平成２０年度

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

福

祉

質問・意見・要望事項
回
答
東藻琴幼稚園でも保育年齢を下げ 東藻琴幼稚園は幼稚園と保育園を併設しています。現在、２歳
て実施するのですか。
児は保育園、３、４、５歳児を幼稚園ということにしていて、将
来的には６ヶ月以上を預かるようにしたいと考えています。受け
入れる側の体制もあり、まずは１歳児の受付を４月から実施し
ます。施設を改修し、スタッフも増員しながら実施いたします。
豊住は１歳児から２歳児が平成２１ 乳幼児医療の個人負担部分をなるべく少なくしながら、子ども
年には人数が減っていく中で、豊住 たちにかかる負担を軽減していく方法として、対象年齢を引き
保育園は維持していけるのかと感 上げていくことも少子化対策でいけば一つになるのかと思いま
じてしまいます。町は少子化対策 す。また、妊娠された後、病院の健診については５回分の受診
をどのように考えているのか聞き 券をお渡していますが、できるだけ子供を生み育てやすい環境
たいのですが。
をこれからつくっていかなければならないと思いますし、どう
しても共稼ぎをしなければならないなど、そのような環境をつ
くることを第１に、６か月以上の保育をスタートさせていきた
いと思います。
国民健康保険料は、きちんと払わ ９８％くらいの納入率です。大空町では発行しないというとこ
れているのですか。また、国民健 ろまではいっていません。何らかの事情により支払いできない
康保険証が発行されていない人は 方には分割などの方法により納入していただいています。
いるのですか。
フロックスの入浴料を上げてもい 最初から採算を取ろうと思って計算したものではないというこ
いと思います。高齢者の入浴料が とは間違いないと思います。今のところ施設の運営や利用状況
１００円というのは赤字ではない を変えるつもりはありません。今後、休憩コーナーに健康器具
でしょうか。また、利用状況が少 のようなものを置いたらどうなのかと思っています。
ないからやめるというような考え
方はないのですか。

ー

１

－

質問・意見・要望事項
回
答
旧診療所の今後の活用について聞 今、障がいを持つ方々に対しての法律が変わり、程度の軽い方々
きたいのですが。
は現在入っている施設から出て、地域の中で生活をするような
ことになります。地域で生活されても支障のない方々を多少受
け入れしながら、地域の中で働いてもらったりするようなグル
ープホームのような形のものができないだろうかと考えていま
す。途中経過も含めて地域の方々に何回か説明させていただく
機会をつくりながら、平成２１年度には運営をやっていただけ
るところを探しに動いていきたいと思っています。
寿クラブでは敬老褒賞のお祝い金 現金となると考えどころまではいかないのですが、敬老会のや
は、現金でなければだめだとみん り方を大きく変えようということで相談させていただいていま
な言っています。
す。

保

健・

医

療

質問・意見・要望事項
回
答
東藻琴診療所の利用率は、前年に 前年比９８％くらいの収入・支出の状況で推移しています。平
比べてどうでしょうか。
成１９年の診療所の会計で１億７，０００万円くらいの収入で、一
般会計から２，７００万円ほど繰り入れしてやり繰りをさせてい
ただいています。この２，７００万円の中には国から交付税とい
う形で一定の率でみていただいていますので、実質皆さん方に
は２，０００万円くらいの負担をいただきながら経営させていた
だいている状況にあります。

ご

み

問

題

質問・意見・要望事項
回
答
生ごみ袋で出すには、袋が弱いの 生ごみの水を切った状態で別の袋に入れておき、収集日の朝に
ではないのですか。生ごみだけで 専用ごみ袋に入れ換えるということをしてください。６月から
最低１０リットルの袋の強度と生 は５リットルの指定ごみ袋を販売しますのでご活用ください。
ごみを何日間家庭で腐敗しないで
出せれるのか心配しています。
ごみの処分を広域連的に考えるこ 現段階では、生ごみの分別がきっちりと出来るようになる事を
とはありませんか。
最大の努力目標としています。ゆくゆくは広域での処理をと考
えており、生ごみの分別はその第１歩です。
生ごみと燃やすごみを分別しなけ 最終的に生ごみの堆肥化でお世話になる予定の施設の基準です。焼
ればいけないのですか。
却施設の利用についても含めて協議していこうと考えています。
ごみの収集かごを民家に設置（農 生ごみ、燃やすごみ、燃やせないごみについては収集日の朝に
村地域）してはどうか要望していま 出すよう協力願います。ごみ及び資源物の集積所の設置場所に
す。ごみをキツネなどが荒らして ついては、各自治会にお願いしているところです。キツネやカ
汚してしまいます。人家に置くとあ ラスに荒らされないような工夫など、自治会で対応を検討願い
る程度は管理ができると思います。
ます。民家で協力いただける方がいるのであれば場所の変更も
可能ですのでご連絡ください。
町からのコンポスト購入助成があ コンポストについては、補助した台数から一応の成果があった
りますか。
ものとの判断をして、平成１９年度を最後に廃止したところです。

ー

２

－

質問・意見・要望事項
回
答
生ごみの分別について、夏場は、１ 試行の始まる６月より金曜日も燃やすごみ（生ごみ）の日と
週間に１回の回収頻度では足りな し、週２回、回収することとしています。（東藻琴地区）
いと思います。
生ごみの分別の詳細については、別 現在、自治会や女性団体の総会などで説明しており、出前講座
途お知らせしてもらえますか。
の対象ともしています。少しでも多くの機会に説明したいと考
えておりますので、ご連絡をいただきたいと思います。
女満別の処理場へは、個人で運ん 直接持って行っていただいて結構です。家電リサイクル等直接
で行っても良いのですか。
搬入できないものもありますので、不明の時は、事前に電話し
てください。
自分の古着などは、どこに捨てれ 綿５０％以上のものは資源物として指定された日に袋に入れて
ばよいのですか。
出してください。綿５０％未満のものは燃やすごみですので指
定ごみ袋に入れて燃やすごみの日に出してください。

自

治

会

質問・意見・要望事項
回
答
広報の配布回数を減らすことはで 合併し、いろんなことが起きているので、旬な情報を出すこと
きないのですか。
から月２回広報を出していきたいと考えています。女満別地区
では各戸に就労センターが配布しています。そういう形もどう
かと問いかけはしていましたが、東藻琴の連合会では隣の高齢
者の見回りも兼ねて配布するとのことで、自治会活動の助成金
の中に配付手数料を入れています。地区になると隣の家が遠く
大変ということも聞いていましたので、自治会の中で協議いた
だき、１月に東藻琴地区連合会の役員会で協議いただいた結果、従
来とおりの配布方法を継続することとなりました。
ふれあいトークの参加者の数が少 地域によって思いがいろいろ違ったりしています。皆さん方と
ないのですが、今後もふれあいト 本来の行政との溝を埋めるような意味での懇談会という形がと
ークを継続して実施していくので れるかというようなことを思いながら、改めて皆さん方のご都
すか。
合なりを聞いてみたいと思います。
自治会活動に一緒に汗を流して頑 市街地区には職員が住んでいる自治会がたくさんありますが、農
張っている職員がいます。一緒に汗 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
を流す職員は、親近感が持てます。一 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
緒に汗を流す職員になって欲しい 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。
と思います。

交

通

安

全

質問・意見・要望事項
回
答
女満別地区でセブンイレブンがで 町広報への折り込みチラシなど、歩行者に対する交通安全の啓
き、非常に車の出入りが多く、事故 蒙に努めていきたいと考えています。
が起こるかと心配しています。地域
での交通安全指導もありますが、危
険な場所であるのではと考えてい
ます。

ー

３

－

公 民 館・ 会 館
質問・意見・要望事項
回
答
会館の補修は要請をすればやっていた 施設の細かな管理については皆さんにお願いして、施設活動費の
だけるのですか。
補助金等で行っていただければと思いますが、躯体の話になると
管理は皆さんにお願いをしているのですが町の財産でもあります
ので、大きなものについては町の方でしっかりと見させていただ
きます。地域活性化・生活対策臨時交付金を活用して必要な修繕
を行う予定です。
女満別にある公民館を東藻琴方式で自 平成２３年から自治会へ移管させていただきますということで、去年
治会へ委託にしますというような話が の町政懇談会の中で、教育委員会の方で女満別地域の公民館と言
ありますが、地域との契約条項は決ま われているところには一通り説明はさせていただいています。具
ったのですか。
体的な協定書みたいな内容まで示してどうだという話にはまだな
っていません。

学

校

教

育

質問・意見・要望事項
回
答
町として特別に学力の向上に対し 先生方の資質を如何に高めていくのかのお願いと、国、北海道
て取り組んでいることはあるので が予算を付けた以外に町としては、単独費で補助教員の予算を
すか。
付けて、現場に入れてチームティーチング２人で１クラスを見
るような授業設定をさせていただいている状況にあります。東
藻琴も現場との相談をしながら、必要があればさらには、補助
に入るような先生方の分も増員をさせていただいています。
女小改築に伴う、豊住小学校の統 小学校児童の親もそうですし、地域の問題にも関わってきます。将
合について町の考え方を聞きたい 来豊住小学校のあり方について、どのような考え方を皆さん方
のですが。
が持っておられるのか、この機会にお話しをしてほしいと思っ
ていまして、教育委員会も一緒になって考えていきたいとの話
をさせていただきました。いろんな方々の意見をお寄せいただ
いた中で議論をさせていただければと思います。
大空町の保育園と幼稚園の今後の 平成２１年度から新しい幼稚園教育要領がスタートします。預
運営について聞かせてください。 かり保育も幼稚園の教育という教育課程に位置づけ、単に預か
ることだけではなくて、幼稚園で行う教育の中に位置づけられ
ます。もう一つには、子育支援体制を幼稚園が地域の教育施設
の中核施設となるように、機能を充実させることを新しい教育
要領の中で指導、指摘をしています。４月から幼稚園の体制は
充実していくことになっています。
東藻琴地区では高校生のバス通学 今は、網走東学区の中だけでしか出していません。当初、合併
に関して、助成が出ていると思いま の協議をしていたときは、事務段階では全部廃止しようという
すが、東藻琴地区限定で、北見だと 話の議論が大分進んでいました。しかし、最終段階で協議をし
か道南方面などに下宿する生徒も た中で、交通の便のこともあり、いっぺんになくすのはどうか
若干いると思いますが、その家庭、
という意見が出たのでそれを残そうとしました。３年間やらせ
子供に対しての助成はないのです てきていただきました。ただ、そのことの他にもその補助金に
か。
関しては、いろいろと課題が出てきています。網走に通われる
方に補助金を出していますが、最近は実際にはバス通学されな
くても通われていれば補助金を出してはいます。これは見直し
をしなければならない時期にきていると思いますので、教育委
員会と協議を進めていきたいと思います。

ー

４

－

質問・意見・要望事項
回
答
幼稚園の給食を週何回か実施でき 給食の希望について幼稚園では保護者の意見の把握に努めまし
ないですか。
た。保護者の意見からは給食の希望がある一方で「幼児期の健
康状態の把握やお弁当は親の役割である」
「アレルギー問題」
「経
済的な心配」などの意見がありました。給食のアンケートから
はお弁当作りには少し楽をしたいという意見もあり、幼稚園で
取組めることとして平成２１年度は年間１２回パンの日を設け、町
内業者に依頼しています。幼稚園では「生きる力」の基礎を培
う大切な時期と考え、健康な体の育成を目指し保育推進と幼児
の望ましい発達を促すため食育も含めて指導を進めていきたい
と考えています。

社

会

教

育

質問・意見・要望事項
回
答
町民運動会について開催の見通し 合併当初から幾度か運動会を実施していたのであれば、記念事
はありますか。
業のような形で実施していくのはできるかと思います。しかし、当
初より互いの町村であった運動会を融合して実施していなかっ
たので、実施については全部の自治会の理解を得るのは難しい
のではないかと思われます。
総合型スポーツクラブを自治会の 総合型地域スポーツクラブを豊住小学校を基軸に立ち上げてい
総会で提案をしようと思っていま く計画を現在進めています。女満別や東藻琴で実施している「子
す。豊住保育園も含めた週２～３ どもワールド」的な取り組みであれば、スポーツクラブとは別
回を小学生と保育所を含めて検討 に考えていかなければなりません。スポーツクラブは自主運営
していますが、問題は教職員の時 が基本ですが、子どもワールドは行政が運営主体です。将来的
間外の問題があるのではないのか にはスポーツクラブでの子どもワールド的要素を組み込んだ展
と思っています。
開は考えるべきだと思いますが、計画段階から子どもワールド
をスポーツクラブで組み込んでいくのは難しいと判断します。

農

業

質問・意見・要望事項
回
答
女満別の麦乾工場の騒音は問題な 乾燥場の増設は、農協から周辺自治会への説明を行い、建設に
いのですか。
対しての同意書をいただいたうえで現在工事進行中です。建設
後も、毎年騒音測定を行い、騒音に関する苦情への対応を続け
ていきます。
洗浄施設についてシストセンチュ 過去に洗浄施設を整備した際に、事業費の一部を農協と町で持
ウの関係で農協から説明がありま とうということで実施した経緯があり、同様の補助としました。
した。補助金も半分ぐらい助成が 平成２０年度の補正予算では、２箇所を整備しました。平成
出るとのことですが本格的ではあ ２１年度は、女満別地区５箇所、東藻琴地区４箇所の整備支援
りません。
を予定しています。

ー

５

－

質問・意見・要望事項
回
答
東藻琴地区でジャガイモのシスト ジャガイモシストセンチュウの発生に伴い対策本部を開催し、そ
センチュウが発生確認され、非常 の対応については北海道の蔓延防止対策指針に基づいて大空町
に我々も心配しているのは風評の 対応策を決定しています。風評被害については、一定のルール
心配です。町としてどのように考 でもって公表され、どうしようもない面もありますが、地域の
えているのですか。
方々と冷静な対応で風評被害を食い止めていくことが大切であ
ると思います。そこに注意を払って、農協なりと情報交換をし
ていきたいと思っています。
担い手を対象に国から補助事業が 集団であるとか農協だけではなく、国の施策そのものが、担い
たくさん組まれるようになってき 手というところにシフトしていくと、取捨選択しながら自分の
て、個人単位で使える公募型がた 経営の改善をしていく一つの取り組みとして、そこに手を上げ
くさん出てきましたので、個人で てのっていこうとする方が出てくるであろうと思いますので、情
どのようなものが使えるのか判断 報の伝達の仕方、ルールづくりを考えてみるようにします。その
が難しい状況であります。
ようなものがあれば必ず、ホームページに載せるのか、登録し
公募であるので、発表から１週間 ていただいた方々にメールで情報を配信するのかとか、手段、ル
程度であるとか、事前の段取りも ールを考えてみるようにします。
必要でありますので情報の提供を
してもらえたらありがたいです。
雹の被害に対して、町として何か 町が利子補給を行う農業振興資金の拡充により支援しています。従
支援はありませんか。
来は、災害による農地や農業用施設の復旧に対するものしか農
業振興資金の対象としておらず、今回のような農作物の減収に
は対応していませんでしたが、１２月に農業振興資金条例を改
正し、災害等による農業所得の減収補てんと共済金が交付され
る間までのつなぎ資金を新たに創設しています。
合併前まで東藻琴村では、斜里、清 ３町村で行っていたことについて、どうするのか農業委員さん
里、小清水町で農業後継者対策と にもご意見をいただき合併後は、美幌、津別に大空が入らせて
してお見合いツアーを行っていま もらっています。課題になっているのは、専門的に携わる職員
したが、無くなった後の計画はあ などを配置した方がよいのではないのかとのことがご指摘とし
るのでしょうか。
ていわれています。そのような新しい体制をつくっていこうと
のことで話をさせていただいています。
パワーアップ事業はいつから始ま パワーアップ事業は北海道単独事業で、土地改良事業に対する
ったのですか。できれば継続して 農家負担の軽減を目的として実施されております。当初の事業
ほしいのですが。
は平成８年度から～平成１２年度の５ヶ年事業として実施され
ました。その後２度の継続を経て、現在は３期目となります。現
在実施されているパワーアップ事業は平成１８年度～平成２２
年度を事業期間として実施されております。平成２３年度以降
については現在のところ継続されるのか未定です。北海道の予
算の削減により、平成２２年度までに実施される予定であった
土地改良事業が実施していない事から、現在パワーアップ事業
対象となっている地区については、土地改良事業が完了するま
でパワーアップ事業を継続して欲しいとの要望が出されており
ます。また、対象については現時点で実施している地区に限る
ものと考えております。

畜

産

質問・意見・要望事項
回
答
カラスやキツネが、年々増えてい 猟友会のご協力を得て、キツネ、カラス等の駆除に努めていま
るし、作物に害が出ています。良 す。また、カラスの駆除についてゴミ処理上で箱ワナを仕掛け
い方法がないかなと思っています。
てカラスの捕獲に努めていきたいと考えています。
へルーパー組合、乳検組合への助成 継続していきます。
を引き続きお願いしたいのですが。

ー

６

－

商

工・

観

光

質問・意見・要望事項
回
答
芝桜公園の温泉はどうするのです 町の中に宿泊機能があったほうが良いという意見が多く、切り
か。
離して考えたほうが良いのではないかと考えています。公園に
は温浴施設、日帰りで使えるものはどうかという考え方が中心
となっています。ただ将来、どの程度の経費がかかって、１年
間運営するとどうなのかという試算をしてみて、皆さんに示し
ながら、規模、運営形態を相談させていただきたいと思ってい
ます。
芝桜公園のことですけれども、実 平成２０年度は、約１０万１，０００人の入場者があり入園料
際どのような収支で、採算性とい だけで４，０００万円、その他に遊覧車に２万５，０００人乗っ
うところにいくとどういうことに ていただき７５０万円の収入がありました。実際にプラスにな
なりますか。
った部分は、今までの累積赤字が１，２００～１，３００万円ぐ
らいありましたので、何年間かで解消していこうということで、そ
こに少し穴埋めし、公園にさらに会社として投資をさせていた
だこうと思っています。
芝桜公園の来年以降の整備事業は 来年以降は、展望台が腐食している部分があるので直さなけれ
どのようになっているのでしょう ばならないと思っています。もう一つは、個人の入場ゲートの
か。
受付のところを整備したいのと、バスの運転手やガイドさんた
ちの休憩施設が必要かと思っています。さらには、外売店の排
水なども含めて課題があるということでやり替え、芝桜が当初
植えてからもう二十数年経っているようなところが少し色あせ
てきたり、場所によっては少し枯れてきているようなところが
ありますので、しっかりと植え替えをしていかなければならな
いことも含めて、苗畑を診療所の横にも確保させていただきま
したので、順次芝桜そのものもしっかり植え込んで密植させて
いきたいと思っています。
商店振興のための商品券の助成で １万２千円を１セットとし、１万円で販売するプレミアム商品
すが、結果はどうだったのですか。
券事業は両商工会事業であり、町が平成２０年度７，５００千
円を補助し４，０５０セツトの販売実績がありました。この事
業結果については、町内の消費を拡大し、地元商店など地域経
済の活性化に効果があったと考えております。
雇用対策について、町としての支 平成２０年度に冬期における緊急雇用対策として、臨時職員の
援を聞きたいのですが。
登録者を募集し１４名を採用し歩道橋の除雪作業、湖畔林の伐
採作業、町道の維持作業（敷地内立木剪定・防護柵の修繕等）
を実施しました。予算については組み替えて１，８９７千円を
賃金としてお支払をしました。
プレミアム商品券は買った人だけ ２，０００円分を全戸に配ることよりも、１２，０００円分の商
が得をします。買えない人もいる 品券を１０，０００円で販売する「プレミアム商品券」事業の
と思いますので、２，０００円分を 方が町内の消費を拡大し、地元経済の活性化に効果があったと
全戸に配ったほうが町民に恩恵が 考えております。平成２０年度実績は４，０５０セットを販売
あるのではないですか。
しています。
道の駅の売店をもう少し広くでき 道の駅は、手狭であることは承知しています。「前側のテラス
ないのですか。
の部分を引っ張り出してはどうか」、「野菜、苗物を店の中では
なくて別建てにしてはどうか」などの案があります。経費もか
かることから十分な検討が必要です。

ー

７

－

質問・意見・要望事項
回
答
朝日ヶ丘公園のひまわりを６月末 大空町のひまわりの作付けについては、農業者の方の協力をい
までに早く咲かせることはできな ただくことによって、初めてきれいなひまわりを観賞いただい
いですか。最初が遅いと、３～４番 ています。毎年５月の初旬につきましては、ビート苗のポット
手が咲く頃に霜が降りるのできれ 移植等大変多忙な時期であります。質問の趣旨もご理解できま
いに咲きません。
すので、農業者の方が早期にひまわりを蒔くことができるのか、そ
れとも農業者以外の方でこのことが可能なのか検討いたします。
パークゴルフ料金を上げる話はど 現在、町全体の使用料・手数料の見直しを行っている中で、パ
うなっているのですか。朝日ヶ丘公 ークゴルフ場の利用料金をどのように設定すれば良いか検討を
園より安い所はないと思いますが。
進めています。他市町村との料金の比較・維持管理経費との関
係など、総合的に検討し、また関係機関と協議を進めながら検
討していきたいと考えています。

道

路

質問・意見・要望事項
回
答
町道開陽・中央線はいつ実施する 平成２１年に要望し、平成２２年に調査、その後に事業着手の
のですか。
予定です。開陽まで１０㎞ある道路を第１、第２、第３区間と
分けて順次整備を進める予定です。課題は、現在の橋脚部分の
強度で、幅出しが難しいと想定され、新たに架け替えが必要と
予想をしています。今後、調査、測量して、既存のままか、ど
のような形で架けたらよいのか設計しなければならないと思っ
ています。
道道網走川湯線の改良工事が（網 網走土木現業所には未整備区間の早期整備のため用地処理等を
走側４ｋｍ）止まっています。ス 行うよう要望を行うと共に、現状における路盤の悪い箇所の補
リップして事故が多いので、改良 修整備についても要請しています。
ができないのであれば補修で対応
できないのですか。
国道３３４号線女満別の（近藤さ 国道を管轄する網走開発建設部には、３３４号線の追い越し禁
ん宅前）のスリップ事故が多く改 止の緩和として美幌側に向かって千草の登り、小清水側に向か
良ができませんか。
っては新富の登り附近に登坂レーンを検討されるよう要望して
います。
千草西倉５６号線が冬期間通行止 本区間の除雪については、平成２０年度に試行除雪を行ったと
めになっている。以前、どのよう ころ、吹き溜まりが少なかったこと、舗装工事完了により砂利
な理由でそうなっているのかを聞 等の飛散が無くなったことから平成２１年度の冬期間の除雪路
きましたが、帰ってきた返事が砂 線として除雪を行います。
利が飛ぶからという理由だったと
思います。舗装化になり、交通量
も多いので、通行止めをやめてほ
しいのですが。
道道女満別福住線の旧大成小学校 空港から知床への通路ということで、旧大成小学校から美斜線
前で道路改修工事を実施していま 側が先の工期となっています。工期については北海道の予算の
すが、女満別と東藻琴間の最重要 関係もあるので、長期間にわたると思っています。２、３年で
道路だと思っています。どのくら は済まないと思います。女満別側が先だと良かったのですが、奥
いの年数で完了するのですか。
田写真館さんから変電所間はオーバーレイによる補修をしても
らっています。
町道の維持管理で、グレーダーで 町道のグレーダー作業については、春・秋２回程度は、実施し
の作業は行っているのですか。
ていますが状況によりその都度、（雨等の状況）作業を進めて
まいります。

ー

８

－

除

雪

質問・意見・要望事項
回
答
除雪の効率化はできないのですか。
女満別地区・東藻琴地区共に、道路沿いに人家が無く、迂回路
東藻琴地区は通行止め区間が多い が有る区間については、地域の関係者に協力をいただき、冬期
ので、見直しを含め検討していた 間通行止めにさせていただいています。常時除雪していると思
だきたいのですが。
って車両が路線に進入し、動けない状態になる等、通行者に迷
惑を掛ける可能性もあるので、従来通り期間を決めて通行止め
とさせていただきたいと思います。町道状況確認の巡回は毎日
行ってはいませんので、危険な状況を把握するのが遅れる可能
性もあります。そのほか道路で危険だと思われる箇所を発見し
ましたら、お手数ですが道道・町道に限らず建設水道課に電話
連絡していただければ、速やかに対応いたしますので、ご協力
をお願いします。道道関係については建設水道課から土木現業
所に連絡いたします。

上

下

水

道

質問・意見・要望事項
回
答
水道の関係と道道女満別福住線の 水道の整備に関しての開陽地域全体の予定は、平成２０年７月
見通しとしてはどうなっているの に水道料金改定の説明時に平成２１年測量設計、平成２２年工
ですか。
事と言うことを説明しています。その後については、地域全体
に対する説明等は行っておりませんが、今後（５月中旬頃）、測
量等の作業実施前に関係する住民に個別訪問し、説明する予定
です。

河

川

質問・意見・要望事項
回
答
藻琴川の改修はいつ頃始まるので 総合流域防災河川改修事業として、西倉から末広の６ｋｍの改
すか。
修工事を予定しています。河川関係者や有識者で構成された藻
琴川水系河川整備計画検討委員会で整備計画が検討されますが、早
くて平成２１年秋頃の工事着工の予定となっています。
トマップ川は今後、植樹などをし 平成２０年～平成２１年の２ヵ年間で整地・緑化などを整備す
て整備をするのですか。
る予定です。
トマップ川の護岸整備（泥・雑木） 国道から上流については、土木現業所・開発局・町の三者で管
はどこの所管ですか。
理しています。浚渫・立木伐採などで簡易なものは町で管理す
ることになっています。国道から下流については、土木現業所
が管理します。

ー

９

－

自 治 基 本条 例

質問・意見・要望事項
回
答
自治基本条例がなくてもやってき 自治基本条例がなくてもやってきた時代、なければならない時
た時代と何が違うのですか。住民 代、何が違うのかということで、地域のコミュニティ、近所づ
の興味をそそるにはこれをはっき きあいについて考えなければならなくなってきました。良き地
りさせることが大事ではないです。
域社会の時代を形として残していきたいと考えています。
自治基本条例の検討委員会を開催 皆さんが臆がらないような工夫をするのが事務局の課題だと思
していますが、検討委員になったら っています。よく言われるのは作ったのが成果ではなく、作る
やめられないのですか。自治会長 経過、作った後の使い方が課題なので、皆さんに悩ん
が充て職でやっているけれど、終 でいただいている部分を大切にしたいと思います。
わるまでやっていかなくてはいけ
ないのかなと思っています。代わ
っても良いのですか。

企

業

誘

致

質問・意見・要望事項
回
答
女満別で誘致したゴルフ場の経営 苦戦しています。年間の利用客は、平成１３年にオープンして
はどうなのですか。
から毎年右方上がりで増えてきています。年間に１７，０００
人～１８，０００人くらいの利用客です。ゴルフ場は町に対して
１，８００万円ぐらいの税収がありますが、当初誘致したときに
固定資産税相当額を補助金で出しますということで誘致した部
分があります。本年度は１，１００万円を助成しています。

ー

１０

－

財

政

質問・意見・要望事項
回
答
実質公債費比率が２４．３％と高く 過去の借入金が今となってこの数字になっています。利率の高
なっていますが５カ年で１７．７％ い借入金や土地改良事業の負担金を繰り上げ償還するなどの方
まで下がる計画ですが町民負担が 策をとっています。借り入れる金額よりも返す金額を多くする
でてくることがないのか聞きたい ことにより、総額そのものも減ってきています。今、返済のピ
のですが。
ークとなっていますが、実質公債費比率は、過去３年の平均の
ためゆっくりと下がっていきます。
町に寄附すると税金が安くなる大 元々の発想は地元を離れている方が現在住まわれている市町村
空町ふるさと応援寄附金について に払う税金の一部を出身地（大空町）のために納税することが
説明してください。
出来たら良いのではないかというところから始まり、ふるさと
に寄附をすると税金から控除することになりました。
企業が不景気で赤字になっている 町税の９億５，７０３万円の内訳（平成２０年度当初予算）
ので、税金が少ないのではないか
個人住民税 ３億４，５３０万円 ( ３６．１％ )
と心配していますが、大空町の住
法人住民税
５，６６９万円 (
５．９％ )
民税はどうですか。
固定資産税 ４億８，２４４万円 ( ５０．４％ )
軽自動車税
１，７３０万円 (
１．８％ )
町たばこ税
５，４９８万円 (
５．８％ )
平成２１年度当初予算では、８億９，４１５万円（前年比△６．６
％）を予算措置しました。個人住民税は、給与所得の減少を、固
定資産税については、評価替えによる減少と不況による投資（特
に償却資産）の減少を見込んで予算措置しました。

ま ち づ く り
質問・意見・要望事項
回
答
経費のスリム化を具体的に聞かせ 合併前はそれぞれの町で必要だった電算などのシステムが１つ
てください。
で済みます。職員数は合併前それぞれの町でギリギリまで削減
していましたが、合併により、さらに削減することが可能とな
りました。
住民サービスの向上の中に、地域間 数字は一般の利用者のみの数で、それとは別に東藻琴から女満
バスが平成２０年の４月からスタ 別高校に通う高校生や女満別地区の小・中学生を乗せています。そ
ートしたとなっていますが、広報に のため、大きいバスを使っています。東藻琴から高校生を乗せ
も乗車人数が出されていました。見
ー ているのは前から変わらないのですが、一般の混乗は、女満別
１ －
ー １ －
ている限りバスが大きすぎるのでは 時代は農村部ではやっていましたが、東藻琴は今まで認めては
ないのかと思います。経費を節約 いませんでした。担当も利用者などに意見をいただいています。
できることができないのかと思い そこで更にどのような運行形式がよいのかとか、バスの大きさ
ます。
とかも、もう少し試行錯誤させてもらいたいと思います。
東藻琴農業振興センターの今後の 当初提案した部分が、中々そのまま受け入れられなかったので、今
利用方法について聞きたいのです ゼロのところからもう一度、考えなおさなければいけないかな
が。
と思います。加工施設の方は、もちろん今までどおり、使って
いただいていますけれども、こちら側については、もう一回仕
切り直しだというところで、考えています。

ー

１１

－

質問・意見・要望事項
回
答
合併したのもあるのでしょうが、人 平成１７年のときに両町村合わせて１８５人でした。平成２１
口に対して職員数が随分膨らんで 年４月１日で１５７人です。平成２３年までに１５５人、平成
います。最終的にあと７年後には ２７年で１３２人というのを目標にしております。総合支所の
１２０人くらいになるのでしょう 人数を単純に減らすということではなくて、民間にお願いでき
か。
るような業務を少しずつ増やしていきながら１３０人ぐらいま
で落とすことができると思います。

そ

の

他

質問・意見・要望事項
回
答
街に近い所が一部、ＡＤＳ L が入 住民生活もありますが、企業誘致するうえでの条件とまではい
っていているだけで、それ以外は きませんが、判断材料の一つにされてしまうこともあるので、そ
入っていません。今、いろいろな のところも解消していかなければならないと思っています。
サービスが提供されていますが使
えない状況ですので、今後もその
ようなことでは困ると思います。
ブロードバンドの件ですが、総務 家庭で高速通信網を使えるという状況と移動して高速的な通信
省が２０１０年～２０１１年まで 網というのも将来必要になってくるのかなと思います。情報を
に全国で９０％以上の範囲でブロ 入手しながら、町の中のブロードバンド未整備地区をいかに少
ードバンドができるようにとのこ なくしていけるかを考えています。
とですが、町はどうなのですか。

ー

１２

－

