
地区 要望・質問等 返答

東藻琴市街

　広報車が回ることがありますが、住宅内ではよく聞き取れな

ません。無駄なことはしない方が良いのではないでしょうか？

　また、方法にも問題があると思います。移動速度が速くて最

初から最後まで聞き取れません。ある程度停車しながら行うべ

きではないでしょうか？

　住環境が良くなり密閉度が上がって聞き取りにくくなっていることと思います。

　交通安全、一斉清掃などの広報は、時速１０キロメートル程度の低速走行、または

停止して行っています。

錦町第１ 　これから増えるであろう空き家の対策は考えていますか？

　高齢の方が離れてることで空き家が増えています。４年前から空き家の登録制度を

設け、情報提供のほか補助制度も設けました。店舗も対象としているので利用して頂

きたい。

福富
　合併後の新町建設計画について、達成状況はどうなっていま

すか？

　毎年度、調整状況を調査しています。すでに調整済みのものもありますので再度内

容を検証して公表します。

東陽
　湖南公民館付近の白樺が大きくなっています。公民館用地内

で町の管理であれば、伐採をお願いしたいのですが。
　平成24年度皆伐の予定で北海道電力（株）と事務協議を進めています。

住吉
　刑務所用地の山林について、払下げ等ができればもっと活用

できると思いますが、何か予定はありますか？

　山林だけの払い下げ、一部活用が可能な土地だけの払い下げは認められないとの見

解であります。しかしながら、一括購入する場合には協議に応じていただけるとのこ

となので、刑務所用地が大空町の地域活性化の起爆剤となるよう検討します。

巴沢 　ボッシュ（株）の企業誘致、メリットはあるのでしょうか？

　世界的企業であるボッシュ㈱のテストコースが大空町に存在することのＰＲ効果及

び職員が町内に住んでいることの経済効果さらにはボッシュ（株）の有する資産に対

する固定資産税が税収入として町に収められているなどのメリットがあります。
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巴沢 　ボッシュ（株）はどのような会社なのでしょうか？

　ボッシュ㈱は自動車に関連する部品（機器類）の製造の他、家電など幅広い分野の

製造を行っております。大空町には工場はありませんが、自動車のブレーキに係る部

品を製造するための実証データを得るためのテストコースが設置されており、年間を

通じて様々な試験が行われています。

豊里
　地域に利用されていない民間施設（テムリック（株）所有）

があると思いますが、どのように考えていますか？

　平成２４年度旧テムリック所有施設の図面及び写真集を作成し、様々な企業等に対

してアプローチを図っていきたいと考えています。

巴沢・栄町１
　女満別空港に就航している航空機が小型化され搭乗できる人

数が少なくて不便です。何とかならないでしょうか？

　今年１月に女満別空港周辺の市町長等と各航空会社に対して要望活動を実施した結

果、札幌線の運航時間の変更、一部機材の大型化、羽田線については夏季の繁忙期に

おける機材の大型化、関西線については運航期間が１ヶ月間延長されるなど、少しづ

つ改善が図られてきていますが、今後も利便性が図られるよう要望してまいります。

錦町第１
　女満別空港ビルのトイレがウォシュレットになっていませ

ん。他の空港はほとんど整備されています。

　女満別空港ビルに確認したところ、平成　　年に増築した部分はすでに整備済み、

既存部分は順次整備するとのことです。

住吉
　広報誌が４月から変わったようですが、無駄な誌面が多くな

いでしょうか？

　今年４月から誌面編集を外部委託としました。

　昨年までの課題として、折込みが非常に多いことが挙げられていました。今年から

は記事として誌面に掲載していることからページ数が多くなっています。

　内容には改善の余地もあると思われますので、試行錯誤しながら検討してまいりま

す。

大成

　財務状況の説明がありましたが、以前TV放送で観た大空町の

ランク付けは低い位置でした。現在はどのあたりに位置してい

るでしょうか？

　財政健全化判断比率で示されます。以前よりかなり改善してきていますが、下位30

位あたりです。

　しかしながら、将来負担比率では全道平均よりよい状況で、上位７０位あたりとな

ります。将来的には順位が上がると想定されます。
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巴沢
　町の収入、厳しくなる一方だと思いますが、どのように考え

ていますか？

　経費の削減のみでは、前向きな部分が無く町が小さくなりかねません。収入確保に

当たっては、いろいろな策を講じてまいります。

大成
　実質公債比率、必要な投資を行いながら進めていると思いま

すが、今後どのようなものが必要になるのでしょうか？

　平成27年度までの総合計画上は、大きな箱物は計画されていません。

　内部では、医療・健康に配慮した施設が必要ではないかとの意見があります。

住吉
　合併することで国が有利なものを用意してくれているという

話でしたが、どうなっていますか？

　地方交付税の算定は合併により多くなっています。また、芝桜公園の温泉掘削など

２億円ほど投資していますが、町負担の少ない合併特例債を活用しています。

東藻琴市街 　基金の繰入金はどの程度でしょうか？ 　特定目的の基金へ１億１千万円ほど充てています。

東藻琴市街 　財政調整基金はいくらありますか？ 　財政調整基金が１２億円。減債調整基金が１億５千７百万円となっています。

日の出町第2

　障がい者福祉センターの職員募集が行われていますが、臨時

職員の身分で月額14万円とのこと。年額で200万円に届かない

内容であり、生活していくには心もとないと思います。

　最低限の生活ができる収入の確保をお願いします。

　今回の募集は、どの様な方が応募されるか分からないので一番低い額を表示し、募

集を行いました。採用された方の年齢や前歴を勘案し指定管理者が定める基準により

給与を決定します。

　しかし、指定管理者側での給与体系が具体的に決められていない場合が多く、その

様な指定管理者に対して平成24年度から給与体系を定めるよう協議を進めています。

福富

　自治基本条例について、委員として条例案作成に参加し、先

日中間報告も出しました。

　なかなか住民に周知されていないように思われます。

　今後、町広報誌などで機会のあるごとに説明し、周知を図ります。

日の出町第2
　役場前花壇のハイマツに雑草が生え、大きくなり目立ってい

る。役場の顔でもあるので、早めに処理していただきたい。
　了解しました。
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福富・山園

開陽

　光通信等の高速通信環境に全く縁が無い地域なのですが、対

策が必要ではないでしょうか？

　総務省の現在の助成内容では町の持ち出しが多く、実現が難しい状況です。実際の

ところ予算が活用されていない状況のようで、実施方法についてアンケートも行われ

ました。

　総務省の動向を把握し、より良い条件での実現を目指します。

福富
　通信環境の整備について、実現性としてはハイスピードモバ

イルが良いのではないかと思いますが。

　各キャリアでハイスピードモバイル通信の規格が出そろっていますが、いずれも首

都圏から整備されているため、農村部への普及時期は数年かかるものと思われます。

山園

　携帯電話の通話エリアの拡張について、docomoに依頼し電

波調査など行ってもらいましたが、増幅器を使っても牛舎等ま

で届かない場所もあります。

　役場を通じて要望を上げてもらえないでしょうか？

　docomoに確認したところ、役場で要望を取りまとめても改善される部分は無いこ

とが分かりました。

　総務省の補助事業で移動通信塔整備があります。町が鉄塔を立て、事業者に貸し付

ける方法しかありません。

　事業の実施にあたっては、通信事業者等と協議を進める必要があります。

東藻琴市街

　自治会連合会の中で、情報伝達の方法について夏から論議し

ていました。農家はＦＡＸがありますが、市街地にはありませ

ん。

　市街地に無線でスピーカー等を設置し、情報を発信できない

か要望することとなりました。

　情報の伝達は課題となっています。

　全戸への情報伝達の手段を検討したいと考えています。

住吉

　池田町で起きた談合問題について、内容は地域の振興を鑑み

ての部分があると思いました。地域の業者を参加させることも

必要だと思います。どのようにお考えですか？

　一定のルールに従い指名業者を選考しています。

　池田町の場合は指名に入れたほか、入札についての不適切な指示などがあったもの

と思われます。

豊里
　復興支援について、この地域のきれいな農作物を現地へ送っ

てはどうでしょうか？

　復興支援に当たってはプロジェクトチームを作り、支援策の検討を行っています。

そのチーム内で検討させます。
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山園
　会館が避難所に指定されていますので、災害時の情報収集の

ためラジオ・テレビの設置についてお願いしたいのですが。

　施設としての整備では用意することは考えておりません。地域との負担区分に基づ

き各々整備願います。

　また、町内女満別も含めて、避難所に指定されている会館について、耐震面などの

問題を含め整理統合の検討を進めます。

中央
　女満別市街西通りの信号を無視するレンタカーが多く危険で

す。

　レンタカー会社に、道路交通法の遵守についてのお客さんに対する説明を要請しま

す。

大成

　大成４会館で数件事故が起こっています。点滅する一時停止

看板が設置されましたが、もっと大規模なものはできないで

しょうか？

　平成２４年度に、センサー式の注意標識を設置する計画です。

大成

　事故の状況を見ていると、レンタカーが多いと思われます。

レンタカー会社へは危険箇所として連絡されているのでしょう

か？

　町から、農道の一時停止については注意喚起をお願いしています。

　単眼の信号の要望もありますが、現在設置は認められません。

　知床方面でもレンタカーによる事故が増えています。

　鹿が多い箇所などを場所を落としたヒヤリハットマップを作って配布したこともあ

りましたが、マップだけでは効果が薄く、現場にマップと連動した標識を設置したと

ころ事故が減ったという事例もあります。

　車載ナビでは踏み切りの前などで注意喚起のメッセージが流れるものもあります。

危険箇所にタグを埋め込むなどの方法でナビが警告することができないか問い合わせ

ていますが、なかなか実現されていません。

大東

　大成４会館では大きな事故が、大東入り口ではバスの事故が

ありました。一時停止の看板が見えずらいのか、見落とすの

か、レンタカーが多いようです。時間差で警告を出すなど対策

できないでしょうか？

　課題となっている大成４会館の交差点には、平成24年度に、センサー式の注意標識

を設置する計画でいます。

　大東の交差点については、事故後警察の指導のもと注意看板を設置しています。
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大東
　農協前の道道女満別空港線は、制限速度50km/hにならない

のでしょうか？
　平成２４年１月から制限速度が50km/hになりました。

大成

　道道福住女満別線の道路看板で空港方面を示す表示がありま

すが、近すぎるせいか行き過ぎてバックする車をよく見かけま

す。

　移動したほうがよいのではないでしょうか？

　関係機関と協議し現時点で行える最良の対応をしていきたいと考えています。

大東・中央

　道道女満別空港線に樹木が植えられていますが、交差点出入

りの際、死角となり車両が見にくくなっています。せっかく植

えたものなので、切るのはどうかと思いますが、何とかなりま

せんか？

　後２～３年で芯止めの時期と判断しています。そのうえで下枝を払い更には樹の姿

を整えたり対処を考えます。

本郷 　滞納者の扱いはどうなっているのでしょうか？

　法にもとづき速やかに処理を行っています。

（督促、催告や関係課職員による共同での訪問徴収、財産・預金や自動車の差押えな

ど。滞納者との個人面談を行い、生活実態等事情聴取に基づき納入指導を行っていま

す。）

大東

　火葬場について、車椅子利用者から利用し難いと言う話が

あった。トイレが狭いとのことですが、対応できないでしょう

か？

　設置する場所としては、葬祭場ロビー西側が考えられますが、排煙窓が潰れてしま

うため、消防法の対応、振興局の認可が必要となるか確認します。

大成

　今年お祭りの日、集中豪雨で公民館の前が水浸しとなりまし

た。住民課にも相談し、排水処理についてお願いしています。

現在３つの枡がありますが、グラウンドの水が全部公民館側に

くるため、かなりの量となります。

　枡では飲みきれず、公民館の床下換気口から浸水してしまい

ました。

　平成24年度で工事対応する計画です。
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東藻琴市街 　ゴミ収集車の被災地寄贈はどうして行ったのでしょうか？

　老朽化により更新するごみ収集車があり、当初は下取りに出す予定でした。津波で

ごみ収集車両が流されているとの報道を受け、必要とするところがあればと被災各県

に投げかけていたところ、陸前高田市から譲り受けたいとの連絡があり、寄贈を行う

こととなりました。

大東

　フロックスを利用させてもらっています。

　無料の日にも利用させてもらいましたが、利用者は増えてい

たと思います。12月26日で無料デーが終了とのことですが、今

後も何か考えるのでしょうか？

　施設開設当時９万人だった利用者が３万人まで落ち込みました。施設を知ってもら

い利用客数増を図るため無料デーを実施しました。

　半年間データを取った結果、無料デー以外の日の利用客数の増には繋がらなかった

ため、いったん終了としました。

福富 　会館のトイレについて、水洗化の予定はありますか？

　女満別地区は巴沢公民館を除き水洗化されています。

　市街地区の５会館は下水道に接続済みです。

　農村部の９会館は、意向調査を行い検討します。

錦町第１ 　役場向い町道西２号線の道路花壇にも花苗が欲しい。 　花いっぱい運動の際に花苗の対応をすることとしました。

錦町第１ 　駅前ロータリーの花壇をきれいに植えて欲しい。 　管理者の北海道と協議をして、花壇として整備を進める方向でいます。

夕陽台

　自治会の予算に社会福祉協議会の募金や神社の協力金などを

計上することが納得できません。

　募金等は本人の意思だと思います。

　各自治会の判断にお任せしております。

　役員の方が戸別訪問して集めているところもあります。

東陽

　交通安全指導車に交通ルールを守ろうと書かれていますが、

車道右側に乗り上げて停車しているところを見かけました。い

かがなものでしょうか？

　交通ルールを順守するよう、職員に徹底させる。



地区 要望・質問等 返答

平成２３年度　ふれあいトーク報告書

元町２
　自治会の合併はないのでしょうか？人数も少なくなってきま

した。元町１に声をかけてみようと思っています。
　連合会として一応の基準は出されていますが、自治会同士での協議となります。

日の出町第2

　当自治会の若い世代はみんな消防団に入っており、災害等発

生時には高齢者しか残らなくなります。他の自治会との連動

や、役場、消防のサポート等考えなければならないのではない

でしょうか？

　網走沖で地震があり、7mの津波が押し寄せたと仮定すると、湖畔にも1m程度の津

波が来ることが判明しました。

　現在、避難にあたって補助を要する世帯の確認を行い、有事の際は消防でサポート

できる体制づくりを進めています。

　ただ、自分の身は自分で守れるよう災害対策グッズを常備するなど災害に備えてく

ださい。

日の出町第2
　自治会内に居住する職員で自治会に加入していない方がいま

す。如何なものでしょうか？

　転入や転居に当たっては窓口で自治会への加入を促すようにしています。

　また、地域担当職員制度は皆様のためだけではなく、職員が地域を把握するための

役割も持っています。

　職員の自治会への加入については、改めて指導します。

日の出町第2

　自治会行事の際、昔は学校の先生が地区ごとに配置され、地

域活動をサポートしてくれていました。

　先生方の地域担当者制度もできないでしょうか？

　先生方の活動に町で口を出すのは難しいところです。

　約半数は町外から通われている状況にもあります。

日の出町第2

　防犯パトロール実施時、セイコーマート裏手の（株）たいせ

つ倉庫付近に子どもたちが良くたむろしています。

　注意して観ていただきたい。

　不審者巡視の時に注意して観てもらうようにします。

山園
　会館の街灯が点灯しなくなりました。対処いただきたいので

すが。
　平成２４年２月に対処しました。
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元町１

日の出町1

　日の出町第1自治会は高齢化率が高い状況にあります。今後行

政はどのように連携していくのでしょうか？

　自治会連合会主導の緊急連絡先リストの整備もなかなか進ま

ない状態にあります。

　町では、社会福祉協議会に委託し、「見守りネット事業」を実施し６５歳以上の単

身世帯と高齢者夫婦世帯の実態調査を実施し定期的な見守りが必要と判断された世帯

への訪問を実施しています。

　平成24年度は、対象者世帯を最低年に１回以上訪問します。

　自治会や地域での見守りが最も効果的と考えています。

　更に、郵便配達員、新聞配達員、水道メーターの検針員等にお願いをし普段と異な

る状況が有れば連絡を頂けるようお願いをしています。

　緊急連絡先リストの整備は、全町的にも取り組めている自治会が少ない状況です。

現状では、周囲の人が見守っていくしかないと考えます。

　社会福祉協議会では、平成２４年度から、高齢者や障がい者等が安心して暮らせる

体制づりのため「ふれあいネットワーク活動推進事業」を自治会、社会福祉協議会、

関係団体と連携を図り進めようとしています。安心カードの作成や安否確認などの活

動を行うもので、新たな取り組みとして効果を期待しています。

公園・さくら

昭和２・眺湖台

　女満別中学校前（町道女中線）の歩道に設置されている花壇

について、６月から10月までの期間管理できないかと相談があ

りましたが、内部で協議した結果、お断りすることとなりまし

た。

　管理が難しいことから植栽しないことで検討していきます。今後、歩道整備の際に

は路地花壇の撤去を含み検討していくこととします。

公園・さくら

昭和２・眺湖台

　報道で騒がれている、自治会に入らず一人暮らししている人

を把握できているか？
　全てを把握しきれているわけではありません。

公園・さくら

昭和２・眺湖台

　大空町にミニ除雪機を５台入れ、女満別地区に３台、東藻琴

地区に２台導入していますが、どういう稼動状況でしょうか？

　利用状況はあまりありません。

(平成23年度　女満別地区=1回使用、1自治会へ1台配置、東藻琴地区=8回使用、1自

治会に1台配置)

　自治会福祉部等で高齢者宅の排雪の際に利用していただきたい。
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公園・さくら

昭和２・眺湖台
　ミニ除雪機は就労センターに預けてはどうか？

　一度は協議もしましたが、機械を持っている人が機械の使用料を含んで対応してい

ること、新たにチームを作るだけの人出もないことから、活用は難しいとされたとこ

ろです。

　今後も活用方法を検討していきたい。

大成
　大空町になってからの計画で大成公民館の体育館解体が予定

されていると思いましたが、どうなるのでしょうか。

　ご存知のとおりヒメヒナコウモリのコロニーが発見されたため、どうしようか悩ん

でいるところです。老朽化しているため、地域の方に譲るとしても維持の問題があり

ます。

豊里
　ちあふるの意味は？

　見学はできるのでしょうか？

「ちあふる」は、英語の「cheerful」から。

　Cheerfulは、「快活な、朗らかな、元気のいい｣という意味で、利用者の方々の楽し

く過ごされている様子をイメージしています。

　また、名称を「智」「愛」「フル」に当て字にすると「智」は物事を認識したり判

断したりする能力。「愛」はそのまま。「フル」は英語のFull（いっぱい）や触れる

（接する）という意味で、多くの方々に親しんでほしいということで、ひらかなの表

記としています。

　2/25（土）と26日（日）に施設見学会を開催し100名の方に来所頂きました。

西区 　”ちあふる”入居者は町民が優先ですか？
　町内出身者を優先としたいところですが、これまで町内に施設が無く、町外にお世

話になっていました。町内の優先はできないと考えています。

公園・さくら

昭和２・眺湖台

　障がい者の方について、町内にこれまで施設は無く、他町村

の施設に入所されているが、そういった方が戻ってくることは

可能なのか？

　平成17年に成立した障害者自立支援法は、「障がい者及び障がい児がその有する能

力及び適性に応じ、自立した日常生活又は社会生活を営むことができる」ようにする

ことを目的に制定されました。

　軽度な障がいで施設に入所されている方や家庭で生活されている方が地域で自立し

た生活が行えるよう支援するため整備しました。
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錦町・栄町
　障がい者福祉施設のケアホームは９名定員ですが、精神障害

は除かれているのですか？

　近隣グループホームの受け入れ状況及び知的障がい者と精神障がい者のケアーの違

いを考慮し、身体障害者福祉協会大空分会とサークルエアポートの皆さんに説明の

上、平成23年7月に指定管理予定者との協議においてグループホーム、ケアホームの

入所受け入れを知的障がい者と身体障がい者（肢体不自由）にさせて頂きました。

錦町・栄町
　障がい者福祉施設について、女満別地区にも建設する計画は

ありますか？

　まずはこの施設で当面対応したいと考えています。経過を見ながら足りないようで

あればまた計画を立ててまいります。

東藻琴市街
　ポリオの予防接種について社会問題となっていますが、ポリ

オ予防接種の受診率はどうなっていますか？

　町では東藻琴地区、女満別地区で年６回の集団予防接種を実施しています。集団予

防接種の平成２２年度実績は次のとおりです。

　　　　　1回目　　　2回目

　対象者　　83名　　　106名

　接種数　　80名　　　 88名

　接種率　96.4%      83.0%

　なお、病院で接種された方については把握していません。

東藻琴市街
　不妊治療費の助成について、治療費によっては高額になると

聞きます。５万円の限度額を上げることはできませんか？

　特定不妊治療費については、北海道の助成金を差し引いた額を5万円限度に助成する

こととしています。

　平成23年度は3件の申請がありましたが、3件とも5万円の限度額内で助成していま

す。

東藻琴市街 　特定検診無料化は毎年行うのですか？ 　受診率を上げるための方策として、平成２４年度も継続します。
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東藻琴市街
　検診率によって、国民健康保険税が高くなると言われていま

したが、どうなっていますか？

　特定健診の受診率は平成22年度速報値で37.2％となっています。全道平均は22.6％

で全道179市町村中48位です。

　特定健診と保健指導の実施率により国民健康保険会計で支払う後期高齢者支援金の

額を10％の範囲で加算、減算することができることとなっています。

　平成25年度からの導入が予定されておりますが、後期高齢者支援金については、2

年後に精算することとなっており、実質的影響は平成27年度となります。

　詳細については、今年度中に示されることとなっています。

　今後とも特定健診の受診率向上に取り組んで参りますので、町が実施する総合健診

や人間ドック受診にご協力をお願いします。

東藻琴市街
　独居老人の対策について、地域担当者が独居老人の話し相手

になってあげるなどの対策はできないでしょうか？

　自治会と連携し、高齢者の情報を共有し、自治会の見守り活動への支援を行いま

す。

元町１・日の出町1

　メタボリックシンドロームについて、一人ではなかなか運動

など継続させることは難しいので、全町的な講習会など開催し

てはどうでしょうか？

　平成20年に策定しました、健康増進計画で「教育委員会等の関係機関と連携し、年

間を通じて運動できる機会を提供します。」としており、中高年スポーツ教室として

「生き活き教室」を開催しています。

朝日
　ヒメヒナコウモリはどこで発見されたのですか？朝日の体育

館にいるのは違うのでしょうか？
　大成の体育館となります。

本郷
　道営暗渠事業について、まだ取り組んでいない人から、春先

の雪解け時にぬかるむなど、追加で事業要望があります。

　道営女満別本郷地区については、平成22年度に事業の追加要望を取りまとめ、現

在、事業計画変更の手続きを進めています。平成２４年から２６年度に実施を予定し

ています。

　先日、松木兼行代議士の懇談会で小沢代議士も同席され、事業について話をした

が、「もう事業は終わってるのでは？」と言う認識でした。

　定期的に必要がある旨説明しました。
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大成

　大雨で畑が崩れてかなり直しました。

　開陽の畑でしたので、道営事業ですぐに対応できないか産業

課に相談しましたが、事業実施までに２～３年かかるそうで

す。農業振興資金で利子補給してもらっていますが、施工費用

が高く、利子補給だけでは厳しい状況です。災害等緊急時には

補助等を考えられないでしょうか？

　農業振興資金の天災による農地等の復旧での対応となります。

　道営事業では、農地保全工種での対応は可能かと思われますが、実施までに最低２

～３年は必要となります。

住吉
　農業の基盤整備について、平成２３年度の補正の中で基盤整

備があると聞いたがどのような内容ですか？

　農業体質強化基盤整備促進事業については、新規事業として平成24～25年度に計画

されています。

　今年度は、事業要望に対して約５０％程度の予算付けのため、１受益者につき、１

ほ場で２haまでを上限として暗渠排水事業を実施する予定です。

朝日

　第４次補正による基盤整備について、受益者負担ゼロであれ

ばすでに基盤整備事業に乗っている地区の場合、乗り換えも可

能ですか？

　農業体質強化基盤整備促進事業については、新規事業として平成24～25年度に計画

されています。

　今年度は、事業要望に対して約５０％程度の予算付けのため、１受益者につき、１

ほ場で２haまでを上限として暗渠排水事業を実施する予定です。

　道営事業の実績からみると、受益者負担は、事業費の２～３割の見込みです。

湖南

　第４次補正による基盤整備、湖南地区でも事業計画を立てて

いくが、事業実施まで待てないという箇所もある。そういうと

ころは拾い上げて欲しい。

　農業体質強化基盤整備促進事業については、新規事業として平成24～25年度に計画

されています。

　今年度は、事業要望に対して約５０％程度の予算付けのため、１受益者につき、１

ほ場で２haまでを上限として暗渠排水事業を実施する予定です。

大成

　南部地区農地整備事業の役員をしています。会議の席上で、

農道の整備を要望していこうとしていますが、町自体で考えて

いる農道整備はありますか？

　道営女満別南部地区農地整備事業の農道整備については、２路線（町道睦橋線、大

成24線）を整備する予定で、事業計画手続を進めています。



地区 要望・質問等 返答

平成２３年度　ふれあいトーク報告書

大成

　女満別空港から大成４会館に向かう道路で、観光客が畑に入

ることが見受けられます。立入禁止の看板はあるものの、効果

はない状況です。

　住民課と協議し、交通事故の危険箇所とあわせて、レンタカー会社へ資料を作って

配布し注意喚起します。

福富

　農業後継者の問題です。新規就農者へ１５０万円の補助があ

るようですが、自治体の定める計画に沿った計画に乗らなけれ

ばならないようです。また、後継者では対象にならないとも聞

きますが、内容についてお聞きかせください。

　独立、自営就農時の年齢が４５歳未満であることが条件であり、後継者の場合は親

の経営に従事してから５年以内に経営を継承、あるいは独立した部門経営を行った場

合、その時点から対象となります。ただし、給付金を除いた本人の前年の所得が２５

０万円を超えた場合は、給付停止となります。

錦町・栄町
　ひまわり温泉に障がい者向け優先駐車場の看板を設置してく

ださい。
　設置しました。

本郷
　ひまわり温泉の施設利用者は年間どの程度ですか？

　広すぎてもったいなくはないでしょうか？

　温泉収入で年間８７０万程度です。維持費用は１，６００万円ぐらいとなっていま

す。会議室等の利用についてはそれほど多くはありません。

　計画当時は宿泊機能も見据えた造りでした。

朝日

　例年お願いしている耕地防風林について、背の高い木を一部

伐採し、植栽することとなっているが、説明では町有地にある

のである程度町の自由にしていいとのことでした。植栽はせず

にそのままにはできませんか？

　町有地ですが、法制度上植栽しなければなりません。

開陽 　伐採適期のものから保安林の伐採をして欲しいのですが。 　現地を確認し、平成２５年度以降順次対応します。

本郷
　町道本郷西４号線の道路状況が悪いのでお願いしたい。特に

16線との交差部分が見にくくなっています。

　路肩処理は行っていますが、再度確認し路肩処理及び部分的な舗装補修を検討しま

す。
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本郷

　国道３９号線沿いの雑草について、子ども背丈より高い場所

もあって危険です。自分で刈っている人もいますが何とかなら

ないでしょうか。

　交差点付近は、北海道開発局の処置が遅い時には町で処理してます。夏の状況を見

ながら検討します。

本郷

　町道西２号線（セイコーマート地先）と国道３９号線交差点

について、変な角度となっていますが何とかならないでしょう

か？

　新しく整備する交差点は、優先道路に対して直角にしなければ公安委員会の協議が

整わない状況です。

本郷

　国道39号線沿いの防雪柵のため、１２線などからの合流時に

見通しが悪く困っています。板を透明にするなど対策はできな

いでしょうか？

　道路管理者と協議します。

大成

　大成公民館から下る道路（町道大成中央線）について、排水

溝を一部整備し、様子を見ることとなっていますが、豊島宅付

近で排水溝がつぶれている箇所があります。河川への接続もま

だできてはいないようですが、どうなっていますか？

　雨水が滞水しない様に順次補修します。

大成

　町道大東東３号線沿いの畑に利用しなくなった排水管が畑の

中を走っています。昨年引っ掛けて溜まっていた水が漏れ出た

経過にあるのですが。撤去できないでしょうか。

　現地を確認し、対応します。

大成

　除雪ポールについて、コンバインでの作業時期に、まだ下げ

られていない除雪ポールがあり、自ら下げています。損壊等に

より下がらない除雪ポールがあるので何とかなりませんか。

　全線対応しました。
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錦町・栄町

　町道西仲通り線で歩道工事を行っていましたが、冬期間に工

事をするのはどうなのでしょうか？

　現場を見ていると、土も凍っており掘り返せない状況でし

た。発注が遅くなるのなら職員が土・日も残業し、それでもで

きないのなら翌年度に回してはどうでしょうか？

　当初の設計から下水道の排水管等が図面と違っていたため、設計変更が必要になり

ました。

　また、国の事業認可が遅くなったことも要因の一つです。

　しかしながら、施工業者も今年の場合は、国の経済対策で事業量が増えたものの、

これまでの人員削減などで事業をこなせていない状況もあります。

大東
　墓地の道路（町道中央霊園線）は舗装化されましたが、石材

店横の道路（町道中央昭和東１号線）も何とかなりませんか？

　墓地の道路については、国の緊急経済対策により通常の道路で採択されない部分に

ついて施工できました。

　言われている道路は勾配がかなりきつく、事業費は相当になると思われます。利用

頻度も踏まえると優先順位は低く、当面舗装化の予定はありません。

大東
　女満別墓地内の道路は幅員が狭く、水切りもない状況です

が、対策はありませんか？

　道路幅の確保は難しい状況です。水切りは、舗装面に溝をつけ表面水を流すものも

ありますが、効果は少ないと聞いています。他の方法も含めて検討します。

大東
　運動公園から報徳に抜ける道路（町道中央大東線）につい

て、痛みが酷くなってきています。補修の計画はありますか？

　各地で要望があります。小規模な補修は細かく行っていますが、オーバーレイのよ

うな大規模なものは難しい状況です。

巴沢
　町道開陽中央線の下り坂が年中日陰で危険です。所有者に相

談して伐採等できないでしょうか？

　個人の所有物であり、伐採のお願いだけで難しい部分もありますので、買い上げる

などの措置が必要かもしれません。

　将来の線形に合わせて、どのような方法が取れるか検討します。

住吉
　合併後の幹線道路として、町道開陽中央線を工事しています

が、今後の予定はどうなりますか？
　今年は道道福住女満別線への接続と、橋台の工事を行います。

東藻琴市街
　道道網走川湯線の拡幅はどうなったのでしょうか？稲富付近

は道路が傾斜して危険なところもあります。

　平成24年度は一部実施設計の修正、用地測量の実施。平成25年度は用地買収及び支

障物件補償で工事の実施は平成26年度からの計画であると北海道より説明を受けてい

ます。早期に工事着手するよう要請します。



地区 要望・質問等 返答

平成２３年度　ふれあいトーク報告書

東藻琴市街

　国道３３４号線沿いの街灯は国の管理でしょうか？

　住宅の前の街灯が新しくなりましたが、若干暗いのではない

かと思っています。

　国の管理となります。

　要望を上げます。

西区

　公園から乳酪館に向かう縦線の道路（町道７号線）。歩道が

できると言う話が３年前ぐらいにあり、測量も終わったとも聞

いています。交通量も多く、事故も過去あることから早期の実

施についてお願いします。

　本年度完成で整備を行います。用地協議、沿線の方への説明終了後、６月上旬の発

注で事務を進めています。電柱は現在地から道路側へ70cmから80cm程度の移設を行

い、桜の木の今後の成長に支障がないよう考えます。

西区

　定住団地内道路のコーナーの樹木を切ってもらった場所に芝

桜を植えてもらいましたが、雑草が酷く、土を入れ替えなけれ

ばなりません。スギナ、タンポポが酷い状況です。

　せっかく植えた芝桜ですので、町、自治会等で協力しながら管理をします。

錦町・栄町

　最近、「想定外」という言葉がよく聞かれます。大空町に置

き換えると、栄町第２ではこれまで起こらなかった水害が起き

ました。

　想定外ということが無いように対策してください。

　栄町での水害は３方向の水が集まった結果、大変な被害となりました。今年は排水

の路線について確認し、水を抜く方向などについて検討しています。

　また、溝蓋（グレーチング）や排水について再点検を行い本来の機能を果たせるよ

う、全域確認するよう指示を出しました。順次対策を考えます。

錦町第１
　道道女満別空港線の芝生の利用はどの様に考えているので

しょうか？地域としては、清掃活動もしようと考えています。

　当時、地域の方々から冬場の雪置き場としての意向があり、町も同じ利用と考えて

います。地域の環境美化活動はとてもありがたいお話です。作業の際は役場にもご連

絡ください。

錦町第１
　ニワ生花店とスーパーばんば間の横断歩道は雨が降ると水が

溜まり、横断に支障がでます。（町道３丁目線）
　現地を調査し検討します。

錦町第１
　役場側のナナカマドが剪定されましたが、反対側も剪定して

欲しいのですが。（町道西２条線）
　剪定します。



地区 要望・質問等 返答

平成２３年度　ふれあいトーク報告書

湖畔
　国道３９号線から湖畔入り口への道路は砂利の部分がありま

すが、舗装の予定はありますか？（町道湖畔線）
　現地を調査し検討します。

湖畔
　大雨時に排水溝の能力が少なく、溢れるので対策をして欲し

い。
　現地を調査し検討します。

湖畔
　国道３９号線から湖畔線までの側溝の清掃をしてほしい。

（雨水の呑込みが悪い）（町道湖畔観光線）
　対処します。

湖畔
　湖畔観光線道路のかさ上げが出来ません？大雨時に道路で湖

水をせき止めて住宅側に来なくなると思います。
　河川管理者と協議します。

栄町第１
　国道西側の道路で法面の木が大きくなり、日陰や落葉の処理

に苦慮しています。

　土地は長狭物と呼ばれる所有者のない土地で、国の管理となります。現地を確認し

たところ、かなりの樹齢と本数が確認できました。伐採等について検討します。

山園
　電線に枝が掛かっています。枝払いについてお願いしたいの

ですが。

　２月上旬に巡回しましたが、道路脇の電線に覆い被さるような枝は確認されません

でした。

　道路パトロール中、電線等に支障与える樹木があれば随時北電、ＮＴＴへ連絡を入

れています。

山園
　神奈川から引っ越して７年になります。網走川湯線の除雪の

ための矢印の電気が点灯しなくなっています。

　道道網走川湯線のオーバーハングライト点滅切れを確認し、オホーツク総合振興局

維持係に連絡しました。平成２４年度予算にて修理予定です。

公園・さくら

昭和２・眺湖台

　町道昭和９線道路の舗装化について、道幅が狭く大型車両が

来るとすれ違いも難しい。懇談会のたびにお願いしています。

　昭和、湖南地区で農業基盤整備事業の要望調査を行っています。その中で地域の要

望としてあげて頂きたいと考えています。



地区 要望・質問等 返答

平成２３年度　ふれあいトーク報告書

大成

　井戸水と水道水を併用しています。井戸水が出ないときのた

めに水道を引きましたが、あまり使っていません。滞留してる

水は大丈夫でしょうか。

　末端でオーバーフローさせ、滞留させないようにしています。

　長期間利用していないようであれば、危険性も考えられるため、建設課に連絡くだ

さい。水抜き線で水を抜くなど対策後にご利用頂きたい。

福富 　女満別の水源地はどこから引いていますか？ 　３箇所水源があります。開陽、大成、昭和、いずれも地下水です。

東陽 　水質が良くない。加湿器がすぐ白くなってしまいます。

　加湿器が白くなることについては、水道水に含まれる成分（ｶﾙｼｳﾑなど）の影響と思

いますが、水道法に規定されている水質基準は守られております。また、昭和浄水場

から遠く離れた場所でも一定の塩素濃度を保つため、近い距離のエリアでは、塩素濃

度が高めでカルキ臭が強くなりますが、必要な措置でありますのでご理解願います。

西倉
　昨年は台風の被害により、号線の排水路の処理（底ざらい）

など行っています。災害対策で何とかできないでしょうか？

　排水路は町の管理となります。西倉は排水路が多い地区でもあります。

　担当とは、災害があった場合、対策費で何とかできないか協議しています。常に気

にかかっている部分ですが、単費では難しいため交付金等の手段確保に向け努力しま

す。

西倉

　道路横の排水で、暗渠パイプが水面下になり畑がぬかるむ状

態のため、排水溝の土砂を除去して欲しいとお願いしました

が、水が流れている状態の場合は、できないと断られてしまい

ました。

　道路側溝については、暗渠配水の落ち口として使用している箇所もあります。その

場合は、落ち口と使用するために町と事前協議を行い、許可を得てから工事をしてい

ます。また、落ち口管の高さを深くする場合は基本的には個人負担（原因者負担）で

実施します。

　農地・水保全管理支払交付金事業について、西倉地区・福富地区・新富地区から実

施要望をいただきました。地区代表の方から各地区の課題等について確認した結果、

降雨災害の多い福富地区で実施することとなりました。



地区 要望・質問等 返答

平成２３年度　ふれあいトーク報告書

住吉
　この地域雪は少ないが、岩見沢などの豪雪地域は交付税等の

差が出るのでしょうか？
　大雪がひどく除雪費用がひどい時には特別交付税が出されることもあります。

東藻琴市街

　多くの中高年の方が健康のため公園（ふれあいパーク）のト

リムコース内を歩いていますが、冬期間の除雪で何日か空かな

いことがあるので、空けていただけないでしょうか？

　通常の除雪は教育委員会が対応し、降雪状況により小型除雪機で対応出来ない場合

のみ指定管理者で行ってもらっています。

栄町第１
　道道と町道の交差点に除雪された雪が積もり、道路から出る

際に見づらくなっています。

　交差点の町道側を排雪する際、道道側も多少は町で排雪しましたが、北海道では排

雪を行わなかったので、今後排雪が可能なのか道路管理者と協議しながら進めます。

栄町第１

　西仲通りに歩道が整備されましたが、歩道を除雪すること

で、車道が狭くなってしまいます。当初の説明では除雪しない

と聞いていましたが？

　落雪の危険性があって除雪ができないところ、また電柱の移設が終わり除雪ができ

るところもありますので、車道が狭くならないよう排雪等で対処しながら除雪を行い

ます。今後住民の方の意見を聞きながら除雪にあたりたいと思います。

全般

　除雪にあたり、気配りが薄いと思います。除雪する場所に応

じた対応が必要ではないでしょうか。

　○除雪に来る時間が遅く、自宅前の雪跳ね後に、道路から寄

せられた雪の除雪をまた行わなければならない。（東陽）

　○路面の削り方や砂利を巻き上げた場合のケアなど。

　○小型ロータリーで跳ねられた雪が、自動車にかけらまし

た。（東陽）

　除雪を担当する指定管理者に良く指導します。

栄町第１ 　公園等の落葉は腐葉土等への活用はできないのでしょうか？ 　現在は、処分場に投棄しています。今後、再利用について検討します。



地区 要望・質問等 返答

平成２３年度　ふれあいトーク報告書

錦町・栄町

　障がい者の就労の場は費用対効果は別として、温泉ハウスの

ような施設投資をする場合には、費用対効果が求められます。

今、設備投資費用は別との説明でしたが、それはどうでしょう

か？

　生産したイチゴは市場へ出すのではなく、地元での商品開発などに向けたいと考え

ています。

　４月から町内商店の一部で試験販売を行っています。

　また、芝桜まつり期間中は、公園内での直売。親子ペア１０組のイチゴ狩り収穫体

験も予定しています。

中央
　温泉熱の活用について、お風呂を作ることが、観光の振興に

繋がるのでしょうか？

　意見としていろいろあるところです。

　今回の整備はキャンプ場の利用客をターゲットとしています。

公園・さくら

昭和２・眺湖台
　藻琴山の温泉ハウスはどのような栽培方法ですか？

　施設内部は１５０坪程度、ベンチにより高い位置に植栽しています。水耕栽培では

なく、特殊な土を使用しています。温泉は床にパイプをまわして暖房としています。

　そのほかに、温泉を利用した空調が３基あり、２月でも日中２４度程度の気温が確

保できます。

公園・さくら

昭和２・眺湖台
　冬季間の栽培が出来る施設と言うことで期待が持てます。

　最後物を言うのは栽培技術だと思っています。

　現在は先進地である旭川の技術者から指導してもらいながら試験栽培を行っていま

す。

　品物は、ハウス内でのイチゴ狩りや地元業者での製品開発などをメインとし、市場

出荷は考えていません。

西区
　温泉施設の整備について、足湯については聞いていました

が、温泉施設は何年度に行うのでしょうか？

　平成２４年度に整備します。

　そのほか、子供たちが遊べる遊具整備やバンガローについても課題となっていま

す。



地区 要望・質問等 返答

平成２３年度　ふれあいトーク報告書

錦町・栄町

　芝桜公園の温泉のハウス栽培を障がい者の就労の場としても

考えていると伺いました。それは大変良いことですが、利益を

求めて行うのでしょうか？

　益を求めないと言えば語弊がありますが、全体計画の一部として考えています。

　赤字にならない程度で運営できれば良いと考えています。

　机上計算ですが、３年後ぐらいにはランニングコストが賄えるようになると試算し

ています。

大東

　藻琴山温泉の利活用。温泉ハウスの整備と言うことですが、

イチゴ栽培はすでに他の地域でも実践されています。イチゴの

問題は傷みやすいこと。客の入込数が少ない期間の生産物の処

理はどうするのかが問題だと思います。役場が収益事業に首を

突っ込み累積赤字を出すことが絶対無いようにお願いします。

　当初計画では1000坪クラスのハウスでしたが、100坪程度からと言うことに見直し

させました。

　また、商業施設としてだけではなく、ちあふる入所者の就労機会としての活用も考

えています。

　４月から町内商店の一部で試験販売を行っている。芝桜まつり期間中は、公園内で

の直売も行います。

住吉

　藻琴山温泉の利活用について、以前あった宿泊施設は赤字経

営で廃止されたと思いましたが、また建設して同様とならない

でしょうか？

　以前の施設は通年で宿泊施設経営を行っていましたが、温泉が出なくなったこと。

芝桜シーズンは黒字ながら、オフシーズンは赤字経営だったことから、廃止としまし

た。

　今度の施設は温泉施設のみとし、管理についても常時配置しないようにして、管理

経費を落とすようにします。

東藻琴市街

　温浴施設について、消防カルチャーセンターで住民説明が行

われましたが、そのときと同様でしょうか？

　また、無人で管理は可能なのでしょうか？

　住民説明会から変更はありません。

　利用期間中は施設管理に１名の配置が必要と考えています。芝桜公園の管理ととも

に指定管理者にお願いすることで検討しています。



地区 要望・質問等 返答

平成２３年度　ふれあいトーク報告書

日の出町第2
　観光農園の収容人数は何人ぐらいですか？

　観光バス１台程度のキャパシティはありますか？

　高床式の栽培方法をとり、障がい者対応も可能なように間隔を広くとっています。

対応人数はバス１～２台程度と考えています。

　今年は試験栽培を行っており、試験販売まで行うことができました。

　冬期間室内で楽しめる場所が少ないので、流氷観光に訪れる観光客をうまく誘導で

きないか検討します。

日の出町第2 　入場料はどの程度で考えていますか？

　同様の施設が旭川にあり、１，２６0円と聞いています。

　今年の試験栽培の結果を踏まえ、どういったメニューで、入場料をどう設定するか

考えていきます。

西区
　藻琴山をもっとPRしたい。冬の藻琴山、かんじきで登坂など

を企画したいのですが。
　町民の方から企画していただけるのは大変ありがたい話です。

西区
　峠の呼称を「小清水峠」から「藻琴峠」に戻せないでしょう

か？
　どういう戦略で行くか勉強しながら考えます。

本郷

　芝桜公園のキャンプ場の利用者は多いのでしょうか？

　多いようであれば、バンガロー等の計画は無いのでしょう

か？

　一時期のキャンプブームはもう下火となり、どこのキャンプ場でも利用率は下落し

ています。

　温浴施設を整備し、キャンプ場利用者の増をはかりたいと考えています。バンガ

ローについては、ドリームハウスが老朽化しており、今後の検討課題となっていま

す。

福富
　フォトコンテストの写真パネルは素晴らしい出来ですが、年

間通じて展示するのですか？
　期間期間で場所を変えて展示しています。



地区 要望・質問等 返答

平成２３年度　ふれあいトーク報告書

湖畔

　湖畔キャンプ場について、以前は車いすでも通れたたのです

が今は通れません。排水も悪くなっているほかキャンプ場が狭

くなっています。整備をお願いします。

　状況は了解しました。園地の総体的な整備に併せて検討します。

栄町第１
　朝日パークゴルフ場の管理は、指定管理者で継続されるので

しょうか？
　指定管理者制度を利用し、施設の維持管理を行います。

住吉
　リフォーム助成金、町内業者に縛っているが、それは良いこ

とだと思う。
　できる部分に関しては町内業者に限定して行うようにしています。

本郷
　町の中がさびしくなっています。

　日曜日に開けている商店も少ない状況です。

　農業以上に難しい問題です。

　美幌や北見でも地元の買い物客は他の市町に流れている状況です。

湖畔 　道の駅で朝市のような事が出来るのではないでしょうか？ 　検討したいと思います。

栄町第１ 　町の活性化について、どのように考えていますか？

　商業ではポイントカードの導入支援を行ったほか、町でもイベントやボランティア

活動にポイントを発行することとしています。

　北海道全体で過疎化が進行しています。町民の消費だけでは伸びる要素が少ないた

め、他地区からの交流人口を増加させることが課題と考えています。

　多角的に事象を捉えて検討します。

栄町第１
　町で発行するポイントについて、カードの活性化のためにも

早くＰＲしてほしい。
　広報紙で紹介するほか、各イベントのポスター等でＰＲします。

豊里
　ごみの分別について、教育の中でしっかり教えることが必要

ではないでしょうか？

　学校では、用務員が児童・生徒に分別を教えています。

　また、課外授業でリサイクルセンターでの指導も行っています。

　｢ごみ分別収集の手引き｣を教材として提供も検討します。



地区 要望・質問等 返答

平成２３年度　ふれあいトーク報告書

本郷・大東

豊里・朝日

日の出町第２

　豊住小学校の統廃合の予定は？
　統合時期が平成26年度春に決定しました。

　跡地及び施設の利用予定はこれから検討に入ります。

錦町・栄町

　女満別小学校は新しくなりましたが、両地区の幼稚園など老

朽化が進んでいます。

　少子化も進んでいる中で、大空町の子育てビジョンをどのよ

うに考えていますか？

　豊住小学校の統廃合について方針が決定しました。

　建築年次でみると、女満別小学校S41年、東藻琴小学校S46年、女満別中学校S47年

となっています。

　東藻琴中学校は大規模改修で延命化を図ることとしていますが、積算の結果２億５

～６千万円程度かかります。

　女満別幼稚園（S47年建築）の豊住小学校施設利用も検討材料の一つです。

豊里

　給食は地場産のものを使うとされているようでが、冬季にな

ると葉物などは他地域のものを使うと思います。放射能汚染さ

れたものが混ざる可能性があるのではないでしょうか。

　給食センターで測定する機械を導入してはどうでしょうか？

　機械を導入しても結果が出るまで数日を要するため、実用的ではない部分もありま

す。また、産地での限定は風評被害を招きかねません。

　給食センターでは、一般に流通しているものは、安全であることを認識し、現在の

国が示した基準での対応で食材を調理を行っています。ご理解願います。

東藻琴市街

　東藻琴農村環境改善センターの音響について、調子が良くな

いため、町民文化祭では業者に音響を設置してもらいました。

　音響機器の更新と、操作できる管理者の配置または業者を利

用する際に補助などお願いできないでしょうか？

　平成２４年度はエコー機器を整備しますが、今後も状況を確認しながら整備を進め

ます。(指定管理者に操作方法を指導します。)　例年実施する町民芸能祭に関して

は、必要な音響設備等を専門業者に委託する経費について、文化団体協議会の補助金

として増額しました。
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大東

　毎年町民文化祭を楽しみにしていますが、毎年同じ様に見え

ます。農家も本当は出したいのに、時期的に難しい状況です。

創作活動を冬季間に行い２月に発表会とできないでしょうか？

また、もう少し楽しいものにしてもらえれば、人も来るのでは

ないかと思います。

　町民文化祭(文化展・芸能祭)は、町文化団体協議会が両地区の調整を図りながら日

程・内容を決めています。

　毎年「文化の日」にちなんで１１月に教育委員会と共催で開催しているところで

す。文化祭は、出展作品や芸能出演者の交流や会場での体験コーナーも開設して好評

を得ています。文化祭の開催前には町広報誌等で案内をして一般の方にも出展物や出

演者を募集しています。今後も広く募集を行う工夫をしながら、文化祭の充実につい

て文化団体協議会と検討します。

大東
　先日研修会館の調理室を利用した際に、計量器が壊れていま

した。

　指定管理業者に確認し、５台中２台が壊れていたため、更新を依頼しデジタル軽量

機２台を配備しました。

福富

　おねがい…東藻琴小学校のＰＴＡ役員をしていますが、学校

の内部に非常に多くの問題が存在します。教育委員会に話をし

ても、それは学校の問題と言われ取り合っていただけません。

　卒業式の国歌斉唱問題など、教育委員会からは指示が出続け

ている状況のようですが、改善されてはいません。

　学校支援コーディネーターのおかげで、交流ができてきつつ

ありますが、それまでは外部との交流はシャットアウトされて

いる状況でした。

　24年度図書館司書配置・特別支援コーディネーターと、英語活動・学校支援コー

ディネータについても、引き続き交流を進めていきます。

福富 　教育委員会、学校は自治基本条例に含められますか？
　教育委員会も含められています。また、議会でも条例制定をすることとなっていま

す。

福富
　東藻琴小学校の学力向上が関心事です。これから地域を担う

人材の育成の礎であることを考えてください。

　平成２３年には推薦図書などの購入など教育面への予算も配分し、地域の学力向上

を図りたいと考えています。
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福富

　東藻琴保育園の預ける時間について、受け入れ時間は８時か

らとなっていますが、ファミリーサポートでは３０分の扱いは

出来ないといわれました。

　現在の保育時間は、朝8時から夕方6時までです。職員は8時前には出勤しています

が、保育準備等で安全に預かれる体制になっていないため、時間の厳守をお願いして

います。ただ多少の時間の延長については、事前に連絡をいただいて、止む終えない

場合は受けていることもあります。

東陽
　女満別中学校の白樺が大きくなり、落ち葉がひどく処理に苦

慮しています。

　記念植樹等により植えられており、伐採は難しいのですが、平成２４年度に枝払い

等の対応を行います。

東陽 　幼稚園と保育園は一緒になるのでしょうか？ 　国で論議してはいますが、呼称だけの問題ですので重要視していません。

中央 　高校野球の遠征費用はどのくらいかかるものでしょうか？
　鵡川高校では経費が3000万円ほどと聞いています。

　町内から寄付の声があるのはもちろん、町外からの声もあります。

中央 　町単位での応援ツアーは考えていますか？
　甲子園出場協賛会事業に補助金を出しています。また、協賛会が応援ツアーを企画

し300人の方が参加しました。

東藻琴市街

開陽

　公立高校の適正配置について、女満別高校のH23春の入学志

願者は２９人でしたが、２間口の確保を今後どのように考えて

いますか？

　北海道教育委員会へ要望等は行っています。

　状況を見ながら、継続して要望します。

開陽 　女満別小学校外構工事をお願いします。 　24年度予算で一部外構工事を行う予定です。


