘公園のパークゴルフ場が東藻琴のパークゴルフ場と
比べると質が悪いです。車でなければ来られないような場所に
あるため、せっかく来てもコースが悪ければ、また来たいと思
わないと思います。もっときれいに整備をしてほしいです。

　朝日ヶ丘公園のパークゴルフ場は、粘土質の土壌が芝の根はりに適していないので、良質な芝管理
が難しい状況にあるため、現在は女満別ゴルフコースの芝管理のプロに委託して管理しています。
　以前よりは良くなってきており、これからも改善に向けて努力しますが、すぐに解決する問題では
ないと考えています。

産業課
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平成２９年度　ふれあいトーク報告書

分野 地区 要望・質問等 返答 所管課

農業 福富 　結婚相談所は活動しているのですか。
　農業委員会の中にある農家青年が対象のものと、若い人たちが集まって交流をする異業種交流とが
あります。

農業委員会

農業 千草
　国は３年間でジャガイモシロシストセンチュウの防除を実施
しようとしていますが、うまくは進んでいません。緊急防除指
定区域の指定期間を過ぎたらどうなりますか。

　３年間の緊急防除期間が定められ、防除等の対策を実施していますが、この期間内でゼロにできな
ければ、期間延長が考えられます。

産業課

農業 大東
　ジャガイモシロシストセンチュウの不安が身近に迫り関心事
です。各農家への情報がまちまちで伝達が徹底されていないと
感じています。町の方から情報の開示を求められませんか。

　大空町のエリアで発生の確認がされたことから、網走市、大空町、ＪＡオホーツク網走、北海道や
国とも対応策を協議しています。
　大空町と網走市、関係機関も含め同時に集まって議論する組織がなかったので、北海道に組織設立
を要請し、オホーツク地域ジャガイモシロシストセンチュウ対策連絡会議が平成２９年１２月に立ち
上がりました。その中で情報共有を図り、協議を進めています。

産業課

農業 中央（女満別）
　広域穀類乾燥調製貯蔵施設に係る、８９億円の事業負担割合
を教えてください。

　８９億円のうち４０億円が国の交付金となっています。残り４９億円のうち４０億円は町が新たに
借金をすることになりますが、町の４０億円の借金のうち、半分にあたる２０億円分の返済について
は、国が補助金を充ててくれます。
　残りの借金２０億円と、補助対象外の９億円については、オホーツク管内の農協のみなさんの負担
によって、町に支払っていただくこととなります。

産業課

農業 明生
　ジャガイモシロシストセンチュウの発生は、町に連絡が入り
ますか。

　国の防疫検査官から直接農家の方に連絡が入り、ＪＡを通して町に連絡がきている状況にありま
す。町やＪＡ、生産者などの関係機関に同じ情報が提供されてないことや、国に対してどのような要
請をするかなどを協議する会議の場を立ち上げるよう北海道に要請し、平成２９年１２月２７日に初
めての会議が開催されました。

産業課

農業 湖南
　ジャガイモシロシストセンチュウが発生した地域は支援が
あったりしますが、その周辺地域は支援してもらえません。何
か策はありませんか。

　指定されている緊急防除区域については、国において防除対策が講じられこととなっております
が、指定区域以外は国の交付金などがつかえない現状となっています。
　地域として、指定区域以外でも国の交付金が使えるよう要望していきます。

産業課

農業 湖南
　地域をまたがっての出入作も多いので、ジャガイモシロシス
トセンチュウの発生の有無に関わらず、洗浄設備などを整備し
ていく必要がありませんか。

　できるところ、意識のある地域から順次整備していく必要性があると考えています。国が動かない
から待つのではなく、できることは先んじてやっていく考えでいます。平成２９年度は、北海道の補
助金を活用して、開陽地区で簡易洗浄施設を整備しました。

産業課

農業 巴沢
　ジャガイモシロシストセンチュウが確認された場所では、作
物は作っていますか。

　平成２９年春、西倉地区と大進地区で、数十年遡って馬鈴薯作付履歴のあるほ場の全筆調査をした
ところ、西倉地区から２か所（２ヘクタール）でジャガイモシロシストセンチュウが確認されまし
た。所有者は網走市の方で、大進は確認されていません。平成３２年３月まで緊急防除指定区域に指
定されたため、平成３０年は作付せず、対抗植物として「ポテモン」を植え、薬剤散布による土壌消
毒などを３年間防除する計画となっています。
　薬剤の使用については、漁業関係者からストップがかかっているため、実施できるものから取り組
んでいきます。

産業課

農業 巴沢 　広域穀類乾燥調製貯蔵施設の状況について教えてください。
　建物と中の設備は３月から供用できるようになりますが、排水対策の外構工事に設計変更があった
ので、４月に工事を行うところがでてきました。６月いっぱいで外構工事を終わらせて、７月以降の
麦の受け入れに間に合わせたいと思っています。

産業課

農業 住吉
　ジャガイモシロシストセンチュウについて、東藻琴地区が特
別緊急防除指定区域に指定されたが具体的にどのような方策を
取るのでしょうか。

　網走市の方が入作している西倉地区の２か所（２ヘクタール）で発生が確認されました。防除等の
対策として他のものを植えずにポテモンというトマトの野生種を作付して対処しています。
　土壌を防除するＤＤ剤の使用については漁業に影響がある懸念があるのでやめてほしいという話が
でてきていますが、明確な取扱いがでていないので、まず平成３０年はポテモンの作付で対処すると
いうことになっています。平成２９年１２月２７日に網走市、大空町、両地区ＪＡ、研究機関、普及
センター、北海道が入った会議を立ち上げました。この会議は情報共有し、地域でどういったことを
国・道に要請したり、地域で何を取り組むか確認をするためのものですので、地域の考え方を町とし
て表明しています。

産業課

農業 住吉

　ジャガイモシロシストセンチュウの新聞報道が以前、２日に
渡ってされていました。色々な話を聞くと役場で提供した情報
だと思いますが、風評被害もあるので、抑えることはできな
かったのでしょうか。

　議会の一般質問でもありましたので、新聞記者もその場にいるので記事にしたのだと思います。た
だ前段で網走市議会でも同じような話がされています。網走市の議員は網走市議会の中で質問をす
る、大空町の議員は大空町議会で質問するということで質問があったのではないかと思います。
　きちんと伝えることも考えると記事の掲載が良かったのかは、色々な考え方があると思います。懇
談会の中では地域の人たちにはちゃんと伝えなければならないという思いで話をしています。新聞記
事の反響を含めて慎重に取り扱いたいと思います。

産業課
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平成２９年度　ふれあいトーク報告書

分野 地区 要望・質問等 返答 所管課

農業 開陽

　ジャガイモシロシストセンチュウが発生した際の公表はどの
段階でおこなわれているのですか。また、発生した地域はどう
いった単位（市町村、経済単位、大字、小字）で発表されるの
でしょうか。

　土壌のサンプルを採取し、検査を行ったうえ、国が公表をしています。３次検査まで終えて、初め
て公表となります。
　また、発表される地域は大字単位で行われます。

産業課

農業 開陽
　農道の関係で、骨材を投入した部分に年に１回はグレーダー
を入れてほしいです。

　どれくらいの頻度で維持補修というのを行っているのか確認したいと思います。また、春先に農村
地帯の維持補修箇所を確認したいと思います。

産業課

農業 開陽
　広域穀類乾燥調製貯蔵施設の入り口はどこの道路を使うよう
になるのでしょうか。南側に道路が一本あれば良いのですが。

　中央１３線から入ってもらうことになると思います。また、新たに道路を作るということですが、
今の計画の中には入っていません。施設が開所した後、導線をみて考えてみたいと思います。

建設課

農業 新富
　大空町広域穀類乾燥調製貯蔵施設の運営について教えてくだ
さい。

　町が北見農協連と契約して運営を行いますが、実際はホクレンにお願いすることになります。地元
での採用のほか、障がいのある方などを採用していただくようお願いしています。豆のほか、麦も対
応し、ＪＡめまんべつが使用料を支払い、７月から８月に使用します。見学も対応可能です。

産業課

農業 末広 　ＪＡめまんべつは乾燥・調製のどの部分まで使うのですか。

　どこまで使うのか詳細はわかりませんが、おそらく乾燥・調製まで使用するとは思います。
　麦として使うのはJAめまんべつですが、豆については管内全てから受け入れ可能な施設です。建物
は町の所有ですが、町が北見農協連と契約して運営を行います。
　土地についてはJAめまんべつ農協の土地です。できれば空港に近い場所ですので１次加工などに
よって、単に豆だけを集める施設ではなく、空港の利点を使い、さらに次へと繋がる拠点施設となれ
ばと思っています。ぜひ、一度足を運んでいただければと思います。

産業課

農業 末広

　法律とはわかっていますが、西倉全区域を範囲とする緊急防
除指定区域の緩和を早急にお願いしたいです。農林水産省や北
海道の状況や動きが我々生産者まで伝わってこないです。早急
な対策をお願いします。

　国や北海道に対して、①大字単位での指定区域の見直し、②防除体制の確立、③抵抗性品種の早期
開発、④西倉地区以外の地区での侵入防止の対策支援を要請しています。国が開催する有識者会議に
おいても地元の声として話をしています。

産業課

農業 日進

　注意喚起によって人が畑へ入るのは防げるが、野生動物は防
げません。シカ等による作物への被害だけでなく、ジャガイモ
シロシストセンチュウ蔓延の防止策としてもシカ柵を設置する
のはどうでしょうか。

　ジャガイモシロシストセンチュウ対策としてのシカ策設置は難しいと思いますが、道営事業でシカ
柵の設置が可能であれば、結果として野生動物の侵入防止には一定の効果があると思います。

産業課

農業 日進

　ジャガイモシロシストセンチュウがついた生産物は人が食べ
ても問題ないとされ、法令上は生産物の移動ができることに
なっています。
　しかし加工業者が買ってくれないのが実情であり、風評被害
により生産者が苦しめられています。

　シロシストセンチュウの緊急防除対策として、「DD剤散布→対抗植物の植栽→DD剤散布」のサイ
クルを３年間繰り返すことで圃場を浄化するとされておりますが、DD剤の成分が暗渠排水や雨水な
どの表面排水により、予想以上の成分流出が確認されたため、漁協との協議によりDD剤が思うよう
に進んでいない状況です。
　現在、国ではシロシストセンチュウの抵抗性品種を開発中でありますが、早期の開発・配布を要請
しているところです。風評被害のないようにすることも必要であると考えています。

産業課

農業 日進

　広域穀類乾燥調製貯蔵施設の運営はどこがすることになるの
ですか。
　地元住民の働き口としても期待していますが、町外から大空
町に住んで働く人への住宅補助等を進めて人口増加に力を入れ
てはどうでしょうか。

　施設は大空町が持ち、運営は北見農協連ですが、実質的にはホクレンになると思います。
　就労者については、この施設ができたことで美幌の施設を閉めることになっているので、現実的に
は、そこで働いていた人が来て稼働を始めることになると思いますが、新規での雇用も出てくると思
います。
　補助については、民間賃貸住宅の家賃助成や改修費助成、企業の新規採用に係る賃金助成や資格取
得の補助など、住居と雇用の面から政策を進めています。単身住宅の新規建設も考えていますが、民
業圧迫が懸念されますので段階を踏んで考えています。

産業課

農業 本郷

　朝日展望台のひまわりの取り組みはいいが、時期になると、
観光客が平気で畑に入ってきます。農業と観光のすみ分けを
しっかりしてほしいです。また、外国語表記も必要かと思いま
す。

　平成２９年度補正予算で大看板を町内に設置しました。また町民や観光客などへの啓発のため町内
の公共施設などに啓発用ポスターの設置、さらにはパンフレットを作成し配置することとしていま
す。
　看板は日本語、英語、簡体字、韓国語で表記、チラシは日本語、英語、簡体字、繁体字、韓国語の
各多言語版として作成をします。

産業課

農業 大成
　ジャガイモシロシストセンチュウは、どのような対応になっ
ているのですか。

　東藻琴西倉地区の２ほ場で発生が確認されました。西倉地区全域が緊急防除地区に指定され、土付
きの作物は検査がないと移動ができず、さらに生食用馬鈴薯や東藻琴高校で栽培された馬鈴薯は廃棄
処分となっています。
　緊急防除により対抗植物を栽培したり、土壌消毒が行われることとなりますが、土壌消毒について
は河川等への影響もあり、思うように進んでいない状況です。

産業課
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平成２９年度　ふれあいトーク報告書

分野 地区 要望・質問等 返答 所管課

施設管理 本郷
　年々農家戸数は減少しています。排水機場の草刈り等の管理
を美幌町と共同でできませんか。

　他の地区からも同様の話があります。事業者に委託したり、機械の購入により省力化したりと方法
はいろいろあると思いますので検討していきます。

産業課

施設管理 本郷

　開発局が管理している２，３年は草刈り等してもらえるが、
その後は自分たちでとの話もあり、中々大変です。管理道路に
ついても大雨等で川に流れたりすることがありますが、その管
理も自分達でしないといけないのですか。

　草刈りについては、整備中は開発でやることなっているが、上記と同様に検討していき、後で連絡
します。管理道路ついては、排水路も含め一体で管理することになることが予測されますので確認
後、連絡します。

産業課

まちの産業 日の出第２
　全日食が１月で撤退し、近所の高齢者が困るという話を聞い
ています。かご屋も１２月末で閉店し、道の駅のテナントも撤
退しました。店舗を誘致するような考えはありますか。

　どうしたらよいか決めかねている部分もあります。近年、町の新規開業や従業員確保を応援する起
業家補助金を利用して、東藻琴や女満別に飲食店が開業しています。３月にも１店、開業しました。
　町内の方に町内で買い物してもらうことも大切ですが、町内を通過する方に立ち寄ってもらって買
い物をしてもらえるよう、商工会関係者とお話しさせていただきたいと考えています。

産業課

JR 巴沢 　ＪＲ石北線の運営について、どのようになっていますか。

　ＪＲ北海道の経営状況は厳しく、平成２８年１１月にはＪＲ単独で維持していくことが難しい路線
を公表しました。そこには石北本線も含まれています。同線は貨物列車も運行しており、物資の輸送
もあるため廃線にまではならないと思いますが、ＪＲに全ての負担を強いる形では現状が良い方向に
は進みません。
　現在、北海道全体の課題として各地域で公共交通を維持するため議論が進められており、大空町と
しても路線を残すための努力が必要だと考えています。
　路線を維持していくため、交通機関を利用する住民皆さんにも地域の公共交通のあり方を考えてい
ただければ、ありがたいと思っています。

総務課

議会 住吉

　議員報酬について、本町は一般が19万円、美幌町は23万
円、網走市は39万円になっています。若いやる気のある人で
も19万円では生活できないです。最低も町長の3分の1でも議
員報酬を引き上げないのでしょうか。

　本町の議員は他市町村の議員より忙しく、常任委員会も月１～２回出席していて回数も多く。地域
に顔を出すことも多いです。最近の論調では定数や報酬を減らせというのがある一方で益々成り手が
いなくなると思っています。意見をいただいたことをしっかり報酬審議会に要望として伝えていきた
い思います。
　昔の考え方とは違うので、頑張ってやってくださっていることを考えると、それに報われるような
額にきちっと考えていかなければならないと思います。

総務課

企業誘致 日進
　女満別ゴルフコースが撤退するという噂を聞いたが実際はど
うなのでしょうか。

　経営は大変な状況ですが、今のところ大丈夫であると西部グループに確認済みです。
　全国的にゴルフ場利用税の廃止について議論されており、事業者の経営しやすくなる環境になって
くるのではないかと言われています。

総務課

行政 東藻琴市街
　管理職の責任能力がかけているのではないかと感じていま
す。職員研修をやっているのは知っていますが、管理職の研修
項目、内容はどういったものですか。

　主幹職では、北海道市町村職員研修センターで行っている管理能力研修（２日間）に平成２９年度
は４名参加しています。課長職は平成２９年度は参加していませんが、自治体新任管理者基礎研修
（２日間）があります。
　また、市町村アカデミー研修として専門実務研修もあります。その他として、全職員対象の外部講
師による公務員倫理研修などもあります。また、自主研修として予算を組んでいるものもあります。

総務課

行政 東藻琴市街

　管理職は自分の課の仕事のチェックがあまいのではないかと
思います。
　管理職たる責任分野を再認識し、研修等を徹底しなければな
らないと思います。

　人を育てていくことの難しさ、ジレンマを感じているのが現状です。
　平成２９年度は、職員に色々な事例を照会しながら事務を改善するためにはどうしていくべきかと
いう委員会を作り、半年間議論をしてきました。その中でまとめたことを実行してみようと考えてい
ます。また、職員研修ということも重要だと改めて感じています。内部的な研修だけではなく、別な
組織や機構に入って、その中から勉強させていただくことを今後はやっていきたいと思います。

総務課

行政 日進
　本庁戸籍窓口の担当の対応が非常に不快に感じます。注意を
してほしいです。

　他の方からもご指摘いただいています。指導して改善します。 総務課

行政 日の出第２
　この頃の町職員は、外に出かけて現場を把握していますか。
あまり町民と話をしていないように思いますが。

　言われるとおり、パソコンとにらめっこで現場に行く期間が減っていると考えています。現場に行
くことを促す意味でも、地域担当職員を配置しています。

総務課

行政 日の出第２
　役場に行っても、パソコンとにらめっこで、誰もあいさつを
しないです。

　町民の顔も知らないから、なかなかあいさつにつながりません。顔見知りだと、「どうしました」
などの声かけもあるかと思います。
　合併して１２年も経つのに、居住地以外の地域への理解が進んでいないことも一因ではないかと考
えており、今後も粘り強く指導していきます。

総務課

16
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空港 女満別市街
　女満別空港の利用率は伸びているようですが、オホーツク管
内の玄関口として、民営化された際の施設の充実や利用の促進
について行政はどのように関与していけるのですか。

　女満別空港には利用を促進する協議会がありますので、空港の経営企業を巻き込んで取り組んでい
きたいと思います。
　女満別空港の利用ピークは１１５万人、最少は６８万人、平成２９年は８０万人を超えるところま
で回復しましたが、民営化されてもすぐどうにかなるという話ではありません。今まで以上に地域と
して頑張っていかなければならないと思っています。

総務課

空港 女満別市街
　空港民営化された際に、運営する企業だけが潤うのではな
く、地元の振興や雇用、利益などにも寄与していただけるよう
働きかけてほしいです。

　住民のみなさまが懸念されるのは、大企業が進出してきた際に、今いる人材は必要ないと解雇され
るのではというところかと思いますが、多くの企業の方は、町にいる人材を解雇して他から働き手を
連れてくるのはできない、今いるノウハウのある人にさらに頑張ってもらい、地域の雇用はしっかり
守ると言っています。
　空港運営事業者の選定の際には、色々な提案がある中で、どうやって雇用が守られるかというのを
審査するのも町の役割だと思っています。

総務課

空港 女満別市街

　旅行会社や海外からの旅行客に対し、どのように女満別空港
を利用してもらうのかが重要かと思います。離島の空港では着
陸料など１／６にするなどして航空路線を誘致していますが、
空港民営化になって着陸料の値下げができるのか、地元雇用は
約束できるのか、空港の維持管理経費がどのようになるか不安
です。

　民営化後も北海道が当面の期間、補助事業を活用して維持補修を行うことを前提に交渉を進めてい
ます。国管理の空港ではこのようにはなりませんが、市管理空港の旭川、帯広、北海道管理空港の女
満別は当面、北海道で行っていただくような形を作っていきたいと思います。
　地域の雇用については、平成２９年１１月３０日に北海道知事に民営化に関する要望書を提出し懇
談しました。要望書の中には地域の雇用を空港運営事業者の審査項目の重点項目にするようお願いし
ています。

総務課

空港 巴沢
　ピーチの記者会見に町長が出席しているのを見ました。女満
別便を期待していましたが、どうなっていますか。

　平成３０年年８月１日からピーチが、「関西空港—釧路空港」便を新規就航の予定です。東北海道
に初めて就航するということで記者会見に参加しました。女満別・釧路・中標津のどこかから就航す
るということで、女満別も誘致してきましたが、釧路に決定となりました。
　今回の決定は残念ですが、東北海道地域全体としては歓迎しています。次は女満別にと考えてお
り、過去に実績もあるので、引き続き働きかけをしていきます。

総務課

空港 日進
　飛行機の運航は10時以降12時までどこも飛んでいないが、
そこに1便飛ばせないでしょうか。

　LCC(ピーチ)が今年度から千歳空港に駐機することになったことに伴い、将来的には釧路・中標
津・女満別の3空港を面として飛ばす予定であるとのことで、今回は釧路が今年の8月1日から就航す
ることとなりました。LCCに対しては来年の夏までには女満別に就航して欲しいと要望を続けていま
す。

総務課

空港 山園
　ピーチの新規就航が釧路空港に決定しましたが、敗因は何
だったのでしょうか。

　女満別空港には全日空が７～９月に就航していることも要因であると考えています。２月の流氷
シーズンなど、今後も要請活動やプロモーション活動に力を入れていきたいと思っています。

総務課

広報広聴 中央（女満別）
　町の広報で撮った写真を売っていただくか、無料で配布して
もらうことはできませんか。

　CD-Rを持参していただければ、写真のデータを提供します。 総務課

広報広聴 開陽
　地域の住民と直接対話してもらう機会は大切だと思うので、
今後もふれあいトークを継続してほしいです。

　今は情報を伝える手段は色々とありますが、直接出向くことの大切さというのもあるので、これか
らも続けていきたいと思っています。

総務課

広報広聴 福富
　生活カレンダーのごみの表示をわかりやすく改善してほしい
です。

　担当には年度初めには改善するよう伝えましたが、より詳しくごみについて書かれたごみ・資源物
の分類表という冊子を各家庭に配布していますので、そちらを見るとより詳しい分別についての内容
が書かれていますので、ぜひご覧ください。

住民課

広報広聴 大成 　役場に意見箱が設置されているが、暗くて見えづらいです。
　一方で明るく、目立つものがよいのか、あまり人目のつかないほうがよいのではないかという考え
方もあります。心理的な部分もあると思いますので工夫してみます。

総務課

ご当地ナンバー 大東
　車のご当地ナンバーについて、小清水町では事務局を立ち上
げたみたいですが、大空町ではそういったことについて考えて
いますか。

　（事務担当者案）オホーツク全体のイメージアップにつなげるため、取組を進めるのであればオ
ホーツク管内の全自治体が歩調をあわせて実施するべきと考えています。現時点では、そういった動
きになっておらず、大空町としてご当地ナンバーを導入することは、現時点で考えていません。

総務課
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財政状況 中央（女満別）
　「大空町の家計簿」について、新たな借金（町債）が１５
億、借金返済（公債費）１２億となっていますが、これで町の
借金は減っていくのですか。

　２８年度では、広域穀類施設など大きな建設事業がありますので、借入が多くなっていますが、こ
れから４，５年間のスパンで見ますと、借りる額も返す額も同じくらいで推移していくと思われま
す。
　大型建設事業などがある時は、一時的に借金が返済を上回る年度もあります。
　この「大空町の家計簿」の借金（町債）15億円を返済するとき、うち約10億円は国が措置してく
れますので、町の実質的な借金は約5億円です。

総務課

財政状況 住吉
　平成２８年度決算では新たな借金（町債）が１５億、借金返
済（公債費）１２億となっています。それでも実質公債費率は
下がるのでしょうか。

　借金（町債）15億円を返済するとき、うち約10億円は国が措置（交付税措置）してくれますの
で、町の実質的な負担は約5億円です。
　実質公債費比率はこの「町の実質的な負担」を基準にしています。実質的な借金5億円、返済12億
円ですので、比較すると返済が上回ることとなり比率は下がります。

総務課

財政状況 住吉
　人口減で町に収入が入ってこなくなり、バランス的に悪く
なってきて、町長の思うとおりに行かなく財政的に大変だと思
いますが。

　一頃からみたら一息ついているかなと思いますが、毎年毎年やり繰りが大変なところもあります。
交付税から借金返済の財源もあるので全部が全部自由に使えるわけではなく、人口が減ればその分だ
け減るので、その辺も悩みでもあります。財政は長いスパンで見ていかなければならないといけない
ので、やり繰りが大変だなと常々思っています。

総務課

財政状況 末広
　借金（町債）が15億で公債費（返済）が12億円となってお
りますが、これは借金が増えていることかと思われますが、何
が要因でしょうか。

　今までは逆で返済が多くなっていました。ただし、平成２８年度については広域穀類乾燥調製貯蔵
施設が1つ要因に挙げられます。この事業８９億円のうち約半分の４０億円は国からの交付金を活用
し、残り４９億円は町が借金しています。このことが大きく影響してます。
　また、このことも含めて見る指標が実質公債費比率です。これが前年度より減っているということ
は返す方が多いという意味になります。大空町になった際には２０７億円の借金がありました。現在
は１４５億円ほどとなっております。
　ただ、今後はそんなに借金は極端に減っていかないと思っています。

総務課

地域振興施設 千草

　地域振興施設をこれからどのように利用するのか、町民の憩
いの場となるのか、地域の拠点にしていく考えを持ち、地域に
方々を含めて活性化される施設にしてほしいので、行政が運動
を起してほしいです。
　また、町民がやる組織づくり、声かけを行政がやってほしい
です。

　地域振興施設の機能として、宿泊、飲食、特産品等販売がありますが、駐車場を活用してのイベン
トなども考えられます。今後、効果的な活用について考えていきます。

地域振興課

地域振興施設 東藻琴市街 　道の駅がオープン後、評判は聴いていますか。

　おもにトイレの利用が多いです。売店は予想以上の売り上げがあります。レストランでは、料理の
提供時間が遅くなっていた時は、多くの方が帰られていました。メニューについては、順次替えてい
ます。宴会や団体の昼食の関係で施設的に改善が必要なこともあり、解消をしていきたいと思ってい
ます。
　オープン当初は、トイレにハエが多いという時期もありました。また、多少下水のにおいがするの
ではないかという話がありました。一番多くは、飲食関係の要望なので、対応をしていきたいです。

地域振興課

地域振興施設 東藻琴市街

　道の駅の指定管理者の役員をしていますが、道の駅の課題に
ついては、少し時間はかかりますが、自分達でできることから
一つ一つ解決していきたいと思っています。地域住民がいつも
気楽に利用できる、そんな施設を目指して努力していきたいと
思います。

　「東藻琴地域に元気が出るような施設を」という思いで建設しました。町民のみなさんも使ってい
ただくこととあわせて、あの場所を盛り上げるお手伝いをお願いしたいと思います。指定管理者、役
場、町民のみなさんが一緒になって、いろんな企画を持ち寄った中で盛り上げ、施設を支えていきた
いと思っています。
　全てを役場がやるわけではございませんが、汗をかいていこうと思っていますので、ご協力いただ
きたいです。

地域振興課

地域振興施設 眺湖台 　東藻琴にできた道の駅の運営状況は、どうなのでしょうか？
　９～１０月は、オープン直後ということもあり、予想を超える売り上げがありました。１２月は、
ほぼ予想どおりの売り上げとなっています。飲食はほぼ予想どおりの売り上げですが、宿泊は予想を
やや上回り、物販も予想を上回る売り上げとなっています。

地域振興課

地域振興施設 新富 　地域振興施設は町はもう関与していないのですか。

　要望があれば、町にも言っていただいてもいいですし、直接いっていただいても構いません。まだ
スタートして間もないので、色々と模索しながら対応しています。現状として、宿泊・物販・飲食と
もに計画以上の売り上げとなっています。
　これからまた改善できてくることもあるかと思います。直接要望は利用者が伝えることが重要だと
思います。

地域振興課
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地域振興施設 末広
　道の駅のレストランメニューですが、地元産のメニューが少
ないと思います。海鮮丼とかではなくもっと地場産メニューを
増やしてほしいと思います。

　アンケート調査の中で利用されているみなさまからご意見をいただいています。地域に根差した施
設となるよう考えて参ります。

地域振興課

地域振興施設 日進
　道の駅ノンキーランドひがしもことの利用者の状況はいかが
ですか。

　９～１０月は、オープン直後ということもあり、予想を超える売り上げがありました。１２月は、
ほぼ予想どおりの売り上げとなっています。飲食はほぼ予想どおりの売り上げですが、宿泊は予想を
やや上回り、物販も予想を上回る売り上げとなっています。

地域振興課

まちづくり 中央（女満別） 　町の条例は、誰でも見れるようになっているのでしょうか。 　町のホームページにて、誰でも見ることができます。 総務課

まちづくり 福富
　人口減がこのまま進むと５年後くらいには大空町はどうなっ
てしまいますか。

　亡くなられる方と生まれる子では亡くなる方の方が多いので、転出だけでなく自然減もあります。
　町では、宅地を買っていただいて定住していただければ２００万円の助成金、民間の賃貸アパート
に住む方には３年間家賃助成、新しく雇用者を雇い入れる事業主には月額５万円を３年間就業支援金
として出すなど若い世代が住んでもらえる政策を進めています。

総務課

地域交通 眺湖台
　大空町のような小さな町では、運転免許を返納すると通院や
買物に支障が出てしまいます。乗合バスのような交通手段を確
保できないでしょうか。

　現状では、スクールバスが利用できます。また、７５歳以上の方に、福祉タクシー券と外出支援タ
クシー券を渡しています。
　乗合バスについては、美幌町では阿寒バスに運航委託していますが、１路線につき乗車人数が１ケ
タという状況も珍しくないと聞いています。このため、費用対効果という点では難しいのではないか
と思われます。

福祉課

地域交通 日の出第２
　タクシーの営業時間は８：００～２０：００ですが、他の時
間で病院へ行きたい、駅に行きたいというような要望を聞いた
ことがあります。

　以前にも要望を受けており会社に伝えましたが、民間でもあり運転手確保も大変で、なかなか難し
いようです。福祉タクシーと外出支援タクシーの実態調査を実施する予定なので、ニーズを把握した
うえで、方策の検討をします。

福祉課

自主防災組織 湖南 　自主防災組織は実際にどういったことをするのですか。
　災害時の連絡網や、避難の際に助けが必要な方を地域でサポートしたりするなど、地域での防災対
策を確立するものです。
　また、それ以外に自主防災組織に対しては、防災用品等購入に係る費用の補助制度があります。

総務課

自主防災組織 日の出第２
　災害が発生した際、地域では高齢化が進み、動ける者は消防
団で出ていってしまいます。自主防災組織を立ち上げても、実
際には、取り組みが難しいです。

　「自主防災組織」は、地域住民の連帯感に基づき、自主的に結成する組織です。災害被害を予防
し、軽減するための地域ぐるみの協力体制（共助）の構築をお願いしています。
　また、「避難行動要支援者名簿」は災害時に自ら避難することが困難であり、避難時に支援を擁す
る方を対象を把握する名簿です。避難行動要支援者自身の同意を得た方の情報を、自主防災組織等
（協定を締結します。避難支援等関係者）が避難行動要支援者の情報を管理・共有することで、災害
時に速やかな避難行動につなげる体制づくりを地域のみなさまにお願いしています。

総務課

防災 千草
　Ｊアラートは政府の考えであおり、結果的にはあのような形
になっています。行政も国にあおられないでほしいです。

　Ｊアラートはミサイルのほかにも地震やアトサヌプリが噴火したときなどにも鳴ります。ひとつの
伝達手段であるということを思っていてほしいです。

総務課

防災 西倉
　災害時の避難困難者の支援計画について、自治会には情報が
ありません。

　避難困難者の情報については、個人情報の問題があって、町から一方的に自治体に対して情報を提
供することはできません。ただ、災害時のこともあるため、自治会と町とで協定を結び、要請があっ
た場合には町として情報をお渡しすることができます。必要があれば、役場担当課へお伝えくださ
い。

住民福祉課

防災 豊里
　Ｍ８．８規模の地震（千島海溝沖地震）が発生する可能性が
報道されましたが、この地区は揺れだけで収まるのでしょう
か。

　千島海溝沖地震に関しては、現在のところ、津波がオホーツク海側までくることは想定されていま
せん。
　確率はあまり高くありませんが、網走北西沖や紋別北側あたりでＭ７以上の地震が発生するという
予測もあり、網走海岸で津波が発生するというシミュレーションが町に届いています。この津波が６
～７ｍくらいになったときには女満別湖畔にも津波（１ｍ以下）がくるという話を聞いています。
　大きな被害にはならないと思いますが、湖畔の自治会に対しては注意が必要であると考えていま
す。

総務課
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