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平成２６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 　行政情報システムの更新・維持管理の具体的な内容を教えてください。
　職員のパソコン、住民基本台帳システム、会計を管理するシステム、給与のシステムなどを約7
年から8年で更新することとなっており、現在更新の時期を迎えています。

日進
　大空町のメールサービスについて、気象予報等情報が遅いです。既に
ニュースや速報で知り得た情報です。もっと早く発信することはできませ
んか？

　大空町メール配信サービスで配信される気象情報は大空町において「警報」以上の気象警報が
発令された場合であり、気象台が発表するのとほぼ同時に配信されますが、ニュース等の発表の
方が早い場合もあります。

千草 　避難所の指定について教えてください。
　平成27年4月1日現在、避難所17施設（女満別地区11施設、東藻琴6施設）、一時避難場所33箇所
（女満別地区18箇所、東藻琴15箇所）を指定しています。
※詳しくは、「せいかつ・あんしんガイドブック」をご覧ください。

千草
　避難所に毛布、食料の用意をしているのですか？国の基準はあるのです
か？

　避難所に対する備蓄品の整備について、国の基準は定められておりません。町では、備蓄品保
管場所において保管しており、避難所開設の際に各避難所に届けることとしています。

山園
　メール配信サービスでは、道路情報や気象警報の情報はわかりますか？
　登録する際、気象情報のみ等欲しい情報をあらかじめ指定できますか？

　道路情報や、気象警報の内容は随時配信しています。
  情報の指定はできません。

豊里
住吉

　暴風雪警報等は防災メールで受けていますが、道路の除雪終了の連絡も
メールしてほしいです。

　除雪作業後に強風で吹き溜まりができる場合等、通行解除を現場で判断するのは非常に困難で
すので、吹き溜まりができる場合等は除雪後も外出を控えるようわかりやすく伝えます。

豊里
住吉

　防災メールの登録件数はどれくらいですか？

　当初270件程度で、吹雪のたびに増加し、ご年配の方の利用もありますが、まだ不十分です。
　例えば、小学生等の保護者であれば、給食を食べてから帰宅させる等これまで個別にしていた
連絡を一度にメールで素早く伝えらえるなど幅広い利用方法があると考えています。
（参考）5月7日現在、登録件数は662件（全人口の約8％）

湖南
　暴風雪時の避難所開設における食料等の対応はどのようになっています
か？

　大空町が設置した避難所においては、災害用備蓄食料や毛布、マット等の対応を行っていま
す。

東藻琴
市街

　ノンキーランドの語句やマークは今後どうなるのでしょうか？

　特に決めていません。旧女満別町時代の「花と音楽の町」は、女満別町議会が宣言したもので
あり、大空町となってからは使わないこととしました。「ノンキーランド」は、議会などで正式
に位置づけたものではなかったことから、大空町になってからも「ノンキーランドふるさとまつ
り」や芝桜公園など様々な形で残っています。現在、第2次総合計画を策定していますが、その中
で議論になってくるものではないかと思っています。
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平成２６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）

西倉 　もう合併の流れはなくなりましたか？
　全国で市町村合併により、市町村数は半分になりました。北海道は全国に比べて合併が進んで
いない状況ですが、国として今後合併を進めていく状況にはならないと考えています。広域で対
応が可能なこともあります。

開陽

　この先も人口が減少すると聞いていますが、将来がどのような形になる
のか心配です。
　若者は、働くところがないから、学校を卒業してから、都会に出ていき
ます。また、都会から住む人を呼んでも、働く場所がないので解決しませ
ん。新聞報道で、定住に関する記事もありましたが、将来的にどのように
考えているか教えてください。

　企業が人手を探していても、若い世代の方がそこで働きたいと思う環境になっていないのかも
しれません。給料面、待遇面、仕事内容など様々な要素がありますが、町としては給料面で応援
できないかと考えています。全国的に介護施設は離職が非常に多く、募集に苦労しています。平
成26年度から介護や医療の職場で、新たに定職として働く方に対し、町から補助金を支出してい
ます。今は、介護や医療施設に限っていますが、町内企業が正規職員として雇用することも大切
であり、将来的には待遇面などの検討が必要ではないかと思います。農業も、事業所として就農
する人達を定着させる仕組みが必要ではないかと思います。人口減少のことからもなるべく法人
経営にしていただき、畑作農家もサラリーマンとしての農業者を雇い入れるようなことも必要に
なってくるのでないかと思います。ただ、畑作だと冬期間の仕事が困るので、町で何年かは応援
することも必要ではないかと思っています。
　平成27年度に初めての試みとして、東京で金融機関の協力の下、知恵やノウハウ、宣伝を活用
し、道内の3つの市と町の合同で企業誘致セミナーを開催します。
　本町は、昼間人口の方が夜間人口より250人ほど多く、町内在住で他市町に通勤や通学している
人が900人位、逆に他市町から通勤や通学で本町に来る人が、1,100人以上います。職場がないと
いう話もありますが、職場があっても住む場所がなかったり不便だから住んでいないのかもしれ
ません。他市町から通って仕事をしている人達に本町に住んでもらうことも必要だと思いますの
で、女満別中学校の道路を挟んだ向かいの町有地を27年度に15区画、宅地造成して売り出しま
す。若い世代の方、子育て世代の方を応援する意味で、そこの土地を買っていただいて住宅を建
てる時には、200万円を上限に補助することとしています。

女満別
市街

　市街地区のふれあいトーク出席者が毎年少ないと思うのですが、折角の
機会なのでもう少し出てもらえるようにした方がいいのではないでしょう
か？

　農村地区は、自治会単位で実施しています。市街地区は集約させてもらいましたが、市街地区
でも単独開催している自治会もあります。今後においても声をかけていただければ、都合のつく
限り行いたいと思います。また、自治会だけでなく、女性の集まりやことぶき大学でも声をかけ
ていただければと思います。

女満別
市街

　まちのおしらせ1月号の表紙で鶴の写真が出ていました。町内で撮影し
たのでしょうか？
　撮影者や撮影場所の表示があれば、明るい話題が広がると思います。

　女満別住吉の網走川付近で生息しています。また、網走市中里あたりでも生息しているようで
す。現在は、鶴居村だけでなく道内の色々な場所で生息が確認されています。
　広報表紙については、内容によって撮影場所の情報など考慮したいと思います。

大成 　10年記念事業の日程を教えてください。

　町民ビッグデーは7月5日（日）、町民運動会は7月12日（日）、町民舞台は12月を予定していま
す。芝桜まつりは5月3日から毎年始まりますが、メインの日は5月の最終週と1週間前の週になり
ます。老人福祉大会や社会を明るくする運動大会などには、大空町10年のＰＲを兼ねて予算の上
積みを考えています。町民運動会については、1月末に自治会長にお集まりをいただき、内容を説
明する予定です。
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地区 要望・質問等 返答（修正後）

女満別
市街

　10年記念事業について、世界選手権につながるような思い切った事業を
考えてみてはどうでしょうか？

　10年記念事業として、「たすきリレー1000人プロジェクト」を行います。
　藻琴山山頂から網走湖までを町民がランナーとなり、たすきを繋ぎます。また、無地旗に未来
への想いを寄せ書きしてもらい、たすきとともに運びます。最終ランナーが7月5日に湖畔から町
民ビッグデ－のメインステージでゴールするという内容です。リレー、寄せ書きの模様を動画撮
影し、ダイジェスト版を町民ビッグデ－会場で放映するほかＷＥＢ上でも公開します。一人でも
多くの方に携わっていただき、人と人を繋ぐ架け橋になればと思っています。

大成 　企業誘致を積極的に行っていただきたい。
　企業側に情報発信を継続して行い、平成27年度には、道内3つの市町合同で東京での企業誘致懇
談会を実施します。

千草 　企業誘致の促進は効果が上がっているのですか？

　平成25年度事業のほとんどは、町内の企業が施設投資をしたことに対する補助金です。従業員
を増やした場合も補助金を交付する制度もあり、企業が施設投資を行いやすくなります。
　平成27年度事業は、それに加えて(株)北海道銀行と提携して、道内の3市町と合同の企業誘致説
明会を開催し、大空町の地域の企業誘致に結び付けるような活動を平成27年度に行うことで予算
化しています。農業と結びつくことができるような産業を誘致したいと考えています。

女満別
市街

　人口減少が報道される中、都会からの移住活動などを各市町村が行って
いると思います。大空町ではどのようなことを考えていますか？

　都市部で開催される移住相談会などに参加したり、お試し住宅や空家登録物件などをホーム
ページで紹介しています。今後、保育などの料金体系や医療費助成など都市部よりも子育てしや
すい環境であることなどのＰＲに一層力を入れていかなければならないと考えています。一方
で、どこの町外へ流出しているのか分析すると、札幌市や北見市が多く、地方間での取り合いの
状況もあります。町外流出に歯止めをかけることも必要であると認識しています。

福富 　企業誘致の成果は上がっているのですか？

　町内の企業が施設投資したことに対する固定資産税相当分を町が補助しています。従業員を増
やした場合に補助金を交付する制度もあり、企業が施設投資を行いやすくなります。平成27年度
は、それに加えて(株)北海道銀行と提携して、道内の3市町と合同の企業誘致説明会を開催し、大
空町の地域の企業誘致に結び付けるような活動を行います。農業と結びつくことができるような
産業を誘致したいと考えています。

豊里
住吉

　飛行機の始発を早くできるよう町からも働きかけてほしいです。また、
北海道へ女満別空港に飛行機の格納庫を設置するよう要請できませんか？

　飛行機をナイトステイさせると操縦士からキャビンアテンダント、整備士全てを空港で抱える
ことになりますので、道内では千歳のみに格納庫を設置しています。全国的に地方空港でのナイ
トステイは減少傾向です。
　各航空会社には女満別空港に少しでも朝早く飛行機を飛ばしてもらい、こちらからも各地へ自
由に行けるよう要請しています。

千草
　平成25年度に行った2,000万円以下の事業にはどんなものがあります
か？

　芝桜まつり、ふるさとまつり、観光夏まつりなどのイベント事業や福祉政策では高齢者の除雪
に係る費用の一部助成、予防接種の助成などがあります。
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平成２６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

　町の歳入について、地方交付税など国からの収入が半分以上を占め、国
に依存しています。国が財政的に苦しい中、いつまでもこのような状況が
続けられないと思いますが、どのように考えますか？

　地方交付税も減額基調になっています。地方交付税は、全国の各市町村間の財政状況を勘案し
て、一定の財源を確保するよう調整する働きがあり、この調整機能は必要なことと思っていま
す。現在の町の財政運営は、新たな建設よりも維持管理を重視するなどにより、財政的に良く
なっていますが、国の財政状況を勘案しながら、進める必要があると思っています。

山園
　借金の返済に充てる額のグラフで、借金の返済分（公債費）が19%と
なっていますが、実質公債費比率が14.5%ということはどういことです
か？

　町の一般会計歳出に占める借金返済額は19％ですが、この返済額の一部は、国からの交付税の
中で負担しています。このように国が負担する分を除き、町の全会計を合わせ、純粋に町が返済
する額が標準的な町の財政規模に対してどれくらいの割合であるのかが実質公債費比率です。
14.5％は、Ｈ23～25の3か年度の平均比率です。

西倉
　合併して10年となりますが、当初のもくろみから、現状をどう考えてい
ますか？

　様々な要因はありますが、財政面では合併当時より改善していると考えています。この10年で
約80億円の借金が減り、貯金は20億円弱増えました。一方で、町民相互の交流については十分で
はないと思っており、10年記念事業として町民運動会などのイベントを企画したところです。

西倉 　財政的に健全にやっているというのならいいのですが、どうですか？ 　国の地方交付税によって変動することはありますが、今は健全な状況です。

西倉
　ふれあいトーク資料1ページ目に町の財政状況の紹介（決算）が載って
いますが、過去５年くらい含め財政状況の推移がわかるようにしてほしい
です。

　紙面資料について今後も工夫していきたいと思います。

開陽
　開陽地区のパークゴルフ場の跡を整地していただいて、コンバイン倉庫
を立てる予定ですが、どのような手続きが必要ですか？

　土地の使用貸借の契約を結ぶ必要があります。建設業者の図面、大きさや配置が決まったら、
その図面を町に提出してください。総務課財政担当で事務を行っており、契約を交わしてから、
貸し出しということになります。

大成

　大成4の自治会館の前の交差点で事故がありました。止まれの標識はあ
りますが、危険です。網走警察署に信号機の設置について要望をしていま
すが、難しいとのことでした。信号機の設置までとはいかなくても、何か
対策をしていただけないでしょうか。事故の発生割合も高いと思います。

　網走警察署に自治会の要望書と一緒に再度提出しましたが、交通量はあまり多くないため、現
時点では信号機の設置はできないとのことでした。他の町のケースでは、町で設置したいと要望
しても、公安委員会で認められなかったそうです。今までも、段差をつけたり、標識を大きくし
たり、センサーをつけていますが、事故は起きています。センサーを設置したときに、サイレン
をつけたかったのですが、地元の方の意向もありつけませんでした。今度、専門家に見てもら
い、事故が起こる原因や改善点等、指導をしていただきたいと思います。その際は、声をおかけ
しますのでご協力をお願いします。
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千草
　昨年から要望している電子レンジ、掃除機がまだ更新されていませんが、どう
なっていますか？

　自治会館の備品については、他の自治会との公平性を踏まえ、各自治会での対応とさせていた
だいているところです。
　ストーブについては、建物の付帯設備として町で管理します。
　ご理解いただきますよう、よろしくお願いします。

千草
　自治会の総会議案書を提出しているのに別に活動支援交付金要綱に基づき
実績報告書と実績写真を求められます。事務の簡素化で総会資料の提出で対
応できませんか？

　交付金の目的は、自治会活動の活発化と地域づくりを支援するものです。
　交付対象活動は、環境美化、健康・交通安全・防犯事業、スポーツリクエーション、高齢者・
女性・青少年育成事業です。
　これらの活動に対して交付金をどのように活用したか、またその様子を写真に残していただく
ことで、審査を行います。
　総会議案の提出だけでは、事業の内容や事業費が明確ではなく、写真がないと事業をどのよう
に行ったか判断できませんので、要綱どおり、活動支援交付金実績報告書と活動写真、総会議案
の提出についてご理解いただきますようお願いします。
　なお、事務の簡素化については、自治会活動支援交付金の報告について、総会議案書で読み取
れる場合は、別紙総会議案のとおり省略できることとします。

豊里
住吉

　公民館にもＡＥＤを設置してほしいです。
　公民館や自治会館には今のところＡＥＤを設置しているところはありません。
　今後設置の必要があれば設置について検討します。

西倉

　自治会運営がとても大変です。農家と非農家が半々くらいで、高齢の世
帯もあります。お金を多く集めれば済むかというとそうもいきません。町
の助成を受けても大変な状況です。自治会の合併はなかなか考えられない
し、難しい問題だと思います。

　町からも自治会へ助成を行っています。また、活動が限られていく中で、自治会の再編につい
て検討してはどうかということもこちらから提案はしているところです。なかなか難しい問題で
あり、状況は変わっていないのが現状です。
　行事ごとに合同で活動するという方法もあると思います。ただし、自治会のことに対し、町が
どこまで介入すべきかということもあると思います。

西倉 　役場へ行っても知らない人ばかりです。
　役場の地域担当制度は、担当が役場と地域のパイプ役となることが目的ですが、そのためには
地域に職員が出向き、地域の方のことを覚えなければならないし、何かあった時に声をかけても
らえるように顔を覚えてもらうことも必要だと考えています。

日進
　小型家電について資源物として回収されていることを知りませんでし
た。どんなものが小型家電の対象となるのですか？

　家電4品目(テレビ・冷蔵庫・洗濯機・エアコン)以外の家電が対象です。
　ステレオのアンプやチューナー、コードリールなど延長コードも対象となっています。
　収集はしていませんが、女満別地域では役場、リサイクルセンター、最終処分場の3か所を回収
場所に設定しています。レアメタル等希少価値の高い金属を廃品から回収し、再度利用するとい
う目的で取り組んでいます。
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千草
　千草会館と吉岡さんとの間に地域外からと思われるごみの不法投棄がありま
すので、対応をお願いします。

　自治会長と現地の不法投棄状況を確認し、看板の設置などごみ捨てに対する注意喚起を促すな
ど対応を図ります。

豊里
住吉

　住吉の一般廃棄物最終処分場は、後何年持つ予定ですか？新たに作ると
した場合、どこに作るのですか？

　計画では平成30年まで、現状の見込みでは32年まで持ちます。一度圧縮をかければさらに運用
期間を延ばせる見込みですが、処分場はできてから稼働するまで3～5年かかるため、平成27年度
から今後の対応について検討を進めることとしています。

西倉
　墓地の前の道路は春先にごみが多く、自治会の青年部で看板を立てまし
たが壊れてしまいました。町で作ってもらえないでしょうか？

　現地を確認しました。町で看板を設置し、ごみ捨てに対する注意喚起を促します。

千草 　市街地の空き家対策についてどのように進めているのですか？

　大空町では、町内における空き家等の有効活用をとおして、地域の活性化・住み替えによる住環境の
改善を図るため、大空町空き家等情報登録制度を制定し、町のホームページで情報提供を行っていま
す。登録制度により、町内の１戸建て住宅に住み替えした方や空き店舗及び空き事務所で事業を始めよ
うとする方に対し、助成金を交付しています。

大東
　ニュース等で空き家が問題視されていますが、町内にも空き家が増えて
いるように感じます。町の空き家対策は、どのように考えていますか？

　空き家には2種類あり、一つは簡単な手直し等をして、まだ再使用し住むことが可能なもの、も
う一つは廃屋化して人が住むことができないものが考えられます。前者については、5年程前から
住み替え促進事業を行っており、売りたい方、買いたい方の双方に台帳登録していただき、建物
や土地の売買が成立した場合や購入した建物をリフォームした場合に助成金を交付しています。
このように空き家とならないように、次の方に住んでもらえるような方策をとっています。また
後者の廃屋に関しては、26年6月より解体費用への助成をしています。危険家屋と判断できる場合
は、費用の２分の１として満額50万円まで助成します。土地や建物の所有者が亡くなっていた
り、不明の場合は、町が強制力をもって撤去し、権利関係者に振り分けて請求していくような対
応を次段階として整備しなければならないと感じています。

千草
　空き家対策で、解体撤去費用の補助は、坪数によって助成金を出すの
か、大空町で把握している空き家の数は何件くらいありますか？

　危険廃屋等であれば、工事に要する経費の1/2で、上限50万円となります。その他の廃屋は、工
事に要する経費の1/3で、上限30万円です。対象は住宅及び付属する倉庫・車庫で木造若しくは軽
量鉄骨造になります。
　大空町の空き家（住んでいない住宅）は108戸あります。

千草 　市街地の空き家対策についてどのように進めているのですか？

　廃屋等解体撤去費用の補助を行っています。
　町内で管理されていないままの廃屋等が見受けられ、周辺住民への影響が懸念されています。廃屋等
の解体撤去処理に係る経費を補助することにより、廃屋等の処理を促進し安全で景観に配慮したまちづ
くりを目指しています。
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平成２６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）

日の出町
第２

　空き家の管理や対策に対する町の取り組みについて教えてください。

　全国的な課題となっており、昨年国が法制定しています。細部についてはまだ出てきてはいま
せん。町でも平成26年6月から家屋取り壊しに対する補助を行っています。危険廃屋等であれば、
工事に要する経費の1/2で、上限50万円となります。その他の廃屋は、工事に要する経費の1/3
で、上限30万円です。対象は住宅及び付属する倉庫・車庫で木造若しくは軽量鉄骨造になりま
す。今後は、町が所有者に代わって取り壊し、取り壊し代金を町に支払ってもらう方法につい
て、制度化を考えていきたいと考えているところです。

日の出町
第２

　空き家の灯油タンクに灯油が残っていて、配管から油漏れが発生した事
例がありました。そのような場合、町ではどのような対策をとっています
か？

　土に漏れた場合、処理が必要になると思います。空家の場所については、確認し図面に落とす
などしていますが、灯油タンクの状況確認まではしていません。今後は、そのような点について
も配慮していきたいと思います。

明生 　廃屋空き家の解体助成内容について教えてください。
　危険廃屋等であれば、工事に要する経費の1/2で、上限50万円となります。その他の廃屋は、工
事に要する経費の1/3で、上限30万円です。対象は住宅及び付属する倉庫・車庫で木造若しくは軽
量鉄骨造になります。

東藻琴
市街

　廃屋となった空き家があり、屋根は荒廃し雨漏りをしている状況です。
倒壊の危険性もありますが、所有者が既に亡くなっており、引き継ぐ方も
いません。町で対策を講じてほしいです。

　全国的な課題となっており、昨年国が法制定しています。細部についてはまだ出てきてはいま
せん。町でも平成26年6月から家屋取り壊しに対する補助を行っています。危険廃屋等であれば、
工事に要する経費の1/2で、上限50万円となります。その他の廃屋は、工事に要する経費の1/3
で、上限30万円です。対象は住宅及び付属する倉庫・車庫で木造若しくは軽量鉄骨造になりま
す。今後は、町が所有者に代わって取り壊し、取り壊し代金を町に支払ってもらう方法につい
て、制度化を考えていきたいと考えているところです。

大成 　ふるさと納税について、どう考えていますか？

　平成27年度から大空町の知名度と特産品を広める目的として、町外寄附者に対して金額に応じ
た特産品の贈呈をはじめました。
　さらに大空町10年目の今年度に限定して、一定額以上の寄附者を対象に町へ優待するための航
空券などを贈呈する特典を設け、空港の活用と町の魅力の発信に努めていきます。

女満別
市街

　ふるさと納税の実績はどのようになっているのでしょうか？

　平成26年度決算で5,155千円となりました。
　平成27年度から大空町の知名度と特産品を広める目的として、町外寄附者に対して金額に応じ
た特産品の贈呈をはじめました。
　さらに大空町10年目の今年度に限定して、一定額以上の寄附者を対象に町へ優待するための航
空券などを贈呈する特典を設け、空港の活用と町の魅力の発信に努めていきます。

福富
　確定申告の電子証明と住基カードの更新は何年で更新ですか？
　カードは即日発行してもらえるのですか？

　住基カードの有効期間は10年間です。
　住基カードは申請をしてから交付するまで、10日から2週間程度かかります。手数料は1,500円
です。
　eーＴａｘなどの電子申請を行うためには、電子証明書の取得が必要です。電子証明書は住基
カード内に記録しています。有効期間は3年間で即日発行できます。手数料は500円です。
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平成２６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

①フロックスの一日入浴数は何名ですか？
②1日の灯油200Ｌで人件費はいくらですか？
③トレーニング器具の使用時間を守らない人もいて、なかなか利用できな
いので１台増やして欲しいです。

①平成25年度決算で年間28,508人です。年間利用日数を300日とすると、約1日100人弱となりま
す。
②1日の灯油使用量は時期により異なりますが、多い時で約160Lです。人件費は約1,100万円で
す。
③トレーニング器具の利用で、混雑している時は20分を目途に交代して下さいと書いてありま
す。こちらで管理人さんに交代で利用してもらえるように話をしておきます。

女満別
市街

　公園公住前の敷地部分の除雪について、自分も含め隣近所が後期高齢者
ばかりです。吹雪の時は安否確認や除雪意向確認の電話がありました。吹
雪などの時には、小型ロータリーでもいいので、入ってもらえるとありが
たいです。

　公園公住については、就労センターに委託して行っている除雪サービスの対象となっていま
す。間口1メートル幅程度の除雪を行います。それ以外の敷地の除雪については、事業者に除雪を
委託した場合に、その委託費のうち1万円を限度として助成する制度もありますので、ご活用くだ
さい。

湖南 　高齢者就労センターの体制はどのようになっているのですか？

　現在は高齢者就労センターとして事務を行っていますが、社会福祉協議会がその事務を包含し
た中で対応しているところもあります。法律上、町から職員を派遣することはできませんが、社
会福祉協議会には職員を派遣することは規定上できますので、誰か一人の所長にお任せするので
はなく、上手に考えながら体制づくりを検討していかなければならないと考えています。現場の
方たちともよく相談したいと思います。

開陽
　息子が障害をもっているのですが、将来「障がい者福祉センターちあふ
る」などをもう少し人が入れるようにする考えはないでしょうか?

　今後このようなニーズ等について把握し、福祉事業者とも連携しつつ、対応可能な方法を検討
していきます。

山園
　外出支援タクシーは、1枚で往復の利用ができますか。
　何人かで一緒に乗ってもいいですか。山園地区から、女満別のタクシー
会社は使えますか。

　片道で１枚が原則ですが、たとえば用務がお金を下ろすだけの場合など、すぐ済むような用務
であれば、運転手さんの了解のもと、タクシーを待たせておいての利用も可能であり、その際は
１回の運行となりますので１枚で利用可能です。
　また、利用券を使う利用登録者が乗車してさえすれば、何人で利用してもかまいませんが、東
藻琴在住の方はオホーツクハイヤー、女満別在住の方は女満別ハイヤーしかご利用になれませ
ん。現在は試験運行ですので、試験運行結果に基づき、財政負担と利用者ニーズを考慮しなが
ら、本格実施に向けて検討していきたいと考えます。

末広
　外出支援タクシーは、末広から明生まで行くような使い方はできないの
でしょうか？

　現在のルールでは残念ながらできませんが、現在は試験運行ですので、試験の結果に基づき、
財政負担と利用者ニーズを考慮し、本格実施に向けて検討していきたいと思います。

西倉

①健診について、もう少し助成があればいいと思います。
②東藻琴診療所の医師は、今まで何人か替わっていますが、また替わるの
ですか？
③網走厚生病院で診てもらいたいと思って連絡しましたが、断られたこと
があります。

①今年度から新たに「PET-CTがん検診」、「ピロリ菌検査」の助成を始めました。
②４月１日に東藻琴診療所所長が新たに着任いたしました。
③症状によっては女満別中央病院で診療するよう指示される場合があります。５月から「大空健
康ダイヤル２４」のサービスが始まりました。怪我をした時の応急処置や、日常の健康相談、場
合によっては救急へ直接つなぐ２４時間電話サービスですのでご利用ください。
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平成２６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

　東藻琴診療所は女満別中央病院が経営しているのですか？
　地元に診療所があるのはとてもありがたいのですが、お医者さんが短期
間で変わってしまうので、その都度病状を一から説明しなければなりませ
ん。
　曜日ごとの当番医をメール配信などで知らせていただくことはできない
でしょうか？

　女満別中央病院が経営をしており、赤字補てんも含めて指定管理料を町が支出しています。機
械器具なども町が購入しています。
　それは誠に申し訳ないと思うのですが、できるだけ長く勤務していただけるように説明をして
いるのですが、なかなかうまくいかない。どこの町村も医師探しには苦労している状況です。町
ホームページから東藻琴診療所のホームページへ入れるようリンク集へ掲載しました。

日進 　農業研修センターの利用方法はあるのでしょうか？
　農業研修センターは、昭和48年に補助金を使って建てた施設で、老朽化が進んでいます。
　現在は、利用方法もなく取り壊したいと思っていますが、現状残存価格が残っていることから
北海道と協議をしているところです。

日進
　地域の環境整備（農業関連）をすると補助金を出すという制度がありま
すが、具体的な内容を教えてください。

　平成26年度からスタートした多面的機能支払い交付金制度です。国が50％、北海道が25％、町
が25％の負担で行うもので、概ね全体額17,000千円、町の町持ち出しは4,250千円です。
　農用地、農業用施設（農道・水路）の保全活動や補修が行えます。地域で各施設の点検をし
て、その状況に基づき活動計画を作成して、活動を取り組むこととなります。

日進 　明渠や暗渠工事など、個人では取り組めない事業の取り組み、基盤整備
事業の計画的導入をお願いします。

　東部高台地区農地整備事業を実施していますので、その事業での農地崩落の対応を行います。
ただし、国・道営事業などの実施がされていない地域については対応することはできません。
　過去に実施した国営・道営事業による農地造成・区画整理などで大きく土を動かした畑につい
て、整備前の地形の水道が造成後の経年による影響によって崩落が発生したのではないかなどの
メカニズムを解明してほしいと北海道へお願いしています。

大成
　平成25年度に実施した暗渠に対する補助の説明がありましたがどのよう
な内容ですか？

　国の補正予算で単年度事業として実施したものです。農家の方が実施する緊急性のある小規模
な暗渠排水について、国から補助金が出ていた事業です。基盤整備事業のように地区で取りまと
めたわけではなく、全町まとめて手上げ方式で反当15万円で補助金を出すという内容でした。緊
急であったため、全町で百何十ヘクタール手をあげて、平成24年、25年に実施をしました。今回
は平成25年度の決算であり、今はその事業はありません。現在は、大成地区は女満別南部地区と
いうことで新しい地区どりがスタートしています。今度は、暗渠排水だけではなく、ほかの工事
も入れて、何年かで進める予定です。

大成

　水利組合の畑かんについて、機械導入から12年ほど経過し、故障が出て
きています。安心して利用できるように、体制を作ってほしいです。オ
ホーツク東部広域農業水利管理協議会に職員がいますが、1人で土日も緊
急時にも対応してくれます。後継者を育成していただきたい。民間だと、
早急の対応や予算のこともあると思います。

　事務処理の関係もあり1人追加して配置をしました。以前、美幌町と一緒に水利管理をできない
かとの話もありましたが、今の規程では地域外で仕事をするのは難しいとの結論でした。
　後継者の育成も視野に入れていますが、町としては操作管理業務について委託も考えていま
す。
　畑かんの給水栓の修繕については、多面的機能支払交付金で実施することを検討していきま
す。リールマシーンの修繕については北海道と協議をして女満別南部地区農業農村整備事業で対
応するよう要請をしています。

9



平成２６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
　古梅ダム施設の更新・改修について、古梅ダムはかんがい施設用で受益
者が基本負担すると思いますが、大空町と美幌町の負担割合が決まってい
るのですか？

　古梅ダムの更新・改修事業は全額国費で実施しています。施設の老朽化対策として、国の経済
対策により事業を行っています。かんがい用水は、畑に水を供給したり、他に防除用水や家の周
りの野菜畑等の散水に使用しています。利用者は、使っても使わなくても500円/反の利用料を支
払っています。

千草 　山園の旧学校敷地に何が建つのですか？

　山園の旧学校グランド敷地の一部を使用して農業研修生等の滞在施設を建設します。平成26年
度に設計し、平成27年度に建設することで進めています。農業研修生、実習生、雇用者の滞在施
設として考えており、事業主体は町が実施し、実際の管理などについてはＪＡオホーツク網走に
お願いすることとしています。施設は、一棟6戸を建設いたします。

上東
旭台

　農業の道営補助事業（パワーアップ事業）に対して町が助成しています
が、この事業は平成26年度でいったん終了します。去年の暮れに、農協の
担当者から「平成27年度以降も事業が継続されるかどうかは分からない」
と言われ、不安に感じています。町は、平成27年度以降も今までどおり助
成を継続してくれるのでしょうか？

　この事業は、平成23年度から平成27年度までの5か年を対策期間としているものですが、平成27
年度に道知事選があるため、現段階で平成28年度以降についての方向性は見えていません。現
在、国の事業を活用して継続するよう北海道と協議中です。負担率など詳細が決定しましたら、
各期成会を通じて説明します。

山園 　農協から、営農振興資金がなくなると聞きましたが本当ですか？ 　農協の考えはわかりませんが、町として必要な支援はこれからも継続して実施していきます。

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のです
が、予定はありますか？

　多面的機能支払交付金では未舗装部分の舗装化について、勾配が急で砂利道のままでは、すぐ
に洗掘を受けてしまう場所について可能です。現地確認の上、多面的機能支払交付金で対応可能
であれば実施の検討をします。

山園 　多面的機能支払交付金の大空町での状況はどうですか？

　大空町の農村地域22地区で保全資源組合を設立、その代表者で構成される大空町広域協定運営
委員会が設立されました。H26年度から事業を実施していますが、実質的にはH27年度からの実施
となります。公共性のある農業用施設の保全、草刈りなどの農地保全を重点的に取り組む計画で
す。地域の懸案事項については、各地域で活動計画を運営委員会に提出して、運営委員会で承認
されてから実施します。

福富
　道営事業の関係ですが、福富草地を借りていますが、草地改良をする際
の費用の一部を助成していただけないでしょうか？前担当者には助成は厳
しいと言われました。

  福富草地利用組合との土地賃貸借契約では、草地改良や修繕等の費用は福富草地利用組合が負
担とすることとなっています。

西倉
　町道20号線（楠目温泉前から道道網走川湯線）は、路面が非常に悪いこ
とから舗装し直してほしいです。特に道道側から単身団地までの間はひど
いと思います。

　多面的機能交付金支払制度または農業農村整備事業を活用して補修など対応することで検討し
ます。
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平成２６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

①畜産クラスターの希望者は何人くらい出ていますか？
②10件とは（27年度実施を取り下げた）施設希望者も含めていますか？
③施設整備については27年度実施を見送りましたが、諦めたわけではな
く、途中から限度額（施設による上限単価）が設定されたためであり、見
積もりをもらい試算したところ、事業費の半額で限度額になり、事業費の
4分の1しか補助が見込めなかったからです。限度額の考えは全国一律と聞
きましたが、北海道の施設整備の上限単価については、再検討してもらえ
るように要望できませんか？

①機械リース整備４３戸、施設整備９戸となっています。
②平成２７年度は機械リース整備１０物件で、施設整備は平成２８年度事業に向けて、今後個別
相談を行う予定です。
③施設整備の上限単価は強い農業づくり交付金実施要領で決まっています。本年度、上限単価が
低いことから特認事業として上限単価が上がっており、事業の途中で上限単価を見直すことは経
営体の皆さんが不公平となることから、今の時点では上限単価の見直しについては、難しいと思
います。

女満別
市街

　朝日ヶ丘公園パークゴルフ場のレイアウトを変更するようですが、レイ
アウトは既に決定しているのでしょうか？レイアウトを考え直すことはで
きませんか？多額の費用をかけなくても良いのではないでしょうか？

　実施設計が終わり、レイアウトが決定しており、平成27年度に着工する予定です。
　レイアウトは、色々な方の意見があると思いますが、全ての意見を反映できないため、ある程
度の意見集約した中で行っています。大規模に多額の費用をかける予定はしていません。

東藻琴
市街

　そらっきーをリニューアルしましたが、飽和状態のゆるキャラブームの
中、もう少しＰＲをして道内でも上位にいけるようなＰＲをしてほしいと
思います。また、東藻琴村時代に登場した「ノンキーくん」や東藻琴高校
のゆるキャラ「ながいもん」もＰＲしてください。

　「そらっきー」は、リニューアルして収納面が改善され、持ち運びが容易となったことから、
町外でも積極的にＰＲしていきたいと思います。あわせて「ノンキーくん」や「ながいもん」も
色々なところでＰＲしていきたいと思います。

末広
　芝桜まつりとふきおろしマラソンの時は、車の移動が困難になります。
渋滞が予想されるのなら迂回路にガードマンを配置するなどしてもらえま
せんか？

　今年の芝桜まつりにおいては、渋滞が予想される5月24日（日）と31日（日）に市街地区に臨時
駐車場を設けてシャトルバスの運行を行い、合わせて各交差点に誘導員を配置する対策を取るこ
ととしています。
 マラソン大会については、走路員を配置するなどしてランナーの対応などを行っています。安全
な大会となるよう警察とも協議をしています。車両の通行に関しても配慮してまいりますので、
ご理解とご協力をお願いします。

末広
　昨年の芝桜まつりの際に花火の音がとても大きく、牛が総立ちになり落
ち着かなくなりました。花火を止めてくれとは言えませんが、対策を考え
てほしいです。

　今年の芝桜まつりライトアップ時の花火大会は、3尺玉の打ち上げは行わず2尺玉以下とし、打
ち上げ演目も高く打ち上げる花火を減らすなどして、音に対する対策を取ることとしています。

開陽 　町民ビッグデーは、どのような感じで進めていくのでしょうか？

　7月5日（日）に教育文化会館の前の広場で開催します。音楽広場として、大空町に縁のある
ミュージシャン（たかしまバンド）とすぎもとまさとさんのステージをはじめ、走裕介さん、ア
キオカマサコさん、町内在住の歌手、町内小中学校の演奏などを行います。ちびっ子広場とし
て、ふれあい動物園やフワフワ遊具、焼き肉広場として、和牛や精肉の販売、買い物広場など大
勢の皆さんに集まっていただき、出来るだけ遊んで、楽しんでいただきたいと思っています。ま
た、町民（住民登録者）に買い物券（５００円分）を配布します。
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平成２６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
　住宅リフォームの助成は、毎年申込が多数あり、抽選に当たった方、外
れた方がいると伺っています。外れた方に対し、町として他に考えはあり
ますか？

　平成23年度から25年度までの3か年事業として開始し、23年度当初予算で満額30万円の40件とし
て、1,200万円を計上していました。24年、25年も同様に実施し、毎年要望が80件近くありました
が、結果的に予算を補正し、希望された全員を補助することとしました。
　26年度は、一旦3年間の事業に区切りをつけ、内容を少し改め５年間継続ということで開始しま
した。ただし、26年度より年度当初の募集数40件のまま、予算の補正対応はしないということで
受付しており、26年度で、初めて抽選から外れた方が出ている状況です。
　27年度も当初予算の40件で見込んでいましたが、国の地方経済対策で26年度の補助金（27年度
へ繰越し、27年度の財源）として2,000万円程交付を受けることから、27年度は例外的に抽選で外
れた方も予算を補正し、希望者全員分を補助することとしています。

大東
　住宅リフォーム事業の業者選定条件の中に、町内業者に限るとあります
が、町外業者は可とはならないのでしょうか？

　町内業者を選定条件とするのは、工事の受注により町内の経済循環がうまく機能し、地域活性
化することができれば良いと感じていますし、新築時、町外業者施工であってもリフォームや補
修時期に町内建設業関係者にとって関係性を築けるようなこと、ＰＲの場となるような仕組みと
して町内業者限定としいます。そのため、町外業者での施工は許可していませんのでご理解くだ
さい。

西倉
　町内の交流が進まないのは、農協が別だというのも大きな壁だと思いま
す。

　商工会は一つになりましたが、農協の経営方針もあるため、町が踏み込んでいくのは難しい面
もあります。そういうこともあり、若い世代で、異業種交流などの取組を始めたところです。

大成

　大成の墓地について、平成24年度に防風林の伐採をしてもらいました
が、その抜根や枝が山になっているので、撤去してほしいです。昨年、住
民課を通して産業課に話してもらいましたが、撤去する予定はないとのこ
とでした。

　撤去を検討していきます。

千草 　平成25年度決算の豊かな森林の整備の内訳を教えてください。

　豊かな森林の整備は、民有林の造林や下刈等の整備に係る費用で、町から支出する補助金と町
有林の整備費として約4,700万円です。
　造林は国費や道費の補助がありますが、それだけではまだまだ所有者負担が大きいので、町の
通常持分の他に更に上乗せをして造林の推進を進めています。造林の負担区分は、国費が68%、未
来につなぐ森づくり推進事業が道16%、町10%で町が補助した場合に道が補助する仕組みとなって
おり、残り6%が所有者負担となります。それでも所有者負担が大きいので、町は更に補助金を出
して造林の推進をしています。例えば、造林の事業費が700,000円/haとした場合、負担割合が6%
なので約40,000円/haが所有者負担となります。町は更に単独補助として15,000円/ha（普通地拵
えの場合）を補助しています。町の単独補助として、下刈、除間伐事業に約10,000円/haを補助し
ています。

大東

　高地の防風林の関係で、昭和地区に畑を所有しており、昭和・湖南地区
に営林署管轄の防風林があるのですが、非常に強い風の時、畑側に木が倒
れ農作業に支障がでることがあります。なんとか間伐などしてほしいで
す。

　昭和・湖南地区の防風保安林については、平成27・28年度に湖畔側から国道39号線側へと間伐
を予定しています。
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平成２６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）

西倉 　カラスが多いと思います。駆除はしていないのですか？ 　駆除を行っており、箱罠も設置しています。

西倉

　グレーダーをかけるが路肩まで行き届かないため、路肩の草刈りも大変
です。また、機械が大きく、路肩の木が邪魔になることがあります。昔
は、行政・自治会全体で環境美化に取り組んでいましたが、今はそういう
のがなくなりました。

　草刈り、木の伐採などについては、H26年度から実施しています、多面的機能交付金を活用して
実施ができます。草刈り機械は、リースや購入ができますので、地域に農地、農道、排水路の草
刈りの活動計画を作成してもらい、その稼働状況で判断します。
　立木の伐採については、農業者によるものは日当の支払いができますし、危険なものは業者委
託により伐採することができます。
　また、自治会支援交付金を活用して、様々な取り組みをしていただければと思いますし、その
活動について他の自治会へも紹介し広めたいと思っています。

大成 　女満別地区へ東藻琴地区から水道を引くことはできませんか？

　平成26年度の予算で、東藻琴地区の水源調査を実施し、2か所ほど有望な水源があることがわか
りました。新たな水源地は藻琴山の奥のため、女満別までもってくるべきなのか、東藻琴地区で
利用し、近い水源地を女満別地区で利用することが可能かどうか調査する必要があると考えてい
ます。

大成

　大成に水道施設がありますが、農村地区の普及率はどれくらいですか？
水道を使っても使わなくても、維持経費は同じです。昨年、水道を引きま
したが、本管から住宅まで引き込むのに結構な金額がかかりました。水道
を使用していない世帯には、3年程度で返済ができる制度をつくってほし
いです。せっかく水道を使える環境にあるため、普及させたほうがよいと
思います。

　大東・中央・巴沢地区にも水道が使えるように整備しました。使用できる環境になりました
が、自家水で対応できる方、つないでくれていない方が結構います。地域の方から熱望されて、
安定供給ができるように整備していることから、使用していただけるようＰＲしていきたいと思
います。敷地が広いと費用もかかるため、なんらかの制度が必要ではないかと考えています。生
活用水でもありますが、営農的な部分に使用しているため、例えば、そのようなものを農業環境
整備資金で借りていただき整備をしたり、町と農協で利子補給を行い分割で支払う方法もあるの
ではないかと思います。町がＰＲするのはもちろんですが、町内の水道業者の方にも設置してい
ない世帯にＰＲしていただくようお願いをしています。

山園

　昨年の秋に「断水になり、水が出ない」と連絡しましたが、その後、町
からは何も連絡がありませんでした。5時間くらい断水となりましたが、
一切連絡がないというのは問題だと思います。
　その後、断水の原因は畑の暗渠工事の際に水道管を壊したからと聞きま
したが、ずっと上にある自分の家で何故水が出なくなったのでしょうか？

　連絡がされなかったことについては、申し訳ありません。
　水道管の切断により、切断箇所の上流側配管内の水が一気に流出したことにより、断水が始
まったものと考えられます。管路接続が終了後、直ちに通水、排泥、空気抜きの作業を行いまし
たが、根幹の配水池から各配水池へ送配水する重要な管路であり、管径が大きいため、使用箇所
より下流側への送水量が多く、流出した水量が補給されるまで時間を要したこと、事故時間が夕
方であったため、使用水量が増加する時間とも重なり、長時間断水になったものと考えられま
す。

山園

　山園地区は、昔ながらの井戸水を使っている人が多いです。自分は水質
検査を行いましたが、今度、水質検査を実施するときに併せて、山園地区
の皆さんに「水質検査という制度があること」「いくらくらい費用がかか
るのか」「実施時期は」等の水質検査制度の周知をお願いします。

　周知します。
　水質検査を実施する場合、採水の際に注意が必要なことや町検査と同日に行わなければならな
いことから、町職員が訪問して採水する必要があります。希望者が多い場合には、日程調整が必
要となります。

13



平成２６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）

末広 　現在布設されている水道管はいつ頃から使えるようになりそうですか？

　平成26年度布設の管路は、低区配水池から東藻琴配水池への送水及び管路沿線への配水を目的
とする送配水管であり、網走市が実施する工事と同時に行うことで経費節減が図られるため、網
走市施工区間のみ管路布設を行ったものです。平成27年度に上流部の管路設計を行った後、同年
度本管工事を実施しますが、完成が冬期となるため、新設管からの給水切替工事を平成28年度に
行い供用開始する予定です。

千草
　東藻琴、女満別の水道料金が別料金となっていますが、水道事業会計も
別となっているのですか？

　水道料金の会計は一つです。大空町の水道事業は、東藻琴地区、女満別本町地区、女満別高台
地区の3地区で、一つの会計で行っています。東藻琴は平成元年から、女満別は昭和63年から料金
改正を行っていません。現在課題として、女満別地区は新しい水源確保、東藻琴地区は民地に埋
設されている沢山の配水管の移設、さらに女満別より管路の更新がかなり遅れていることから管
路の更新が必要です。今後、これらを整備していくための財源を確保しなければならないことか
ら、今回、6.25％の引上げをさせていただくことになりました。また、料金とは別に今までの女
満別地区にある用途別料金体系を廃止し、東藻琴地区と一本化、東藻琴地区の内税方式から女満
別地区の外税方式に統一と、基本となる考え方を統一しました。

千草 　水道料金が6.25％引き上がれば、1年で収入はどの位増えますか？ 　300万円位の増額を見込んでいます。

千草
　行政と自治会との関係について、昨年秋に水道料金値上げの説明会を各自
治会で開いてほしいとの申し入れがありましたが、自治会とはなにか問われると
思います。

　平成25年度から大空町給排水事業経営審議会において、水道事業に掲げる課題の解決に向けて
審議をしてきました。平成26年6月に審議会で水道料金改正について答申を受けました。
　このため、全町民に対して水道事業の現状や課題について把握をいただき、料金改正のご理解
を得るため、11月17日から12月1日まで各自治会を対象として説明会を開催したところであります
ので、ご理解いただきたいと思います。

上東
旭台

　今回の水道料金の見直しは、女満別地区と東藻琴地区の料金を近づける
というものではないのでしょうか？

　両地区の料金を近づけるには、両地区の水質やコストを近づけていくことが必要となります
が、それにはもうしばらくかかる見込みです。

女満別
市街

　水道料金の改定について、もう少し女満別地区と東藻琴地区の料金を近
づけることが必要ではありませんか？

　女満別・東藻琴の料金統一について、給排水事業経営審議会で議論されてきましたが、女満別
は井戸水、東藻琴は湧水と水質の違いにより、女満別の方が経費がかかることから、料金統一は
見送ってきました。審議会や町民、議会からも、女満別に水質の良い東藻琴の水を引くことを検
討してほしいとのことから、平成26年度に女満別へ供給できる東藻琴の水源がないか調査を行っ
た結果、2か所ほど可能性がありました。今後、水質・水量・供給までのコストを勘案して実現で
きれば、地区間の料金差をなくすことも可能になってくると思います。地区間の料金統一は必要
だと思っています。
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平成２６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）

日の出町
第２

　水道料金見直しがありますが、女満別地区の水源は十分な量が確保でき
ていますか？

　昭和、大成、開陽の3か所に水源があり、水量的に問題はありませんが、水質はあまりよくな
く、処理コストも高くなっています。平成26年度に東藻琴地域で女満別地区に水を供給できる水
源が確保できるか調査し、2か所有望な所が見つかりました。水利権取得や水を運ぶ方法を27年度
に検討し、将来的には東藻琴から女満別に水を供給したいと考えているところです。

末広
　水道料金が女満別地区と東藻琴地区で差がありますが、これを同じにし
てほしいという話はないのですか？

　女満別地区だけでなく、東藻琴地区の方からも同様の話は出ています。ただ、現在水道料金の
会計は黒字になっていますが、純粋に皆さんからいただく水道料金だけで賄おうとすると赤字で
す。このような状況ですので、料金を統一するとなると高い方（女満別地区）に合わせるという
ことになろうかと思います。また、水をつくるコストも両地区で違います。いま料金を統一する
ことに対して、皆さんが納得されるにはまだまだ時間が必要ではないか、というのが審議会の意
見でした。ただ、料金を同じにするための努力はしていかなくてはなりません。そのため水源調
査を行っており、2か所ほど水源が見つかったところです。

日進
　公園もいろいろありますが、利用者の割に管理費用が多くかかりすぎて
いるように感じます。

　運動公園は、平成26年度から遊具の入れ替えに着手しています。運動公園は、小学校高学年を
対象とした設備の設置であったと思いますが、その年代の子どもは公園では遊ばなくなってきて
います。めちゃいるど館利用者等の意見を聞き、小学校低学年、幼稚園児、親子連れを対象とす
るなど利用者の年齢層を下げることも含めて考えていきたいと思います。

千草 　西一線道路の真野さん付近交差点の見通しが悪いので排雪をお願いします。 　除雪状況巡回により、適時対応します。

上東
旭台

　町道はきちんと排雪をしてくれているのですが、国道と道道はなかなか
排雪がされません。危険なので、せめて国道と道道の交差点の部分だけで
も排雪をしてもらえるよう、国や道に要望してほしいです。

　国道については、来週（1/26の週）の早々に作業に入る予定です。道道についても要望はして
いますが、トラックが少ないということで作業が遅れています。

日の出町
第２

　1回の降雪量が多く、もう排雪する場所が残っていません。昨年12月に
実施してもらいましたが、できればもう1回お願いします。

　1月中に実施できるかを検討していますが、トラックの確保が課題となっています。天候の状況
を見ながらなるべく早期に実施したいと考えているところです。（対応しました。）

山園
　東藻琴市街地の道道の排雪が遅いので、市街地の道道部分を町の道路に
してほしいです。

　町道への変更は難しいです。道道部分の排雪が進まないのは、トラックが確保しきれないこと
にあります。現在、市街地の歩道部分は北海道から委託を受けて、町が除雪を実施しているとこ
ろですが、町が排雪を受託したとしても道路管理者の指示により実施するため、状況変化は見込
まれないことから、随時要望したいと思います。
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平成２６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

　東藻琴市街地の歩道の除排雪が不十分で、特に横断歩道の出入り口はひ
どい状況です。道道の管理者は、委託をするだけで見回りをしていないよ
うに思います。道から町へ受託して対応することはできませんか？

　東藻琴市街地の道道は、生活道路としてよく利用されている道路です。現在、道道の歩道の除
雪は、町が道から委託を受けて実施していますが、排雪は道が実施しています。道より町の方が
早く排雪を行っている傾向にあることから、今後、排雪についても北海道と調整していきたいと
思います。

豊里
住吉

　道道美幌嘉多山線の通学路の除雪をきちんとして欲しいです。町の管轄
外ですが、半分程度しか除雪されていません。

　町から道に要請しました。

日進 　開陽中央線の橋の工事はどのように進むのですか？
　落合橋については平成28年度末の供用開始を予定しています。落合橋から先（東藻琴側）の区
間については、それ以降、順次整備を行うこととなります。

日進

　開陽中央線の小里さんから下っていく途中の左側の木を切る計画はない
のですか？
　日陰で逆勾配になっているため、凍結等により交通安全上も危険と感じ
ています。

　以前から木を伐採する話があったようですが、道路の改良予定では、現道より道路1本分以上ゴ
ルフ場側に寄り、日当たりが良くなると聞いています。そのため、木を伐採する話はしなくなっ
てきているようです。
　逆勾配については、平成26年度に一部補修済みであり、今後も補修をしていく予定です。道路
改良もありますが、危険な箇所についての補修は継続していきます。凍結路面対策は砂の散布を
重点的に実施していきます。

大成
　道道網走川湯線の稲富付近の道路が、片側が傾いており危険なため、網
走市に働きかけをしてほしいです。

　網走市エリアの道々であり、現在北海道が道路改良をしています。藻琴から稲富の松原商店ま
で改良が終了していますが、そこから大空町に入るとろこまでは傾いたままです。網走市では、
北海道に対して改良の要請をしていません。網走市からすれば街のはずれであり、一番利用する
のは東藻琴の人です。地権者との関係で折り合いがつかず、５年前くらいから大空町が要請を
行っています。それでも今年は３００メートルほど改良されました。予算の付き具合になります
が、順次改良されると思います。

大成 　大成地区の道道福住女満別線の道路拡張はどういう状況ですか？
　毎年、道路の予算要求額は対前年度と同額とするよう北海道から言われています。そのうち、
予算要求分の半分が付けばいいほうです。北海道もこの道路を整備するのに予算が付かず四苦八
苦している状況です。

大成 　排水対策の予算は、どのようになっていますか？ 　排水対策については、町道維持補修事業で予算を確保しています。

大成
　道路の管理は、直接町の管理から外れたと思いますが、排水の際にマン
ホールのふたを開けるが、長時間開いたままとなっていました。標識はあ
りましたが、危険だと思います。

　集中豪雨が予想される場合排水桝の蓋を開放しております。今後は蓋の開放を短縮するなど安
全対策を検討します。

16



平成２６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 　橋の点検や補修を随時実施しているのですか？

　国から橋の点検調査を実施するよう依頼があり、大空町にある約130橋すべての点検が終了して
います。今すぐ壊れそうな橋はありませんが、年間3千万円から4千万円をかけて計画的に直して
いきます。また、道路構造物や排水、グレーチングについても点検を実施して順次補修するよう
進めています。

千草
　吉岡さん宅の交差点から藤井さん宅へ観光バスがルートを間違って侵入
しています。行き止まりなので、看板設置をして欲しいです。

　看板を設置します。（発注済）

千草
　千草会館周辺の木の枝が電線に触れているので、伐採などの対応をお願
いします。

　現地確認したところNTT線でしたので、NTTに剪定対応いただきました。見通しが悪い箇所につ
いては、状況に応じて剪定の対応をします。

千草
　千草の丹羽さんから西山さんまでの国道334号線の登り片側二車線を要望し
ます。

　国道334号線については、新富明生区間及び千草開陽区間の登坂車線、線形改良等の要望を行っ
ているところですが、明生において一部登坂車線化、中央分離帯の設置がされたところで、千草
においては整備がされていません。引き続き要望を行います。

上東
旭台

　開陽中央線と国道334号の交差点は、東藻琴地区と女満別地区を行き来
する場合はＵターンするような形になっており不便です。もう少し行き来
しやすいような形にできませんか？

　国道334号線の整備と整合を図りながら開陽中央線の線形改良を実施したいと思います。

女満別
市街

　庁舎前のナナカマドの木が老木になって、倒れないか心配です。 　専門的な方に診断してもらいたいと思います。

大東
　町道14線と道道女満別空港線が接続する交差点は、接続が鋭角であるた
め車両が大型だと曲がりにくく危険です。

　北海道との交差点協議になります。要望があったことを北海道に伝えます。

山園
　山園地区では、道路側に木が伸びてきている道路がたくさんあるため、
大型機械が走ると木にぶつかりそうな時がよくあります。山園地区の道路
脇の木を切ってほしいです。

　山園地区の全ての道路を確認し、対応していきたいと思います。

山園
　酪農研修施設周辺は舗装化が予定されていますが、取付道路全てを舗装
化してほしいです。

　施設から取付道路まで舗装します。
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平成２６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

　道道網走川湯線の整備について、網走市字藻琴から稲富まで泥炭地盤の
ため、右肩下がりや起伏ができており、危険なので整備してもらえるよう
要望してほしいです。

　網走市の区域ですが、大空町東藻琴の方が一番利用していることから、5年ほど前から北海道や
国、政党に対し、道路の最優先項目として要望しています。道路予算が十分確保されていない状
況であり、少しずつしか工事が進捗していません。引き続き、要望していきます。

東藻琴
市街

　東藻琴から女満別空港へ向かう道路上に「女満別空港」への案内標識が
不足していると思います。せっかく、大空町に空港があるので、ＰＲも込
めて案内標識を増やしてほしいです。

　確かに道道334号線など不足していると思います。対応したいと思います。

末広 　末広区間の道道に歩道が付く可能性はないのでしょうか？
　上東から芝桜公園までの区間については、歩道設置はできないと回答を受け、改良工事を実施
している状況です。

西倉
　国道周りの草刈り等環境整備について、国に要請してほしいです。見通
しのきかない場所など危険なところがあります。

　国に要請しているところですが、なかなか対応してもらえない状況です。今後も強く要請して
いきます。

上東
旭台

　地域振興施設の計画は、どの程度進んでいるのでしょうか？
　26年度は、基本設計や用地等の評価を進めたところです。27年度は、用地交渉や建物の取り壊
しを行い、28年度に着工を予定しています。また、施設を運営する会社を設立するため、東藻琴
地区の商工会の皆さんを中心に準備会が作られたところです。

大東
　地域振興施設の建設は、佐々木旅館さんの跡地に計画しているというこ
とですが、どれぐらいの予算ですか？

　概算で7～8億円位の事業費を見込んでいます。少しでも財源負担を減らすために、国等の補助
金の確保に努めたいと思っています。

福富
　地域振興施設は2年くらいかけて完成するようですが、佐々木旅館さん
が今年の春でやめてしまったら空白の2年間は代替のものが何かあるよう
な考えはありますか？

　佐々木旅館さんからは地域のために頑張れるだけは頑張りたいという話を聞いています。去年
の夏に各自治会を回った時に空白期間の影響は大きいと多くの方からご意見がありました。空白
期間を少なくするように努力をしたいと思いますが、建物を取り壊すタイミングなどもあり、ど
うしても空白期間が出てしまうのは仕方がないと思っています。

福富 　地域振興施設の経営は誰が管理するのですか？

　新しく会社組織を作り運営していこうと思っています。建物は町が整備し、経営は民間に任せ
るという考え方です。
　施設建設は町が関わりますが、経営に関しては民間に任せる予定なので、町が出資をするとい
う考えはありません。
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平成２６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 　地域振興施設はどの程度の規模で、何名くらい宿泊できるのですか？

　主に飲食、物販、宿泊をメインとしており、会議室や24時間利用可能なトイレ・休憩スペース
も備えることとしています。建物を経営する人はもちろんですが、地域の方々がどんどん使って
いけるような組織作りをしていこうと思っています。
　宿泊は、ツイン13部屋、和室2部屋で各部屋にお風呂を設置し、素泊まりの宿泊も可能にする予
定です。

末広 　地域振興施設の構想について、進み具合を教えてください。
　昨年の夏に、各自治会で説明会をさせていただきました。現在は、28年度の施設整備に向け国
などの補助金が確保できないか探ったり、事前の書類提出をしているところです。

湖南
　地域振興施設の宿泊機能等はどうなっていますか？
　道の駅というよりも佐々木旅館さんを縮小した形となるのですか？

　部屋数は、ツインの洋室13部屋、和室2部屋の予定です。洋室のうち１部屋は障がい者対応の設
備となっています。部屋数の規模は、現在の佐々木旅館さんと同程度です。道の駅でも宿泊施設
を兼ね備えた施設は全道に数多くありますが、道の駅の冠がつけば無料で全国へＰＲしてもらえ
るというメリットもあるので、そういったメリットを利用したいと考えています。道の駅として
通りすがりの町外の方の利用も考えなくてはなりませんが、何より地元の人たちが無くては困る
ということで話を進めてきたところです。
　旧女満別町、東藻琴村時代から含めて町が宿泊施設等を整備してこないという町村は珍しく、
管内では行政が補っている似たような施設がたくさんあります。
　用地費等含めて7～8億円程度の施設となっており、補助金の収入として3億円程度を見込んでい
ますが、補助金等予算の確保に更に努めたいと思っています。

西倉

　地域振興施設整備について、宿泊機能は具体的にどのようなものです
か？また、現在の状況と、今後の進展について教えてください。佐々木旅
館の営業が終わってしまったら建て替わるまでの間何もなくなってしまう
のは困ります。道の駅となるのですか？また、どんな機能を持つ予定です
か？経営の見通しはどのようになっていますか？

　基本はツインの洋室が13部屋、和室が2部屋の予定で、洋室のうち１部屋は障がい者対応の設備
となっています。部屋数の規模は、現在の佐々木旅館と同様です。
　昨年の7月～8月にかけ各自治会に対し説明会を行いました。その後、具体的な図面などを検討
してきたところです。建設を予定地である佐々木旅館さんの営業について具体的な期限は分かり
ませんが、用地取得等の交渉の中で具体的に聞いていかなければならないと思います。ただ、建
設期間中など何もなくなってしまう空白期間がなるべく短くなるよう配慮はしていきたいと考え
ています。
　町外の人の利用が多いイメージの道の駅ではなく、町民が利用する施設として建設するという
方向でまとまったところです。しかし、経営面を考慮すると町外者の利用についても考えていか
なければなりません。道の駅として登録できるのであれば、ＰＲになるという話もあります。ノ
ンキーマーケットや東高マルシェなど、町民が主体となった企画でどんどん活用していただきた
いと思っています。
　公共性を有するトイレなどの共有部分や将来の改修に係る費用など、町が負担しなければなら
ないところもありますが、経営に関する赤字補てんなどを町が行うものではありません。そこは
ルールを決めて対応していきます。

大成 　町の奨学資金の申し込み状況、返済状況を教えてください。
平成26年度の奨学金借受者は63名、貸付累計額84,665千円、返済額は10,014千円となっていま
す。
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地区 要望・質問等 返答（修正後）

大成
奨学資金の返済は年に1回の納期限となっていますが、口座振替ができる
ようにしてほしいです。

　町の指定金融機関に確認したところ、支店のない金融機関は口座振替可能と確認しましたが、
他の金融機関は協議が必要となります。今後、協議を進め、口座振替が可能となりましたら、広
報等でお知らせします。

千草
　子ども1人当たりに年間どの位の教育費をかけていますか？全国平均レ
ベルでは、どの位ですか？

　平成26年度の学校教育費の予算額は389,639千円です。中学生までの子どもは842名おり、学校
教育費で子供一人当たりの教育費を考慮すると463千円になります。その他に図書館や体育施設の
管理費等の予算を含めると603千円となります。
　全国的に子どもに係る教育費にどれだけかけているかの比較のものは分かりませんが、ここ数
年、ハード面だけではなく、各学校に補助教諭を配置したり、小学校1・2年生は国に先駆けて2人
体制の少人数学級を実施したり、語学指導助手、図書館司書などの職員の配置なども行っていま
す。他町から来た先生方からは様々な予算が十分措置されているとの話を聞いています。

大東 　幼稚園や中学校の老朽化対策や建替え案はありますか？

　幼稚園は、古い施設だと思っています。現在、総合計画の策定をしていますが、その中で位置
付けが決まってくると思います。子供の数の減少という現状はありますが、子育て環境の充実に
向けて整備していかなければならないと思いますので、今後、方向性を出していきます。
　中学校は、大規模改修を考えています。24、25年度に東藻琴中学校の大規模改修を行いまし
た。27年度は東藻琴小学校の大規模改修を予定しており、その後の検討として考えています。

日進 　旧豊住小学校の利活用方法はどのように考えていますか？

　研修会や合宿の受け入れも含め、第2ゲートボールセンター的な位置づけで利活用を考えていま
す。
　平成26年度は管理人を置いていませんでしたが、平成27年度は管理人を置いて対応していま
す。

大成 　旧豊住小学校の跡地利用はどうなっていますか？
　平成26年度は社会教育事業等で使用しています。隣に保育園があるため、保育園の活動にも使
用しています。町の研修会館・ゲートボールセンターも老朽化しており、当面は第二研修会館と
して使用していきたいと思います。平成27年度は管理人を配置して、使用しています。

千草
　旧豊住小学校利用の具体的な話はどうなっていますか？
　廃校に係る補助金の縛りはないのですか。

　旧豊住小学校は、その隣で0歳児から2歳児を中心に保育園を昔からやっていたので、女満別幼
稚園と保育園を一連で運営できないかと考えていましたが、地域から通うのが不安などとの話も
あり、別の利用方法を模索できなかったことから昨年春にこの考え方を取下げました。平成27年
度からは、町の研修会館やゲートボールセンターも古くなってきていることや、利用が重なるこ
ともあるので、第2の研修会館、体育館としての社会教育施設として、当面は施設の管理人を配置
して利用しています。
　補助金については、昔はかなり厳しく用途廃止や目的外使用の場合、補助金返還義務等が生じ
ましたが、補助金等適正化法の改正により一定期間を経過した補助施設の目的外使用がかなり広
がりました。旧豊住小学校の場合、使用目的が社会教育施設として使用するので、補助金返還等
にはなりません。
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地区 要望・質問等 返答（修正後）

豊里
住吉

　旧豊住小学校の今後の利用は？
　ゲートボールセンター等のように管理人をおいて各種スポーツや社会教育の一環で使用してい
ます。敷地内の古くて使用しない建物は解体して農園等の利用も考えています。現在もスポーツ
等でご利用の方については今後も同様にご利用ください。

豊里
住吉

　自主防災の啓発活動で、旧豊住小学校を活用できませんか？
　活用できると思います。停電を想定して小学校の体育館等で電気を使わずに宿泊する訓練も試
みられています。本町で現在、自主防災の取組はありませんが、自治会単位でも可能と思いま
す。自主防災組織には国費補助もあります。

大成
　女満別幼稚園を新築するのか、どうするのか、今後の展望について教え
てください。

　以前、旧豊住小学校を女満別幼稚園にと考えて進めましたが、色々な不安要素があり、平成26
年4月に議会に取り下げると報告をしました。女満別幼稚園だけではなく、東藻琴幼稚園も同じく
らい古く、老朽化した園舎です。平成28年度から、町の第２次総合計画が始まり、今後10年間の
目標が位置付けられます。総合計画策定審議会の委員の方に議論をしていただいています。

日進 　高校の状況についてお聞かせください。

　女満別高校は、昨年2間口、今年1間口の募集状況です。
　北海道は入学生の数が20人以下の募集が2年以上続くと募集停止になるといわれ、小清水高校は
本年募集停止になったので、2年後には廃校になることが決定しています。
　女満別高校も厳しい状況です。
　大空町は合併前にそれぞれの地域で道立の高校と村立の高校があり、それぞれの地域で思い入
れが強い状況と感じていますが、どういう形かで１校に持っていくことも含めて考えていかなけ
ればならない状況にあると思っています。

大東
　町内に高校が、町立、公立の2校ありますが、最近では子供の数が減
り、生徒の確保が難しい状況であると思います。今後の方針として、どう
していくべきか考えなければならないと思いますが、いかがでしょうか？

　本年の入学に関しても厳しい状況となりました。数年前より、町内の高等学校の在り方につい
て、教育委員会中心で議論していますが、地域などの声もあり、思うように進展していない状況
です。まだまだ町として考えがまとまっていませんが、存続に向けた具体的な議論を27年度中に
行いたいと考えています。

東藻琴
市街

　現在、町内に女満別高校、東藻琴高校の2つの高校があります。実態的
に子どもの数から今後とも2校を維持するのは、難しいと思います。2校を
維持しようとすれば、1校も維持できなくなるのではないかと思いますが
町はどう考えていますか。

　町や教育委員会などの正式な機関として方針を決定したものではありませんが、町内に高校を2
校維持することは、将来的に難しいと思っています。なんとか1校でも残すことが重要になると思
います。数年前から教育関係者などに議論していただいています。まずは、1校を確保するという
町内の意思疎通を図りたいと考えています。道立・町立、全日制・定時制、普通科・職業科など
色々な議論が必要となりますので、北海道教育委員会のアドバイスも受けながら、教育関係者の
意見を聞いて、平成27年度中にある程度の方向性を示さなければならないと考えており、教育委
員会などへ意向を伝えています。

21



平成２６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）

豊里
住吉

　女満別高校と東藻琴高校は将来１つにするのですか？
　個人的な意見として、将来にわたり２つの高校を維持するのは難しいと考えています。最終的
には1つにする方向で教育委員会にも検討をお願いしています。

西倉

　高校の存続についてどのように考えていますか。
　普通科ではなかなか生徒が集まらないように思います。特色のある学校
には人が集まっているように思います。東藻琴高校では、27年度23名の出
願がありました。網走市からの生徒が多く、今まで入っていた生徒から裾
野が広がっていると思います。財政面など、町が様々な措置を行ってきた
ことが今評価されていると思います。急にPRして生徒が増えるということ
にはつながらず、時間がかかることだと思います。
　女満別高校の出願状況はどうでしたか？
　これから子どもの数は減っていくと思います。

　町として正式な方針ではありませんが、2校やっていくのは難しいと思っています。1校を地域
に残す方向で考えたいと思っています。町立か道立か、定時制か全日制か、職業科か普通科かな
ど、議論・検討する必要があると思います。道は高校の統廃合を進めている以上、町立にすると
言った方が受け入れられると考えています。教育課程については、全日制にしても定時制にして
も3年で卒業する形にするのが望ましいと思います。普通科にすると町立であってもほとんどの町
立高校が職業科を選択しているのが現実です。職業科の選択肢として、農業・福祉・芸術などの
ほか、普通科にきわめて近い総合学科というのもあります。それらについていくつかパターンを
挙げた上で、地域の中で議論をしていく必要があると思います。その議論を進めた後、今ある施
設をどう使っていくかという議論へ移っていくことになると思います。町立として今後も高校を
存続させていきたいという考えは持っていますので、教育委員会が中心となり、必要な議論を進
めていくように意向を伝えています。
　音威子府高校芸術科では全国から募集しています。音威子府村は、高齢化の時代にもかかわら
ず、生産人口が約70%で全道で一番高い状況です。これは高校が地域の産業になっているというこ
とです。音威子府でも生徒は全国から集まっている状況で地元からではありません。地元ではな
く全国から40人集めるという考え方になると思います。それが本当にいいのかどうか、という問
題も一方であると思います。職業科の在り方としてどこを目指していくのか議論は必要です。
　女満別高校の入学者は13人となりました。2校合わせても一間口は厳しい状況です。今後、町と
しての方針を決めるため、教育委員会が中心となり加速度的に議論していくことになると思いま
す。
　子どもの数は減っています。特に北見や札幌へ高校卒業後出ていく状況は顕著です。一方で、
町内で仕事をしていても居住していない方が多くいる現状もあります。住む場所や家賃のことな
ど住宅政策を打つことも必要だと思います。

日進

　両地区の一体感について、稲城市との交流に東藻琴地区からの参加者が
いないと聞いており、こういう面からも地区同士が馴染めていないと感じ
ます。
　10年記念事業を通して、女満別・東藻琴を一つにするきっかけ作りをし
てほしいです。

　学校行事などで昔は「意見交換会」、「スポーツ記録会」、「音楽発表会」など子どもたちが
交流する機会が多く行われていましたが、学校の統合によりそのような事業が少なくなってし
まった気がします。
　稲城市との交流については、東藻琴小学校の児童も参加してもらえるようＰＴＡ同士の話し合
いが行われていますが、実現していないというのが実情です。氷川町との中学生交流は、両地区
の子どもたちが参加しています。各団体やイベントなどにより、両地区住民の一体感の醸成は順
調に進んでいると思いますが、１０年記念事業で、更に融和が図れるようにしていきたいと考え
ています。
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千草
　歩くスキーの指導と、仲間づくりに関して広報に掲載をしてほしいで
す。

　今、教育委員会に1つの種目のスポーツクラブではなくて、1年間を通じていろんなチャレンジ
をするスポーツクラブを作り、そこに指導者を呼んで1年間やれる講座をやったらどうかお願いし
ています。
　広報に載せることも一つと考えるので検討してみます。

山園

　農業研修生等受入施設の図面を見ると、取付道路がパークゴルフ場の9
番ホールのグリーン近くにあり、パークゴルフをするのに障害になりそう
です。せっかくの機会ですので、既に使われてない旧プールを壊し、9番
ホールを旧プールの方に移したいと思います。プールを取り壊した場合、
その資材である鉄骨資材などは地域で買い手がいると思います。

　旧プールの取り壊しについては、いくらかかるかを現在調査中です。また、取り壊した資材に
ついては、町の財産でもあるので、どのような方法がよいか検討し対応します。

明生
　東藻琴スキー場の左上部分が暗く見えない箇所があります。また、管理
用プレハブ小屋の壁に穴があり、床が抜けています。管理人が長い時間居
ますので、居心地を良くしていただければと思います。

　２月下旬にスキー場左側上部に照明１基を増設し対応しました。
　管理棟の壁・床及びスキー保管庫の屋根について、今年度のシーズンが始まるまでに修繕を行
う予定です。

上東
旭台

　町民運動会は、旧東藻琴村では毎年実施していましたが、旧女満別町は
どうだったのでしょうか？

　旧女満別町では平成2年に最初に開催し、以降は平成6年・10年・14年と4年に1回実施していま
したが、平成18年に大空町となってからは開催していません。今回開催する町民運動会も、今後
毎年開催しようというものではなく、10年という節目の年なので開催するものです。

日の出町
第２

　町民運動会は、多くの町民が参加しやすいものとするようお願いしま
す。

　年代を考慮して、誰もが参加しやすい種目を検討しました。交流会も併せて行います。運動会
への参加について、よろしくお願いします。

大東
　町民運動会はなかなか参加しづらいと色々聞こえてきます。親睦をメインに
行った方が参加しやすいのではと思うのですが、どのように考えていますか？

　高齢者など年代を考慮して、高齢者でも参加しやすい種目としました。交流会も併せて行いま
す。

福富

　町民運動会は、高齢者が多く子供が少ないので、自治会単位での参加は
正直難しいと思います。
　雪が融けてからでは、農村部は忙しくなるので、早めに会議を開催して
ほしいです。

　合併して10年たちますが、なかなか両地域の交流が進まないので、町民同士顔を合わせる機会
を作らせていただきたいと考えての運動会なので、自治会のチーム編成も柔軟に考えていく予定
をしています。これを機に毎年と思っているのではなく、10年のお祭りとして考えてご協力いた
だければと思います。
　チーム編成は、自治会単位では、難しいと思うので、幾つかの自治会でまとまってチームを作
ることとなりました。高齢者など年代を考慮して、高齢者でも参加しやすい種目とし、交流会も
併せて行います。
　２月に実行委員会を発足して順次進めています。
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明生
　町民運動会は、多くの方が参加されると思いますが、競技種目や交流会
等どの程度内容が決まっていますか？

　自治会連合会に実行委員会へ参画いただき、実行委員会で種目を検討しています。検討した内
容は自治会長及び体育部長に説明を行っており、広報等でも周知しています。

明生 　町民運動会の参加者を自治会で集めるのが大変になると思います。
　いくつかの自治会でチームを作ります。自治会で参加者を集めて頂き、裏方は、自治会の方の
負担を少しでも減らすため職員総出で考えています。10年に1回ということですのでなんとかご協
力を頂ければ有り難いと思います。

豊里
住吉

　町民運動会の構想を教えてください。
　7月12日に東藻琴多目的グラウンドで実施します。
　48全ての自治会対抗戦ではなく、いくつかの自治会でチームを作ります。高齢者など年代を考
慮して、高齢者でも参加しやすい種目を検討しました。交流会も併せて行います。

湖南 　町民ビッグデーと町民運動会の開催場所を教えてください。
　町民ビッグデーは7月5日、教育文化会館前で開催します。町民運動会は7月12日、東藻琴多目的
運動広場で開催し、町民ソフトボール大会は27年度お休みとします。町民運動会は、自治会の
チーム編成を柔軟に考え、高齢者の方にも気軽に参加できる種目を考えています。

西倉

　町民運動会は、10年記念ということですが、もう少しいろいろやって
いった方がいいと思います。それぞれの地区の住民についてほとんど知ら
ない状況です。一度やめると、再開するのが大変だという状況もありま
す。また、東藻琴だけでやっても意味がないし、全体でやる必要があると
思います。

　町民運動会は、合併後休止状態となっていましたが、再開については賛否両論あり、なかなか
再開には至らない状況でした。今回の町民運動会は、48自治会対抗という規模では難しいので、
合同チームで交流を図りながら実施します。

開陽 　町民運動会は、チーム編成などどのように行うのですか？

　運動会は、7月12日（日）に東藻琴多目的グラウンドで行います。そのため、今年度は町民ソフ
トボール大会は、1年お休みとしています。2月25日に1回目の実行委員会を行っており、自治会の
体育部の方々に概略の説明をさせていただいて、随時、細かなところを煮詰めています。
　チーム編成は、自治会単位では、難しいと思うので、幾つかの自治会でまとまってチームを作
ることとなりました。

日進
　救急搬送は、女満別の場合、中央病院に搬送されるのですか？
　当事者を含み家族としては、設備の整っている大きな病院への搬送を希
望したい場合、可能ですか？

　大空消防署では、救急隊の観察により脳疾患・循環器疾患等が疑われ専門的治療を要する場
合、さらにかかり付け医療機関（病気治療等で定期通院・投薬を受ける等）がある等の場合を除
き、まずは町内の医療機関を第１選択することとしています。救急現場では、傷病者の容態観察
を行い、かかり付け医療機関の有無について本人家族等から確認しています。
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