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平成27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）

明生
　総合支所税務の窓口で２回ほどミスがありました。また、担当者が不在であり再度訪庁
することとなりました。総合支所の職員が手薄ではないでしょうか。

　現在の職員数は135名です。これ以上の職員削減は当面考えていません。
　役場・総合支所双方の窓口にテレビ会議システムを設置する予定です。これにより、支
所窓口に担当職員が不在の際でも、役場で対応できるようになります。まずは、農業委員
会への導入を考えています。
　皆様にご迷惑をお掛けしたことをお詫び申し上げます。

本郷
　役場の職員数が減り、職員一人ひとりの業務負担が増えてきているのではないでしょう
か。職員数を増やして一人ひとりの負担を少しでも減らし、余裕を持って業務を担ってい
ただければと思います。

　職員数は、これ以上減らしません。２年ほど前から、給料は下がりますが、退職者をも
う１回雇用できるようにし、少しでも退職による職員数の減を補うようにしています。

東藻琴
市街地

　広報誌へ戦没者遺族に特別弔慰金を支給する旨の記事が掲載され、役場へ手続に行きま
したが、支給対象は自分ではなく町外に住む兄弟とのことでした。兄弟へ連絡したとこ
ろ、特別弔慰金のことを知りませんでした。町内でも大勢の対象者がいると思いますが、
知らないがために申請しない方がいるように思います。役場内でも課を越えた職員同士の
情報交換などにより、支給されるべき人が申請漏れにならないような対応はとれないで
しょうか。

　過去には、課や係を越えた情報交換もあったように思います。しかし、現在は個人情報
保護の観点からそういった情報交換がしづらい環境になっています。職員へは１から１０
まで求めないにしても、１から３ぐらいの「気づき」を養うことが必要であるとの話をし
ています。

福富

日進

開陽

　地方が情報面で遅れを取るということは致命的です。光回線が必要だという嘆願書を取
りまとめてＮＴＴに提出したいので、役場からも後押ししてほしいと思います。【福富】

　インターネット環境が非常に悪いので、光回線などブロードバンドの整備をお願いした
いです。以前に設置してもらった衛星はもう長く持たないような感じがします。【日進】

　高速ブロードバンドの整備をお願いします。【開陽】

　民間事業者による通信インフラ整備（光ファイバー網を活用した超高速インターネット
アクセスサービス等）の動向について、地方部への拡大の可能性は採算性の問題から極め
て難しい状況にあります。
　地方部での採算性確保が困難であることは当然であり、自治体単独で通信インフラを整
備するには課題（インフラ整備費用負担・高品質な通信サービスの提供を維持）もあっ
て、事業着手が困難な状況にあります。
　企業・人口が集中する都市部で集積された利益を地方に配分し、通信インフラ整備を行
うなど国主導の仕組みがなければ、情報格差は解消されないものと思われます。
　大空町としても、国や民間事業者に対し継続して要望活動を行ってまいります。

末広 　地域振興施設と東藻琴図書館のネット環境（Ｗｉ－Ｆｉなど）を整備してほしいです。
　東藻琴地域振興施設は観光・防災の拠点となる施設であると考えております。公衆無線
LANの整備について検討します。

山園
　高速のインターネット環境を整備してください。
　携帯の電波がつながりにくい場所があるので、改善してください。

　町内の情報通信格差解消に向けて、平成29年度以降で調査を進めたいと考えています。
　それには大空町だけでなく、民間事業者による高速ブロードバンド環境の整備が進まな
い近隣を含めて広域的に整備できないか、可能性を探りたいと考えています。
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平成27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）

住吉 　町内で自主防災組織を設置しているところについて、状況を教えてください。

　東藻琴の北一自治会で自主防災組織を設置しています。自治会長が防災組織の代表を務
める他、他の自治会役員も防災組織の役員（防火班や救護班の班長等）を兼ねて対応して
います。
　具体的な活動内容は、「災害発生時の避難に手助けが必要な人の把握」「町の防災訓練
への参加」「防災資機材の備蓄」です。
　自主防災組織の防災資機材の整備には、一般財団法人自治総合センターの「コミュニィ
ティ助成事業」を活用しています。

住吉
　災害発生時に、自治会長まで情報が届くようにしてください。地域の情報共有がスムー
ズに進むと思います。

　人的被害が発生する災害の可能性がある等の場合に、避難準備、避難勧告、避難指示を
発令します。すべての自治会ではなく、災害によって被害が予想される地域の住民に対し
て情報伝達を行っております。自治会や自主防災組織等との連絡体制も整備していきたい
と思います。

日の出
町第２

　毎年、防災訓練が行われていますが、避難自治会を決めて行っているため、例年参加者
が少ないと思います。せっかく大々的に実施しているので、全町的に参加するような取り
組みをしてほしいと思います。

　これまで防災訓練を５回実施しています。初めて実施する際に、市街地区全体を対象に
するよりも対象自治会を絞って実施したほうが良いのではないかとの考えで実施してきま
した。
　毎年、場所や対象自治会が変わるので、徐々に町民の防災意識は高まっていると思いま
すが、少しでも多くの方々に参加してもらえるような開催方法も検討していきたいと思い
ます。

朝日 　個人番号カードは常時持参しなければなりませんか。

　皆さんのお手元に簡易書留で郵送された通知カードは、マイナンバーを通知するもので
す。社会保障・税などの手続の際にマイナンバーを証明する書類となります。
　現時点で、常時所持する必要はないと思います。使わないときは大切に保管しておいて
ください。
　社会保障・税などの手続でマイナンバーを利用する際には、書類へのマイナンバーの記
載と、マイナンバーを証明するために通知カードを持参していただくことになります。通
知カードの場合は、本人確認のために運転免許証などをあわせて用意してください。
　また、別途交付申請を行い取得したマイナンバーカード（個人番号カード）は、表面は
身分証明書として、裏面はマイナンバーを証明する書類として利用できます。

明生
　マイナンバーの通知カードが届きました。手続をしないでそのままにした場合どうなる
のですか。

　大切に保管してください。各種手続にマイナンバーを記載する必要が出てきます。徐々
に増えていくものと思いますが、今のところ通知カードがあれば用は足ります。写真入り
の個人番号カードは身分証明書に使えます。

明生 　個人番号カードについて、再発行料金がかかりますか。 　個人番号カードの初回発行は無料ですが、再発行には手数料がかかります。
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地区 要望・質問等 返答（修正後）

明生 　マイナンバーは、以前あった住民基本台帳と違うのですか。

　住基カードは住民基本台帳法に基づくもので、マイナンバーとは異なる法律で運用され
ています。 お手元にお持ちの住基カードは有効期限終了後、個人番号カードに移行しま
す。住基ネットで活用している住民票コードを元にして、マイナンバーという新たな番号
が設定されています。

住吉 　個人番号カードが、子供や乳児に必要になることはありますか。
　マイナンバーとは、国民一人ひとりが持つ12桁の番号のことです。お子様にもマイナン
バーが割り当てられていますが、お子様自身に関わるマイナンバーを利用する手続は少な
いものと思われます。

開陽

本郷

　個人番号カードの必要性はありますか。【開陽】

　マイナンバーの取扱いですが、今後も通知カードを保管しておくだけでいいでしょう
か。それとも、個人番号カードを申請した方がいいでしょうか。【本郷】

　絶対必要というものではありません。マイナンバーを必要とする書類の提出などでは、
通知カードと身分証明書類（運転免許証など）があれば手続出来ます。ただし、電子申請
には個人番号カードが必要です。
　現時点で必要性は少ないですが、今後国は活用することを増やしていくようです。町で
は、まだ進んでいません。持ったほうが便利と思った時に交付申請していただければよい
と思います。

本郷
　マイナンバーが通知された後に亡くなった人がいた場合は、どのようにしたらいいです
か。

　亡くなられた方のマイナンバーは廃止状態になりますので、通知カード・個人番号カー
ドは役場（総合支所）窓口に返却してください。

西倉 　個人番号カードの扱いが、よくわかりません。

　より公平な社会保障制度の構築に向け、国は「社会保障・税番号制度」を導入し、国民
一人一人に12桁の番号を割り当てました。それが「マイナンバー」です。
　マイナンバーは、国民負担、国民への給付の公平性・明確性を確保し、利便性の向上と
行政の効率化を期待して導入されました。
　個人番号カードの取得は、義務ではありません。皆さんに割り当てられたマイナンバー
は、皆さんへ送付された「通知カード」に記されていますので、そちらは紛失されないよ
う大切に保管してください。
　マイナンバーを必要とする手続は、社会保障・税・災害の分野に限定されています。そ
のため、個人番号カードの取得は、身分証明書として利用する、確定申告や社会保障に関
係する手続でマイナンバーの使用機会が多い方など、必要に応じて申請していただければ
と思います。

湖南 　マイナンバーは、通知カードだけではだめでしょうか。
　運転免許証等があれば、当面通知カードのみでよいと考えています。学業等で遠方にご
子息がいて運転免許証等の身分証明を所持していない場合は、個人番号カードを使うこと
もあるかもしれません。
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地区 要望・質問等 返答（修正後）

上東
旭台

　個人番号カードは、これから申請しても発行してもらえますか？
　発行できます。ただ、既に通知カードを受け取っているのであれば、それと免許証等を
一緒に提示すればマイナンバーを必要とする手続はできますので、特に急いで個人番号
カードを申請する必要はありません。

本郷
　企業誘致の関係ですが、網走開発建設部の建物が古いので移転するという話を聞きまし
た。網走開発建設部が女満別に移転してくれば空港も近いので良いと思いますが、いかが
でしょうか。

　網走開発建設部の移転は難しいと思います。過去にも色々調整を図りましたが、なかな
か良い返事には至っていません。

末広
　企業誘致に係る平成26年度決算額が2,700万円となっていますが、誘致の成果について
教えてください。

　事業者が工場や施設を増設した場合には、その固定資産税相当分を３年もしくは５年間
補助金として出すことにしており、その合計額がおよそ2,700万円となります。平成26年
度中に新規で入ってきた企業等はありませんでした。

中央
　中央会館の天井にひびが入っているので直してほしいです。
　また、冬になるとガスも水も出なくなるのでどうにかしてください。

　現状を確認し、対応を検討したいと思います。

東藻琴
市街地

　平成28年３月26日に北海道新幹線が開通しますが、道東へも恩恵があるように函館－女
満別間の航空路線を実現してほしいと思います。

　町から航空会社へ要請をしています。過去に函館－女満別間の航空路線は、HAC、エア
トランセという航空会社が運航していました。

末広
　この懇談会資料はとても良くできていると思います。ふれあいトークを開催するにあ
たって、事前に資料を配って目を通してもらうようにすると良いのではないでしょうか。

　各自治会へ開催案内する際に回覧してもらうなど、検討します。

末広
　空き家登録を利用したケースで、地域の付き合いもなく実際に居るか居ないか分からな
いような住民がいるのですが。

　空き家登録制度ご利用の有無にかかわらず、転入された方々には可能な限り自治会活動
にご参画いただけるようにお伝えしています。
　地域とのかかわりが少ないという方に対しても、機会を見て、自治会活動など地域での
つながりが深まるような活動への参画についてご検討いただけるように呼びかけていきた
いと思います。

住吉
　総合戦略の中で「情報通信の整備」とありますが、具体的にどのようなことをするので
すか。

　具体的には、まだ決まっていません。
　農村部を中心に、各戸へ光ケーブルをつないでほしいとの要望がありましたので、ここ
何年か国へ光ケーブル設置に係る事業を要望していますが、中々実現していない状況で
す。
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日進
　町で造成した定住団地に住宅を建てた場合には補助金があるようですが、それに限らず
住宅を新築した場合にも該当する補助制度を作ってほしいです。

　今後検討します。

本郷
　現在、空港線沿に新しい建物が建ってきています。まちの将来像の中で、町の動線とし
てそちらに今の商店街を移すことは考えていないのでしょうか。

　今の商店街の方々を空港線沿いに移し、そこで新たに営業となると難しいと思います。
町の中心街に集合店舗を建設する計画が過去にありましたが、話がうまく進まなかった経
過があります。

大東
　合併して10年になりますが、住民交流ができていないと思います。もっと活発に交流す
るべきではないでしょうか。

　合併10年記念事業として、町民運動会やたすきリレーを企画して住民交流を行ってきま
した。これからも住民同士が交流できるように努力してまいります。

中央
　総合戦略のワークショップですが、衰退していく町で良い案が出るのでしょうか。プロ
の考え方を確実に取り入れたらどうですか。

　コンサルティングに出したり、国からも様々なデータをもらったりして、今までよりも
踏み込んだ形で進めています。また、人口の減少を食い止めるために家賃の支援や子育て
世代への支援など思い切った施策を講じてまいります。

大成 　電力の自由化に当たり、何か対応を検討しているのでしょうか。 　企業からの打診はありませんが、実現可能であれば考えたいと思っています。

豊里 　平成26年度は黒字決算となっていますが、以前から黒字だったのでしょうか。

　赤字になったことはありませんが、女満別町時代の貯金を会計に入れて黒字にしていま
した。
　大空町発足当初には借金（町債）が208億円ありましたが、現在では約145億円と減って
います。また、発足当初約32億円の貯金は現在では約56億円になり、少しずつですが良い
実績になっていると思います。

本郷
　他の市町村は赤字で大変と聞く中で、大空町は全会計が黒字決算となっています。要因
はなんでしょうか。

　大空町だけでなく、他の市町村も財政数値は良くなってきています。地方交付税が約45
億円で、過去には30億円ほどであり、交付税が増えてきていることもこのような要因で
す。しかし、交付税額は、これでも昨年度よりも２億円ほど減っています。現在が良いか
らといって気を緩めると、また大変な状況になりますので、今後も健全な財政運営をして
いきます。
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巴沢 　人口減少対策として、具体的にどのようなことを考えているのでしょうか。

　合計特殊出生率は高めですが女性が多くないため、安心して結婚、出産できるような環
境をつくり、女性に負担をかけない施策を進めます。
　町外で働いている人より、町外から働きに来ている人が多く、働いても住んでいない人
が多いことから、大空町に住んでもらえるような住宅対策をやらなければならないと考え
ています。
　企業誘致をしていくことも大変なので、農家の皆様にも年間をとおした雇用者を増やし
ていくことをお願いしたいと思っています。冬場の雇用については、町として協力を検討
していきます。
　地元の消費等を考え、合宿の誘致や町外の方の公共施設の利用拡大を進めます。

福富 　人口減少を食い止める対策とは、どのようなものですか。

　安心して子育てできる環境づくりのため、放課後児童クラブや学校教育など子育て全般
の充実、保育料の軽減や高校・大学に行くときの奨学金の増額など、経済的な負担を軽減
していきたいと思います。また、町外から働きに来ている人に住んでもらうための住宅政
策や、農業に従事する方を受け入れる政策などにより、雇用の場を確保したいと思いま
す。

福富
　農業世帯と町場での出生率を分けたデータはないのですか。
　データを分析することで、どこに力を入れるべきかが見えてくるのではないでしょう
か。この地域にあったシステムをしっかり分析するべきだと思います。

　職業別でのデータは作っていません。

末広
　町外から働きに来ている方と、町外へ働きに出ている方は、現在どれくらいいるので
しょうか。

　学生は別として、一日に町外から働きに来ている方は880人ほどいます。町外へ働きに
出ている方は、631人ぐらいです。そのことに関して言いますと、住宅政策として町営住
宅をより良くしていくことと同時に、宅地造成など思い切った策を打っていくこともして
います。

東藻琴
市街地

　人口減少が進む中、出生率が上がるような環境整備をお願いしたいと思います。

　若い世代の方に住んでもらって子どもたちが増えるように、保育園や学校などの環境を
整備する、経済的負担を軽くするなど、「大空町に住みたい」と思われるように、今まで
より一歩踏み込んだ政策を行っていきたいと思います。新しい制度も考えていますので、
町内外にＰＲしていくつもりです。
　（平成28年度から、総合戦略に基づく人口維持、増加対策の取組を進めています。）

大成
　３年ほど前のことです。女満別駅から国道に向かう先の五差路の信号機がすぐにかわっ
てしまい、右折できませんでした。何とかならないでしょうか。

　信号機の青の時間の問題かどうか、確認して連絡します。

大成
　大成第４会館前の交差点に一時停止の標識が設置されていますが、２台に１台は止まら
ない状況です。赤の点滅信号を設置してもらえないでしょうか。

　13年間、網走警察署に自治会の要望書と一緒に提出していますが、交通量が余り多くな
いため信号機の設置はできないとのことでした。今後も粘り強く要望していきます。
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平成27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
　町道山園東洋153号線と道道網走川湯線の交点（藻琴山側）について、道道に出るとき
の見通しが悪いため、カーブミラーを設置してください。

　例年、建設業協会からカーブミラーの寄贈を受けていますので、ご要望の場所に設置で
きるか確認します。

山園 　「子供飛び出し注意」の看板を設置してください。
　在庫があればお渡ししますので、必要な場所に設置していただいて構いません。在庫の
有無については確認します。

朝日

住吉

　自治会館の電話を撤去するのはいつ頃の予定ですか。【朝日】

　公民館の公衆電話ですが、町の担当者に問い合わせたところ「平成28年４月に撤去する
ことで進んでいます」と言われました。【住吉】

　女満別地区は4月13日、東藻琴地区は4月19日に撤去しました。料金は、3月31日使用分
までの請求で最後になります。

中央
　「地域の自主的な防災活動は、自治会を単位として行う」とパンフレットにあります
が、近年、自治会を抜ける人が出てきています。そうなってくると自治会が小さくなるの
で、対応が難しくなる可能性があります。

　町では、自治会に入ってくださいというＰＲをしていますが、強制することはできませ
ん。
　望ましくないとは思っていますので、まずは町の連合会に状況を聞いてみたいと思いま
す。

大成 　大成公民館の電気は、LED化してもらえるのでしょうか。 　地域で電気代を負担している公民館は、できるだけ早く取り組みたいと考えています。

千草 　除雪機の購入助成について、現在行っていますか。 　平成27年７月に国の地域経済対策として、一年限りで補助を行いました。

西倉 　ふるさと納税の状況はどうですか。

　平成27年12月末で約5,000万円の寄附があり、ご寄附いただいた方に乳酪館のチーズな
ど、寄附額の３割ほどの額に相当する品を返礼品としてお送りしています。今後は、返礼
品のアイデアを町民に公募し、地域の産品をお返しするなど、地域をPRしていくことを考
えています。また、使途をピンポイントにするなど、工夫していきたいと思います。
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平成27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

　ふるさと納税の特典の内容とその後の寄附金はどのような推移となっているのか教えて
ください。

　平成27年4月から、町外の方が大空町へ１万円以上寄附された場合、寄附額の３割程度
の額に相当する特産品を贈呈しています。寄附額が10万円以上の場合は、女満別空港まで
の往復航空券を贈呈しています。
　平成27年12月末現在の寄附金額は、約5,000万円です。特典は、町のＰＲや特産品の消
費などにもつながることから始めました。現在、第３セクターで扱う特産品が主なもので
すが、平成28年度には責任を持って対応できることなどを条件に民間や団体などへも公募
する予定です。

日進 　太陽光発電に係る補助金はいつまでありますか。 　補助制度は、平成27年度で終了しました。

巴沢
　車の運転ができなくなったときは市街地で暮らしたいと考えていますが、住宅を所持し
ていると町営住宅に入居できませんか？

　持ち家がある人は、町営住宅に入居することはできませんが、持ち家を手放す予定であ
れば対応しているところです。また、持ち家の老朽化が著しく、入居し続けることが難し
い場合などには入居を許可できる可能性もあるため、その都度ご相談ください。
　町営住宅については、住宅によっては空きがあることから、リニューアルやペットＯＫ
の住宅など見直しを検討しているところです。

巴沢 　住宅の解体の助成はありますか。 　平成26年度から助成を始め、年間５～６件の利用があります。

東藻琴
市街地

　全国的な問題になっていますが、町内でも危険な空き家や空き地が目立っており、近隣
住民が迷惑しているケースがあります。町外から訪れる観光客に対して良い印象を与えな
いように思うので、何とかならないものかと感じています。

　平成26年度に撤去費用の半分（上限50万円）を町で補助する制度を導入しました。仮に
町が税金を投入して強制的に撤去するとなれば、町が撤去するまで放置される恐れがあ
り、各市町村でも強制的な撤去に踏み切れないものと思います。
　危険な空き家などは法律で市町村が強制的に撤去できるようになり、撤去費用は空き家
所有者や地権者から徴収することとなりました。しかし、多くが撤去費用を捻出できない
ため現状になっていると推測され、撤去費用の徴収が不能となった場合に、結果的に税金
が投入されることについて、町民の合意をどういう形で取ったらよいか悩んでいます。合
意が取れるようであれば、強制的な撤去も検討したいと思っています。

開陽
　ペットボトルを資源として出すとき、キャップはいつから別にしなければならなくなっ
たのでしょうか。

　リサイクル開始当初から行っており、リサイクルセンターで分別処理しています。周知
徹底が十分でなかったことから、再度協力をお願いしたところです。
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平成27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 　昨年設置された、ごみの不法投棄注意看板が撤去されています。どうしたのですか。
　冬期間中、除雪の関係もあり看板を一時的に取り外しています。
　４月14日に再度設置しました。

日の出
町第２

　リサイクルセンターのストックヤードの場所を聞かれることがありますが、町外の人が
持ち込んでいるのではないでしょうか。

　ごみや資源物などは居住地で処理するのが基本ですので、町外の方の持ち込みは原則認
められません。過去には、郊外の集積所で町外の人がごみを出しているようだとの連絡を
受け、内容物を確認したところ町外から持ち込まれたものでした。
　リサイクルセンターでは、休日でも出せるよう資源保管庫の施錠をしていませんので、
防犯カメラなどの設置も考えられますが、当面は注意喚起の看板設置などで対応します。

豊里 　自分のマイナンバーは、窓口に問い合わせれば教えてもらえるのですか。
　口頭ではお教えできません。有料になりますが、マイナンバー入りの住民票を取得して
いただくことはできます。

豊里 　子どもが生まれた際はマイナンバーの手続が必要ですか。
　専用の手続はありません。出生届を提出いただければ、その後簡易書留で通知カードが
送付されます。

福富 　個人番号カードの交付申請は、いつでもできるのですか。 　いつでもできます。いつ申請しても、初回は無料で発行されます。

日進
　個人番号カードの交付申請は、どれくらいの方がされていますか。
　また、証明写真が必要になりますが、役場で撮影してくれるのでしょうか。

　平成28年１月からマイナンバーカードの申請が始まりましたが、申請先は役場でないた
め、現時点での申請数は把握できていません。また、役場で写真撮影を行う予定はありま
せん。
　（※4月8日時点での申請件数は370件、交付済件数は222件です。）

西倉 　どこの病院も常勤医の確保が大変だと思います。
　網走厚生病院でも常勤医が減っています。産婦人科や小児科も少なくなる現状があり、
どの地域も悩んでいるところです。
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平成27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
市街地

　医療法人社団双心会（女満別中央病院）理事長が亡くなりましたが、今後の体制はどう
なるのですか。

　医療法人社団双心会では、常勤医師を継続して募集しています。
　4/13より毎週水曜日に美幌国民健康保険病院から東藻琴診療所へ内科医１名の派遣が始
まり、東藻琴診療所の山木所長については、毎週水曜日に女満別中央病院にて診療される
こととなります。

東藻琴
寿クラブ

　厚生労働省で示された介護保険の要介護１・２の人を対象に、在宅援助サービスを見直
し、清掃や調理等の援助を対象から外し、自己負担を検討しているとされていますが、大
空町はどのように考えていますか。

　国も議論を始めている段階なので、今後の同行を見ながら検討していきたいと思いま
す。

大成 　みなし健診の一覧表に網走の医療機関がないのはどうしてですか。
　医師会との話し合いがまだ決まっていないためです。他の医療機関と交渉し、対象とな
るように努めます。

東藻琴
寿クラブ 　肺炎球菌の高齢者予防接種は60歳以上となっています。助成は１回だけですか。 　65歳、70歳、75歳以上が対象で、助成は１回のみです。

湖南
　健康ダイヤルを利用した人から４～５回かけてやっとつながったという話を聞きまし
た。どこからかけてもよいのですか。どこにつながりますか。町民でなくてもよいです
か。

　他の市町村も契約していますが番号が町専用で、コールセンターのような所につながり
ます。町民であればどこからでも利用できます。ご自身の携帯電話やスマートフォンに登
録していただきたいと思いますし、遠方のご子息にも登録するよう勧めていただくと、本
人も親御さんも安心かと思います。

末広
　昨年５月頃に東藻琴診療所で受診した後に「みなし検診」を利用しようと届出をしたと
ころ、血液検査の項目が一つ足りないだけで、みなし検診とされないことがありました。
検査項目の統一をお願いします。

　「みなし健診」に必要な項目は①計測（身長、体重、腹囲）、②血圧、③尿検査（尿た
んぱく、尿糖）、④血液検査（中性脂肪、ＨＤＬコレステロール、ＬＤＬコレステロー
ル、ＧＯＴ、ＧＰＴ、γ-ＧＴＰ、空腹時血糖かＨｂＡ１ｃ）となっており、高血圧や脂
質異常症で治療中の方は検査項目が不足している場合があります。昨年12月より、女満別
中央病院、東藻琴診療所でみなし健診をご希望の方には、不足している部分の検査費用は
町が助成し、通常の医療費のみのご負担で「みなし健診」をご利用いただけるよう対応さ
せていただいております。

東藻琴
市街地

　遠軽厚生病院の産婦人科がなくなり、遠軽町周辺の方は、一番近い北見市内へ通院する
のにも時間がかかり大変だと聞きました。大空町は、網走市内や北見市内に通院している
と思いますが、その産婦人科が無くならないように力を注いでほしいと思います。

　町内の妊婦さんの分娩は、網走市と北見市の半々の割合です。妊婦さんの希望に応じ、
救急の登録をお願いしています。昨年、暴風雪時に通行止めとなった際に救急車両を通し
てもらい、対応したケースもありました。網走厚生病院でも、産婦人科に限らず全体的に
医師不足と聞いています。常勤の医師がいないため、入院を受け入れていない診療科もあ
ります。大空町としても力を注がなければならないと思っています。
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平成27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）

日進
　国民健康保険会計は黒字決算となっていますが、制度はどのような仕組となっています
か。

　事業費の約半分は保険者からの納付額によるもので、あとは国や道などから負担金や補
助金で運営されています。

大成

上東
旭台

　特別養護老人ホームへの入所希望者が多いと聞きましたが、実際のところどうなのです
か。【大成】

　特別養護老人ホームを増床するという話について、詳しく聞かせてください。【上東・
旭台】

　町も支援して東藻琴福寿苑に30床増やす計画で、平成28年度に設計を開始して平成29年
度に完成する予定です。

上東
旭台

　特養を増床するとなれば、スタッフを確保するのが大変なのではないですか？

　介護スタッフの確保は全国的にも問題になっており、町では町内在住の方を対象に、介
護の資格を取得される方に対して「初任者研修」の受講料等の助成を行い資格取得の拡大
に努めるほか、女満別福祉会、東藻琴福祉会においても介護福祉士養成校への入学予定者
や在学者に対し、修学資金の貸し付けを行うこととしています。なお、両福祉会の修学資
金貸付対象者は、卒業後に介護職員として女満別ドリーム苑または東藻琴福寿苑に勤務さ
れる方となります（３年以上の勤務で償還免除）。
　また、町では、介護スタッフや医療従事者に対する住宅助成制度や賃金の上乗せ補助な
どを行い、人材確保に努めているところです。

住吉
　老人福祉大会の送迎バスに、ご年配の方の乗降を介助する職員を同乗させてください。
家の前で停車したバスに足元の不自由な方が乗りこめず、素通りされた事例があります。

　乗降時に介助ができる体制に努めます。

千草 　一人暮らしで、体調不良になるなどの緊急時はどうしたら良いでしょうか。
　緊急通報用電話機を無料でお貸ししています。緊急通報受信センターと電話回線で接続
し、急病や災害など緊急事態が発生した場合の迅速かつ正確な救援体制をとることによっ
て、生活不安の解消と安全確保を図っています。

東藻琴
寿クラブ

　フロックスで、踊りの先生がテープを使用しようとしたところ、機器が動かず音が出な
かったので、テープなども使えるようにしてほしいです。

　機器の動作を確認したところ、異常はありませんでしたので、今までどおりご使用いた
だけます。各機器の操作マニュアルを備え付けましたが、不明な点などがありましたら受
付の職員にお尋ねください。

東藻琴
寿クラブ

　フロックスの集会室の大型テレビ（昨年度購入）のスピーカーがテレビの後ろにしか付
いていないため、集会室の後ろ側では音が聞き取りにくくなっています。部屋の後ろにス
ピーカーを設置して全体的に聞こえるようにしてほしいです。

　部屋の後方部へのスピーカーの設置とアンプの更新について、今後検討します。設置ま
で当面の間は、室内用ポータブル式ワイヤレスマイクにて対応することとします。
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平成27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 　マイナンバーが必要になる役場の手続を一覧にしたものは作成していないのですか。

　人によって関係のあるものとないものがあり、膨大な量を一覧にすることにもならない
と思いますので、役場から案内を出す際に、この申請にはマイナンバーが必要になります
ということをお知らせすることにしています。
　各種申請等の手続に必要な場合には、手続案内文書に必要な書類の持参も含め記載して
いますので、ご参照願います。

福富
　印鑑証明や戸籍、住民票、健康保険証の更新など、ごく日常的な手続でマイナンバーが
必要なものはないのですか。

　印鑑証明や戸籍、住民票を請求するのにマイナンバーが必要ということはありません。
今までどおりの身分証明があれば請求できます。ただし、健康保険証の更新にはマイナン
バーが必要になります。
　各種申請等の手続に必要な場合には、手続案内文書に記載しています。

昭和
第２

　メルヘンの丘の樹木（カラマツ）は樹齢40年以上が経ち、周辺の畑に枝が落ちて農作業
に支障を来しています。伐採したいと思っていますが、どうでしょうか。

　町が費用を負担して樹木の管理をお願いするか、次の場所に更新するのかをそろそろ議
論すべき時期だと思いますので、そこのところを少し考えます。
　（土地所有者・土地使用者と面談し、畑に落ちた枝拾いをすることで協議済みです。）

千草 　東藻琴商工会の指導員の配置は難しいですか。
　大空町の指導員は１名と決まっていて、東藻琴支所には毎週火曜日と木曜日に常駐して
います。急ぎの場合は、職員に連絡いただければ対応いたします。

末広 　雇用対策について、何か考えていることはありますか。
　法人に対して、新規雇用に際し５万円の補助金を交付することを考えています。また、
コントラクター事業についても検討しているところです。

大東
　保安林によって道路が日陰になっている場所があり、冬場は凍結してスリップします。
伐採や間伐などをしてもらえないでしょうか。

　今回要望があった箇所は保安林の規制がかかっていなかったため、伐採しました。保安
林の場所については、伐採の規制緩和を国へ要請しています。

大進
　ＪＡめまんべつのＡコープがなくなるという話を聞きましたが、民間が参入するのです
か。

　平成28年４月中旬から、ＪＡめまんべつＡコープ店舗跡に「シティマートめまんべつ
（北雄ラッキー株式会社）」が開店しました。
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平成27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）

朝日

日進

福富

　台風23号の影響で耕作地が傷んでいる状況です。多面的事業において今年余った予算を
来年度に繰り越すことはわかっているのですが、来年度の予算に補修分として回すことは
できないのでしょうか。【朝日】

　多面的機能支払交付金の平成28年度予算分も、台風23号災害に充当できるようにしてほ
しいです。【日進】

　去年の台風で被災した圃場など、自分たちで直せないところを多面的機能支払交付金で
1/3補助してもらいましたが、もう少し町から補助していただけないでしょうか。【福
富】

　多面的機能支払交付金の平成27年度から平成28年度への繰越額は概ね7,000万円とな
り、想定より1,000万円減額となりました。
　大空町広域協定運営委員会で協議し、平成28年度予算から1,000万円充てて、当初計画
のとおり8,000万円で災害復旧を行います。
　また、自助努力での復旧もされており、平成28年度の災害復旧事業費は概算で1億6,000
万円となっています。当初補助率を1/3としていましたが、1/2以下と補助率を上げて対応
することとなりました。

明生 　多面的事業による火山灰などの災害対策は、来年度もありますか。
　平成27年10月の台風で被災した圃場につきましては、平成28年度も引続き自助努力で復
旧される方への支援を行います。なお、支援は平成28年度までとなります。

日進
　台風23号被害について、年明けから多面的機能支払交付金で対応してもらえると聞いて
いますが、書類の作成様式や提出先、提出時期など詳細が不明で不安があります。また、
突貫的な工事となり、今後更なる異常気象があった場合の２次災害が心配です。

　多面的機能支払交付金での災害復旧の要望は平成27年12月にFAXで取りまとめ、活動計
画作成の説明会でも担当者から聞取りさせていただきました。もしも漏れがあるようでし
たら、連絡願います。
　復旧工事につきましては、春工事、作物収穫後工事、休耕圃場工事と随時適期の発注を
予定しています。また、２次災害が発生しないように注意して施工管理するよう努めま
す。

日進
　台風23号被害に係る多面的機能支払交付金の補助残分について、農業振興資金を借りら
れるようにしてほしいです。

　平成28年４月１日から補助残分も農業振興資金の借り入れ対象となるよう、条例を改正
しました。

開陽
　災害復旧事業は畑以外の土地では該当しませんでした。多面的機能支払交付金で対応し
てもらいましたが、今後も災害が起こることが予想される中、救済措置を国や道に要請し
てほしいと思います。

　現制度では、河川の氾濫で被災した圃場復旧を行うことは可能ですが、法面の崩落の手
直し、畑の表面水処置などの付帯施設手直しなどは、農地災害復旧事業（補助災）での対
応は非常に難しい状況です。制度の改正について要請していきたいと考えています。

西倉
　多面的機能支払交付金の扱いがよくわかりません。法面補修などは、多面的機能支払交
付金の対象になるのですか。

　多面的機能支払交付金では、法面の軽微な補修は認められています。しかし、大空町広
域協定運営委員会で公共性のある施設を優先して補修するということで、基本的には畑の
法面は個人で補修することとしています。しかし、台風23号で被災した農地の法面の補修
について、業者で補修する場合は1/2を上限に補助することとしています。また、自助努
力で補修するものについても支援しています。
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平成27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

　多面的事業について、事務局の対応を充実してください。

①説明を受けた後、変更になることが多くありました。変更になったことは、地域の役員
へ速やかに連絡してほしいです。
②事務局の連携が取れていないように感じます。
③「平成27年度内に実施したい箇所がある」と何度か話をしました。最初は「平成28年度
にしてほしい」と言われましたが、その後「平成27年度の実施について、役員会で協議す
る」との連絡がありました。その結果の連絡がありませんが、どうなったでしょうか。

①事務局、各地区の役員とも事業実施１年目で、事業実施についてご迷惑をおかけして申
し訳ありません。問題・支障が発生した案件はその都度協議し、改善していきますので、
ご理解願います。
②平成28年度から、平成28年３月16日に設立された法人「一般社団法人　アグリーンサ
ポート」が、大空町広域協定運営委員会の委託を受けて多面的事業の事務を請け負うこと
になりました。事業遂行に当たり、皆様にご迷惑がかからないよう町としても配慮してい
きたいと考えています。
③大空町広域協定運営委員会で平成28年度からの実施ということで決定しましたが、冬工
事対応の要望を考慮しておらず、早急に役員会等を開催して対応の検討をすべきでした
が、対応が遅れ、適期の施工ができずご迷惑をおかけしました。今後そのようなことがな
いよう対応いたします。

中央
　大空町広域協定運営委員会のことで、現在役場の職員が１人だけという状況に見えるの
ですが、後継者の問題などこれでは無理があるように思えます。

　平成28年度から、大空町広域協定運営委員会の委託を受けて「一般社団法人　アグリー
ンサポート」が、その事務を請け負うこととなりました。町としても同法人に協力してい
く予定です。皆様にご迷惑がかからないよう、町としても配慮していきたいと考えていま
す。

西倉
　網走開発建設部（旧網走土木現業所）と話をすると、治水のための護岸工事はできて
も、橋の前後は町になるので北海道ではできないと言われています。畑は畑で別の話にな
るし、トータルでどうにかならないのでしょうか。

　今後調整し、報告いたします。

巴沢
　要望していることが東部耕地出張所にうまく伝わっていないようなので、東部耕地出張
所と役場の連携を密にしてください。

　東部耕地出張所の所長に伝えるとともに、町としても連携に留意します。

朝日
　東部高台地区の事業が終了しますが、昨今の異常気象等により土地改良や基盤整備事業
の新たな要望が出てきています。このような継続事業は今後もあるのでしょうか。なるべ
く農家負担の無いような基盤整備を行っていただきたいと思っています。

　東部高台地区の事業は、平成28年度に完了します。概ね地区完了後３年目以降から事業
実施の希望調査をします。道営採択規模の事業量要望があれば、計画の申請を行うか北海
道と協議します。
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平成27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）

明生
　今年の災害で藻琴川が氾濫しました。藻琴川上流にダムを設置して水力発電したらどう
でしょうか。

　藻琴川では行っていませんが、清里にある緑ダムは斜里町・小清水町・清里町・網走
市・大空町で構成する協議会があります。この清里の緑ダムで発電できないか調査したと
ころ水量や構造などが優良であり、国の補助事業にて発電することになっています。
　女満別地域では美幌との境界に古梅ダムを持っており、畑地かんがい整備事業で女満別
と美幌に水を送っています。コンサル会社に古梅ダムへ水力発電を設置したらどうか調査
依頼しましたが、構造上、水力発電設置費用を回収できないということでした。
　全道で農業用ダムを検証し、その中で４～５箇所で可能性があるものがあり、その一つ
が清里の緑ダムです。計画段階であり、工事を行うところまではあと３～４年かかると思
います。
　藻琴川上流でダムを造ることは、自然保護上難しいと思います。

巴沢
　網走市で線虫（シロシストセンチュウ）が発生したため、鹿や熊の侵入により、まん延
することに不安を感じています。高台地区には防護柵がないため、設置について検討して
ください。

　有害鳥獣ということだけでなく、病害虫の感染という点からも防護柵を設置できない
か、政策提案を含めて検討したいと思います。

朝日
　総合戦略では、「産業の振興と安定した就業環境をつくる」として農業所得の数値目標
を18億5,000万円から20億円としていますが、具体的な施策を何か考えていますか。

　圃場の生産能力の向上やＴＰＰなどに影響されない新規作物の導入等を考えています。
農業者の協力により収穫量は上がっていますが、今年のような災害、または圃場の湿潤に
より収穫量が落ち込むことがあります。
　収穫量が落ち込む要因を基盤整備等の実施により少しでも解消し、安定的に収穫ができ
る体制を作っていかなければならないと思っています。

福富

①合併前から地域ごとに公営住宅を造ってほしいとお願いしてきましたが、今回山園にで
きました。どういう要素が備わって山園に公住ができたのですか。
　（※公営住宅→農業実習生、農業従事者等用の住宅）
②建てることが決まった中で、責任体制は農協にしましょうとなったのですか。
③地域に人が住み続けるためということと、研修生、実習生の受け入れなども含めて地域
に公営住宅をとお願いしてきましたが、そのような方法があるという話は一度も聞いたこ
とがありません。

①最終的な判断は、恒常的に入る人がいて地域の中で管理していくことができるかという
ところでした。建物は町が建てましたが、管理はＪＡオホーツク網走にお願いしていま
す。地域の方々にもある程度管理していただいて、ＪＡへの負担を減らしながら管理して
います。
②違います。町に建ててほしいという話があったので、受け皿がきちんとしているならと
いうことで、町がＪＡに提案をして、ＪＡが地域の方に話をしました。
③農業委員会から地域に公営住宅をという提案をいただいて、どこの地域に必要かという
ことを考えたとき、酪農家の需要が一番多いということで、山園に建てることになりまし
た。

昭和
第２

　昭和９線は道幅が狭く、大型車両ではすれ違えません。改良の予定はありますか。
　道営女満別湖南昭和地区農地整備事業で整備ができるか、平成28年度計画の見直しの中
で検討します。本事業の中で整備ができない場合は、農業の別な事業、国土交通省関係の
予算での検討をします。

中央
　広域農道の改修計画があがっていると思いますが、下地を直してから舗装をかけてほし
いです。道路の改修計画などの計画を立てる前に、まず地域の人の意見も聞いてほしいで
す。

　地域説明会を開催して、整備区間、改修工事内容を協議いたします。
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平成27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

　パイロットのメーン道路を舗装してほしいです。

①舗装が切れているところから分岐点（バス）のところまでを最優先で舗装してくださ
い。
②分岐点（バス）から上の道路を舗装してください。
③舗装化には時間がかかることと思いますが、役場の担当職員はパイロットの牧草収穫時
期に現場に来て、土ぼこりがひどい状況を自分の目で確認し共有してほしいと思います。

　①・②　事業費が大きくなることから町単独での実施は難しいと思いますので、農業の
補助事業にて対応できるか検討します。

　③　確認するようにします。

日の出
町第２

　弘明寺付近など夜間とても暗く危険な場所がありますので、街灯を増やしてほしいで
す。

　平成28年度に街灯をＬＥＤ化する予定でいます。それとあわせて、全町的に街灯の適正
な設置位置についても確認を行い、今後対応していきたいと思います。

東藻琴
市街地

　町道開陽中央線と町道日進稲富線の交差点に街灯を設置してほしいです。女満別から東
藻琴へ向かうとカーブ直後の交差点であり、夜間は通り過ぎてしまうことがあります。

　新規に街灯（電柱共架型）を設置します。

住吉
　台風23号でサラカオーマキキン川が決壊したのは、柳が混んで水流が悪いことが大きい
と思います。北海道に間引きするよう要望してほしいです。

　今回の決壊後、北海道は破堤箇所の101ｍ付近の柳の間引きを行いました。今後はさら
に、下流域の柳も間引きし、稼働掘削の実施の検討するとの回答を得ています。今回の被
害もありましたので町としても、今後は北海道に柳の間引きや掘削の適宜実施を今までよ
り強く要望できると考えています。
　（平成28年３月16日、住吉地区からの要望書をオホーツク総合振興局へ提出しまし
た。）

日進
　河川整備事業実施により大型車両の通行等で道路がでこぼこになったので火山灰を入れ
てほしいです。

　平成28年４月に対応しました。

千草 　河川災害の対応について、千草川はどうなっていますか。
　被災確認箇所については、復旧工事を行っていますが、未確認箇所については、融雪後
現地調査し、対応します。
　（質問された方には、２月11日に電話で説明させていただきました。）

西倉
　河川敷は河川改修が終わったら将来的に払い下げできるのですか。道は、全部終わって
からなどと言ってなかなか動いてくれません。町から働きかけしてほしいです。

　北海道に対し、平成29年度の要請事項として払い下げを要望することとしたいと思いま
す。その際には、地域（西倉）で組織を作って統一して要請することも、後々相談させて
もらいたいと思います。
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平成27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）

日進 　合併浄化槽に係る補助金はなくなりますか。

　合併浄化槽の補助制度は、今後も継続する予定です。
　合併浄化槽の設置に係る補助金は、例年10月発行の「まちのおしらせ」で、翌年度の補
助希望を11月上旬までにご報告いただけるよう、皆様にお知らせしています。
　翌年度の予算確保のために必要となりますので、設置を予定されている方は必ず忘れず
に、11月上旬までに建設課へご連絡ください。
　ご連絡が無い場合は補助対象にならない場合もありますので、ご注意願います。

中央 　一般家庭の雪を道路に投げる人がいるので、役場で注意をしてほしいです。 　継続して注意していきます。

中央
　除雪の業者で、道路の空いたところに雪を置いている場合があるので注意してほしいで
す。

　道路巡回し、民間の除雪業者に注意していきます。

大成
　女満別の道路の除雪はとてもよいので、今後も続けてほしいです。
　中央の鉄塔あたりの道道がでこぼこしているので、削ってもらえないでしょうか。

　現地確認し、要請してみます。

大成
　昨年(平成26～27冬期）、福住女満別線（カルビーから先）の除雪が2日間されなかった
ので、きちんと対応をお願いします。

　10年ぶりの大雪でしたので、除雪の遅れはご容赦ください。救急の時は、国道、道道で
も除雪して対応したいと思います。

山園
　新しく農業研修受入施設ができたことから、除雪作業時の危険防止のため赤白ポールを
設置できませんか。

　在庫がないため、提供できませんでした。次期降雪前に用意します。

山園

　水道工事の現場対応を十分行ってほしいです。
　業者が工事を完了した後、役場職員がきちんと点検・検査をするはずですが、役場職員
を見かけることが少ないです。
　ある水道管工事では、役場からの事前の話がなく、いきなり業者から連絡がありまし
た。本来、役場職員が間に入るべきではないのですか。もっと役場職員が現場に来るよう
にしてほしいです。

　十分配慮し、対応するようにいたします。
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平成27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
　住吉の用水路の草刈りを年に数回行っていますが、法面があり管理が大変なので管理し
やすいようにしてほしいです。

　現地を確認し、対応します。

本郷

【山下町長から道路関係で地域の皆さんに質問】
　本郷の14線から13線に向かうところ、４号線のところを舗装にしましたが、ガードレー
ルがないと特に冬場は道幅が見えずらく、川に落ちる恐れがあるように思いました。ガー
ドレールをつけたらいかがでしょうか。

　幅員が減少する箇所に看板を設置していますが、夜間の安全対策を検討中です。

大東 　17線新道路の法面に生えている雑木（白樺、柳）を伐採してほしいです。 　伐採しました。

大東
　町道東２号線（中央～自動車学校へ抜ける道）が台風などの際に水が溜まるので、整備
してほしいです。

　整備計画には載せてありますが、本格的に整備するまではまだ時間がかかります。担当
課には注意しながら補修などをして対応するように指示はしているので、いましばらくお
待ちいただければと思います。

千草
　平成27年10月８日の豪雨で、町道にバリケードを置いただけで半月通行止めとなってい
ました。町の管理責任がなっていないのではないでしょうか。

　順次通行可能となるよう復旧を行ってきましたが、情報提供や看板等の設置など、細や
かな対応に努めます。
　（現地立会の際に回答させていただきました。）

千草 　道路整備の時期が遅いのはなぜでしょうか。 　早期の発注に努めます。

西倉
　町が管理する排水路について、ゲリラ豪雨等があると被害がでます。前に整備された箇
所より水量が10倍くらいあるので、こちらも整備してもらいたいです。

　多面的機能支払交付金制度で整備予定です。

西倉 　道道網走川湯線の傾きを直す工事の予定はどうなっていますか。
　交付金を要望しても道路の改修に対する予算がつきづらい現状があるため、コマ切れに
しか整備できない事情はありますが、路線の重要性についてはこれまでも言い続けていま
す。今後も北海道議会議員などにも働きかけをして、引続き要望していきます。
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平成27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
　道道網走川湯線、上東付近の縁石に草がたくさん生え、見た目がとても悪いので対処し
てほしいと思います。

　国道や道道については、それぞれ国と道に整備のお願いをしていますが、なかなか実施
してもらえていない状況です。町道については、定期的に除草剤を撒くように指示してお
り、効果が出てきています。

末広
　網走川湯線、末広の歩道について、測量は終わっているようですが用地買収はまだこれ
からとのことです。車道を歩くのはやはり危険ですし、何とかならないでしょうか。

　歩道・車道の整備要望をしていましたが、現採択工区では歩行者の数などの問題から、
車道整備のみの採択となっております。

末広
　女満別・東藻琴間の道路について、巴沢の道路が冬期間とても滑りやすく危ないです。
事故が起きているとも聞きますし、心配です。

　日陰の要因となる木々を一度伐採しましたが、伐採していない部分の木が成長し日陰の
原因になっています。地権者と協議し、伐採を検討していきます。

末広 　旭台に抜ける簡易舗装の路面状態がとても悪く、改善してほしいと思います。 　現地確認し、対応します。

中央
　自動車学校の通り(町道昭和東1号）は改修計画に含まれていますか？
また、大雨が降ると排水が整備されてないことから畑に流れてきて困っています。

　改修計画に含まれています。
　すぐに取り掛かるかどうかは他の道路との兼ね合いで優先順位を決定するため、すぐに
できるかどうかは難しい状況です。 排水や穴のあいたところの補修は順次行っていきたい
と考えています。

中央
　トマップ川にかかっている橋の改修は行われますか？
　あの橋の幅ではコンバインが通るのは厳しくて困っています。

　河川管理者（北海道）は、耕作橋の取り扱いを個人の占用物件と位置づけています。こ
のため、河川管理者自らで改修する根拠がないため、個人対応となります。

中央
　空港線の歩道の石畳は、ご年配の方などで、カートを押すときなどに引っかかってしま
い困っている人がいます。また街路樹が邪魔で車（作業車）を運転しているときに見えに
くいです。

　歩道の石畳は排水しやすいような形になっていることから、あの形が採用されたと聞い
ています。街路樹は都市計画道路につきものですので、ご了承いただければと思います。

中央 　14線が合流する先の道道に轍があり、困っています。 　現地を確認し、北海道に要望します。
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平成27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）

中央 　役場のところにある砂は持って行ってもいいのでしょうか。 　ご自由にお持ちください。

中央
　冬の工事は暖房代などがかかることや、デコボコになってしまうため、公共事業で冬場
の工事はこれからやめるべきではないでしょうか。

　基本的に冬には工事はしないようにしていきます。
　台風などの影響で着工が遅れたりしているものなど、やむを得ず冬季にやっているもの
もあります。

大成 　町道昭和東1号の改修はどうなっていますか。

　10年計画には、改修計画に含まれています。
　この道路は路盤からきちんと工事しなければならないと考えているため、すぐにできる
かどうかは難しい状況です。当面は維持補修と排水対策をやりながら、本格改良に向けて
取り組んでいきます。

大成 　道道福住女満別線の改良状況はどうですか。
　北海道が予算化している道路のメーター数と補助金から考えられる現実的な道路の修繕
メーター数を自治会長を通じてお知らせします。

東藻琴
市街地

　女満別から東藻琴へ向かう町道開陽中央線の巴沢公民館前のカーブに矢印の標識がつい
ていますが、特に冬場は直線と勘違いをしそうになり危険に感じます。矢印の標識を目立
つようにするなどの対応をしてほしいと思います。

　現在Ｓ字カーブとなっており、その先では橋の架け替えに向けた工事を行っています。
橋の工事に時間を要しましたが、橋も平成28年度中に供用開始できる見込みです。その
カーブから橋へ向かって道路が続けば、ある程度解決するものと思います。工事の中で応
急的な対応ができないか検討してみます。

東藻琴
市街地

　東藻琴から女満別へ向かう町道開陽中央線のゴルフ場入口以降の下り坂が危険です。早
期に道路改良してほしいと思います。

　危険度合の高い場所だとの認識を持っています。国の道路の予算が要望の６割つけば良
い状況で、なかなか進捗していません。応急的な維持補修も行いながら対応していきたい
と思います。

東藻琴
市街地

　道道網走川湯線の稲富辺りの路面がカマボコ状となっており、大変危険に思います。
　昨年120ｍ～130ｍの道路改良が行われましたが、北海道も国からの予算配分に苦慮して
いる状況です。町からも北海道や道議会議員へも強く要望しているところです。
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平成27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

　道路（町道、道道）の草刈時期を早めにお願いします。
　町道の草刈はルートが決められているのかもしれませんが、山園地区がいつも後半にな
るのではなく、たまには前半に草刈りを実施してもいいのではないでしょうか。また、道
道の草刈り状況はどうですか。

　本年度からは両地区の草刈機4台で合同に実施予定でおります。草刈りの順路について
は、検討していきます。
　なお、道道の草刈りは年１回の実施となっており、例年８月頃に行われています。

山園
　道路脇に雑木が倒れそうな場所があるので、通行に危険な場所の木は切るようにてくだ
さい。

　通行に支障が出るおそれのある部分は、適宜対応したいと思います。

大進 　地域振興施設の建設場所は、佐々木旅館の場所で決まったのですか。

　佐々木旅館を含む地域振興施設建設予定地の土地及び建物所有者の方々から、地域振興
施設建設場所とすることの了解をいただきました。また、佐々木旅館は平成28年１月いっ
ぱいで営業を終了されています。
　平成27年末から平成28年初めにかけて建物所有者の方々と建物の取り壊しに係る補償契
約を締結し、建物が取り壊され更地となった段階で土地を購入して、平成29年秋頃の供用
開始に向けて平成28年７月頃から施設の建設を行う予定です。

住吉 　地域振興施設は平成29年９月から営業を開始するのですか。
　平成28年度中に建物を造りあげて、その後外構工事を行い、平成29年の秋を目処に供用
開始したいと考えています。

豊里
　地域振興施設の基本理念として「東藻琴に暮らす住民の生活利便性を支える地域振興施
設」を掲げていますが、大空町の施設なのに東藻琴住民だけを対象にしていいのでしょう
か。

　当初、女満別の住民も含めて議論を行っていましたが、そこで地域の中になくてはなら
ない機能を論点とし、地域住民のための施設という切り口から議論を行う必要性がありま
した。
　どちらの地区ということではなく、この施設がいろいろな活動や交流の拠点としての役
割を担い、その波及効果を町全体にもたらすような仕組みづくりが重要だと考えていま
す。

豊里 　地域振興施設に宿泊機能は必要だったのでしょうか。
　宿泊者数が年間約3,300人である佐々木旅館が営業を終了する予定であったことと、町外
の団体などが大空町の施設を利用する際の宿泊を受け入れるため、その機能が必要でし
た。

日進
　地域振興施設の宿泊部分はどういった人たちの利用を想定しているのですか。
　また、運営は町が行うのですか。

　相撲やバレーなどのスポーツ合宿を誘致しており、宿泊場所が必要な状況です。また、
法事などで地元出身者の方が帰省する際の宿泊場所としても想定しています。施設運営は
公設民営の方式で行い、現在地元商工業の方たちが運営会社設立の準備を行っているとこ
ろです。
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平成27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
　地域振興施設は、道の駅のような施設なのですか。また、宿泊施設を行政がつくる必要
はあるのでしょうか。経営は誰がやるのですか。

　平成22年の春から５年間町民の皆さんと議論し、東藻琴地区を中心に懇談会も実施して
きました。「道の駅」という名称を使うと「町外の人向けの施設」といった印象があるの
で、地域にいる人たちが必要な施設ということで「地域振興施設」という名称にしまし
た。ただし、営業する上で「道の駅」にすることでプラスに働く面があります。町とし
て、合宿誘致にも注力しており、地域に宿泊施設が一つもないと不便なことから宿泊施設
は必要だと考え、必要最低限の宿泊施設を整備することとしました。経営については、東
藻琴の商工会が中心となって新規会社を設立し、経営していくことになります。

女満別
市街地

　地域振興施設の宿泊規模は、21室で66名となっておりツインで考えているようですが、
宿泊ニーズはシングルの方が多いと思います。

　賛否両論あると思っていますが、５年の月日をかけて東藻琴地域の方々の意見や議論を
重ねた結果の判断であることを町としても尊重して進めているところです。

千草 　地域振興施設の設計図は出来上がっているのですか。
　平成27年度に設計しています。平成28年の夏に本体工事に着手し、平成29年３月頃まで
に建物を造ります。その後、外構工事、備品等を整備して、平成29年の秋までにオープン
させる予定で進めています。

千草 　地域振興施設が地域に密着した運営が出来るのか心配です。
　施設運営は、東藻琴の地域の商工業者の方を中心に運営母体を作ることで、平成28年の
春頃までに形が見えてくることになっています。

千草

西倉

　地域振興施設の用地交渉は終わっていますか。【千草】

　地域振興施設の建設は予定通りすすんでいますか。【西倉】

　用地交渉は終了し、契約も完了しました。
　建設工事は、平成28年夏頃からになる見込みです。

湖南 　地域振興施設とは、具体的にはどのようなものですか。

　佐々木旅館が営業を終了する方向となり、宿泊施設と道の駅的機能を有した代替施設を
公設民営の形でできないか、５年ほど議論を重ねました。現在、地元商工業の方たちが運
営会社の設立準備を行っています。なるべく町の持ち出しを少なくするためと、フロック
スがあることから温泉は設置しません。

大成 　地域振興施設を道の駅に登録しないのですか。 　道の駅に登録する予定です。
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地区 要望・質問等 返答（修正後）

湖南
　地域振興施設を道の駅に登録するのであれば、外にもトイレはつきますか。外からも利
用できるといいと思います。

　24時間利用できるトイレは道の駅としての条件にもなりますので、外からも入れるもの
が想定されます。

日の出
町第２

　東藻琴地域振興施設の規模は、立派なように感じますが、地域で望んでいる施設規模な
のでしょうか。

　平成22年から５年間町民の皆さんと議論し、東藻琴地区を中心に懇談会も実施してきま
した。議論が進む中で「地域の人たちが必要な施設」ということで、「地域振興施設」と
いう位置づけになりました。施設の規模・機能についても様々な議論が行われ、宿泊・飲
食・物販の機能が必要との結論に至り、現在の施設規模・機能となっています。

日の出
町第２

　東藻琴地域振興施設に入るテナントの使用料は、どのように考えていますか。
　指定管理委託で考えています。営業活動を行うところでもあるので、その収益で経営し
ていただくこととなります。赤字分を町が補てんすることは考えていません。公共的な
ブースなどは、町が負担するべきだと思っています。

日の出
町第２

　東藻琴では商店の数が減ったと聞いており、買い物難民が出るようにも思います。地域
振興施設の中にスーパーを誘致するなどの考えはないのでしょうか。

　地域振興施設の物販にスーパーとして加味してはどうかとの議論もありましたが、既存
のスーパーのことや収支を考えると難しいとの判断に至っています。地域振興施設で配達
委託などを行い、利便性を高めることが必要ではないかとの議論もあります。一方で、民
間の配達サービスなどもあることから、それらを加味した議論が必要になると思っていま
す。

末広 　地域振興施設の建設を請負う業者はまだ決まっていないのでしょうか。 　業者はまだ決まっていません。町内の業者にお願いすることになろうかと思います。

大成 　地域振興施設の宿泊数は66名とありますが、それだけの人を集められるのでしょうか。
　最大の宿泊の人数が66名であり、佐々木旅館の年間宿泊者が約3,300人であることも考
慮して、実質的には四十数名の宿泊を想定しています。

上東
旭台

　地域振興施設の敷地は、駐車場を含めてどのくらいの広さになりますか？
　敷地は国道美幌斜里線と道道網走川湯線の交点付近に位置する旧佐々木旅館跡とその周
辺の土地で、全体面積は4,100㎡ほどになります。
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地区 要望・質問等 返答（修正後）

上東
旭台

　地域振興施設の建設費は、どのくらい掛かりますか？補助金の交付対象となる部分もあ
るのですか？

　建物本体・機械・設備を含めて約８億円です。これに備品等の費用が別に掛かります。
このうち２億円程度について、農林水産省の補助金が充てられる見込みです。

上東
旭台

　地域振興施設は、お客さんが来るのか心配です。魅力的な施設にする必要があると思い
ます。

　確かに、そのような不安を感じている旨の意見が、これまで何度も出てきました。しか
し、施設の必要性については懇談会等で検討した結果、最終的に必要だという結論に至っ
た経緯にあります。魅力ある施設にできるよう、もちろん町も頑張りますが、地域の皆さ
んにも頑張ってもらう必要があります。盆踊りや産品販売などのイベントをやってもらう
とか、今まで佐々木旅館でやっていた同窓会をここでやってもらうなど、皆さんのご協力
をお願いします。

上東
旭台

　地域振興施設の宴会場は、同窓会ができる程度の広さがあるのでしょうか？結婚披露宴
は無理でしょうか？

　佐々木旅館の２階宴会場ほどの広さはありませんが、40～50人程度で食事できるスペー
スはあります。同窓会であれば可能でしょうが、結婚披露宴は無理だと思います。

明生 　東藻琴小学校にエレベーターは設置されるのですか。

　エレベーターについては、設置に要する費用が6,000万円と高額であること、エレベー
ターの使用が必要となる肢体不自由児が今現在、また当面の間は見込まれないことから、
設置を見送ることとしました。
　今後、該当する児童が入学する際には、補助教諭を配置して対応していきたいと考えて
います。

本郷

　小学校から体罰に関する保護者アンケートがありましたが、その質問内容をもう少しや
わらかい表現にできないでしょうか。【例　あなたのお子さんは学校で体罰を受けていま
すか？】保護者と先生との間で信頼関係が損なわれないようなアンケートをお願いしま
す。

　体罰の実態把握調査は、平成25年に大阪市で起きた体罰に起因する生徒の自殺を受け、
文部科学省からの通知に基づき全国一斉に調査が行われたものであり、北海道教育委員会
が実施している調査です。様式等は北海道教育委員会から示されたものであり、大空町も
それにしたがって調査を実施しております。

大成
　中学生や高校生に良い先生と出会わせてあげたいと思っています。全国や海外から良い
先生を採用しようとする町の気概はありますか。

　先生の人事に関しては、道立女満別高校は北海道教育委員会が決めるので町の意見は聞
いてもらえません。町立の東藻琴高校、町立の中学校・小学校に関しては、教育長の人事
権の管轄が及ぶので、ある程度の意向は聞いてもらえます。
　町では、町独自で意欲を持った先生に来てもらえるよう、先生への研修費用を助成して
います。
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地区 要望・質問等 返答（修正後）

大成 　大成小学校の体育館はどうなるのでしょうか。

　ヒメヒナコウモリについては、唯一営巣が確認されている場所が、旧大成小学校体育館
となっています。研究家は引き続き調査研究が行われておりますが、体育館自体の危険性
が高い場合には取り壊しもやむをえないという回答を得ており、将来的に危険性があると
判断された場合には取り壊しも検討が必要であると考えます。

大成
　スクールバスに乗っている時間が1時間かかっていると聞きましたが、実際どうなので
すか。

　道路状況にもよりますが、一番遠い路線で35分程度です。

山園 　旧山園小のプールを解体してください。
　平成29年度、30年度、31年度の３カ年で、旧プール、旧保育所、旧視聴覚室の３カ所を
１つずつ解体する予定です。解体する順番については、地元の方々と調整して実施してい
きます。

福富

　近隣の北見工大、日赤看護大、東京農大などの大学と地元の高校が連携協定を結んで最
新分野を学ぶことをカリキュラムに入れてはどうでしょうか。
　農家ではICを使って操作するプログラムが必要になりますが、今はメーカーが作ったプ
ログラムを使っています。独自にプログラムに追加したいと思えばコストがかかります。
栃木にいる知り合いはそのプログラムを地元の高校が作り、知識を持った人が指導してい
ると言っていました。大空町も地元に農業高校があるので、プログラムを高校が作り指導
を工大の先生にしてもらってはどうでしょうか。そうすることで高校の特色にもなるし、
生徒も自分たちが社会に役立っているという自信にもなり相乗効果が高いと思います。

　平成28年５月12日に東京農大と包括連携協定を締結しました。具体的に何をやるかを詰
めているので、高校との交流というものを一歩踏み込んだ中で盛り込んでいくように考え
ます。

大進
　町内に高校を１校残すのも厳しいと思いますが、状況はどうなっていますか。他の市町
村から生徒を集めるには、相当の個性がないと難しいと思います。

　確かに１校残すのも大変だと思いますが、大空町の新しい高校づくりについて、教育委
員会や保護者の方々に議論していただいています。高校の形態を町立とすることにより１
校は残せるものと思っています。道内にも全道、全国から生徒を集める個性の強い高校が
いくつかあります。地元の生徒を集めるためには、中学生や保護者を対象として行ったア
ンケート結果を踏まえて議論していくことも必要であると考えています。

住吉
　今年の女満別高校の入学者数は17名と聞いています。近隣では小清水高校が、来年募集
停止となるそうですが、女満別高校も入学者が少なければ翌年に募集停止となるのです
か。

　すぐ募集停止になることはありません。小清水高校で募集停止を決定したのは、３年前
です。本町に限らずどこの町の高校でも募集停止の前に３～５年の猶予期間が設けられて
います。
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住吉 　町内高校の存続について、どのような方針や意見があるのですか。

　教育委員会では、「高等学校教育を考える協議会」を平成27年12月までに４回開催して
います。委員の方々には、町内に２つの高校を残すことは、今後の中学卒業者数の見込み
や町外の高校に進む生徒が多数を占めることから難しいという状況について、ご理解を得
ています。
　主な意見として、「町内に１校あれば良い」「普通科と農業科のある総合学科高校にし
て２校の校舎を活用した分校方式にする」があるほか、「２校の持つ大学や専門学校の推
薦枠を生かすために両校を残して学力向上に力を入れる」といった意見もありました。今
後も協議会を開催して皆さんの意見を集約し、より良い高校の運営形態を詰めていきたい
と考えています。
　教育委員会には「どのような高校なら地域の中に必要で、どういう学科を編成したら
通ってもらえるか」ということを考えて、その形態を議論してほしいと伝えています。単
に普通科志向のみならず、特殊な学科（音威子府村美術工芸高等学校のような）を編成す
ることでこの近辺だけでなく、全国から子どもたちを呼んでくる発想もあると思います。

豊里 　大空町内高等学校の入学者数の来年以降の見通しはありますか。

　平成28年度の入学者数は、女満別高校で28人、東藻琴高校で22人であり、女満別高校に
ついては前年から15人増加し、東藻琴高校は前年から１名減少しています。北海道教育委
員会の推計では、オホーツク東学区における中学校卒業者数は、５年後の平成33年３月に
は、本年度より100人、約17％減少すると見込まれています。大空町内の中学校卒業者数
は、オホーツク東学区全体の減少率を上回って減少することが見込まれることから、大空
町内及び網走市内からの大空町内の高等学校への進学率を踏まえると、40人を下回って推
移することが予測されます。

日進
　高校教育の問題について、今年度の入学者（36人）をみるとまったなしに早急に進めな
ければならない問題であり、２校ともなくなる可能性もあるのではないかと思います。地
元としては是非、女満別高校を残してほしいです。

　教育委員会において平成21年10月から対策を協議している経過があります。女満別地
区、東藻琴地区の人がそれぞれ主張していては話が進みません。時間的制約もあるため次
年度以降更なる協議を進め、最終的には決断しなければならない問題です。

開陽
　子どもが減少し、地元の高校に行かない子どもが増えている中で、地元の高校存続につ
いてどのような対応を考えていますか。

　町内で２校維持するのは難しいと考えています。１校体制にする意見が出ていますが、
どちらの高校を存続するかは決めかねているところです。中学保護者へのアンケートでは
総合学科の設置案が出ています。地域からは全国から集まってもらえる学校にしてはどう
かなどの意見もあります。大空町として考えて次に進めていく議論をしているところで
す。

開陽 　高校再編に専任職員の配置をしてはどうでしょうか。 　平成28年４月から生涯学習課に担当参事を配置し、対応することとしました。
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昭和
第２

　女満別高校周辺（教員住宅・野球場バックネット側）の樹木が高く伸びて危険なため、
伐採してほしいと思います。

　北海道の財産なので、町ですぐに伐採することはできませんが、危険等が予測される際
には、女満別高等学校と協議の上、危険除去の措置をとるよう努めていきます。

大東 　大空町内の高等学校について町長の考えを聞かせてください。

　町内２校が存続するのは難しいと思っていますが、町内に高校は必要です。町として正
式に決めたわけではありませんが、両校をいったん廃止し、新しい高校を作るような意識
が必要であると考えています。スピード感に欠けているとの指摘もありますが、方向性は
じっくり議論をして腹をわって話をしていただきたいと思っています。

西倉
　高校の出願状況が出ましたが、町内の高校の出願状況は定員割れとなっており、厳しい
と思います。

　ほとんどが町外を進学先として希望する状況であり、保護者や生徒に行ったアンケート
でも9割が町外を希望する結果となっています。そのため、道内や道外からも着てもらえ
るよう特色ある学科を目指すことも必要だと考えます。現在、同窓会やＰＴＡの方々と、
町に１校を残すためにどうしたらいいか、議論を進めているところです。

中央
　高校のことですが、東藻琴は町立、女満別は道立ですが、町長としてはどう残していく
つもりですか？

　私の考えとしては、女満別、東藻琴どちらの高校も廃止して、新しく大空町としての高
校を作りたいと考えています。（新しく建設するというわけではない）どちらかをどちら
かに統合するという方向ではありません。道立にできればよいのですが、道教委では難し
いと思われます。町立で残すという方向で固まれば、腹を据えて町で支えていきたいと
思っています。

大成
　北海道から女満別高校が廃止と通達がきたら、東藻琴高校のみとなってしまうのです
か。

　本年度も引続き、どちらを残すかの議論ではなく、町に高等学校を１校残すために何を
すれば良いかの議論を進め、新しい高等学校の目指す姿を具体化していくこととしていま
す。

大成 　全国から高校生を募集するのはどうでしょうか。
　音威子府高校のように特徴的な学科を作り、全国から生徒を募集しているところもあり
ますが、そうすると地域の子どもたちが入りずらくなってしまいます。総合学科などの職
業科なども含めた議論を今後していきます。

大成
　高校について、一般の素晴らしい人材を特別講師として学校に配置してはどうでしょう
か。
　できれば、マスコミに注目されるような人材がよいのではないでしょうか。

　今後検討していく「目指す高等学校」の議論の中で、学科やカリキュラム内容等を検討
していくこととなります。特別講師の配置等についても、その議論の中で検討していきた
いと考えます。

東藻琴
市街地

　今後の高校の在り方について、現在の２校のうち１つを分校的にして、両方の校舎を残
すことは考えているのでしょうか。

　どちらかの校舎を残すという議論から始めると、なかなか進まない現状です。個人的な
考えですが、現在の２校をやめて新たに１校造ることを念頭に置いています。協議会の議
論でも分校的な意見が出ているようです。現時点で１校確保するとの方向性しか決まって
いません。分校的なことも含めて、今後議論されることとなります。
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上東
旭台

　女満別高校の今の校舎は、何年に建築されたものですか？ 　昭和54年に町立から道立へ移管した際に建築されました。

豊里 　旧豊住小学校は今後どのように利用していきますか。
　平成27年度からは、社会教育施設として町民の方に利用していただいております。設置
条例を制定し、行政財産として位置づけするため関係法令との調整中でありますが、今後
も有効に活用出来るよう検討してまいります。

本郷
　成人式に参加した成人に、町内飲食店などで使用できる商品券を配布できないでしょう
か。

　成人式につきましては、成人となられる方へのお祝いとして例年行っているものであり
ます。従前は、食事会等も行ってきましたが、飲酒による問題が全国的な話題となり、大
空町でも食事会は廃止としました。
　進学や就職で、ばらばらとなりしばらくぶりに会う機会ともなりますが、同窓会に参加
する方も多いとは思いますが、参加しない方もおり全員一律での商品券の配布については
現在のところ考えておりません。

昭和
第２

　町内各種スポーツ大会（ミニバレー・300歳バレー・ソフトボール）への単一自治会で
の参加が難しくなっています。参加人数を集めやすくなるので、高校生も参加できるよう
してほしいと思います。

　300歳バレーボール大会やソフトボール大会については、現在も小学５年生以上の参加
が可能となっております。ミニバレーボール大会につきましては、４名が集まれば参加で
きる種目として、従前から成人を対象に開催してきました。チーム編成をする場合、年齢
の規定がなくバレーボール経験者のみで編成したチームと対戦する場合、社会人との技術
差もあり怪我も考えられます。
　自治会でもスポーツ大会参加について、参加しやすくなるよう、複数自治会での合同参
加などの柔軟な対応や、年齢制限について主催である協会等と検討してまいりたいと思い
ます。

福富
　町外から働きに来る人が多いとのことですが、逆に町外へ働きに出ている人もいると思
います。地元の保育所ではなく、働きに出ている場所で保育所に預けることもできるので
しょうか。

　町では多様な保育ニーズに対応するため、他市町村の保育所への入所や幼稚園への広域
利用に係る給付を行っています。施設の要件や空き状況等によっては入所できない場合も
ありますので、詳しくは学校教育グループまでお問い合せください。

大成
　大成公民館が投票所の会場になった時に電気代を負担してもらえるのでしょうか。公民
館の電気代は、地域で負担しています。

　本年７月に参議院議員通常選挙があり、大成公民館を第３投票所とする予定になってお
ります。
　投票所に係る光熱水費（電気料・燃料代等）について、電力会社等に対し、直接負担す
ることは困難なため、光熱水費相当について、自治会と協議の上、燃料などによる現物で
の負担とさせていただきたいと考えておりますので、ご理解を賜りますようお願いいたし
ます。
＊大成自治会と協議し、灯油54リットル（ポリタンク３個分）負担することで了承を得て
４月11日に給油済みです。
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開陽
　農家の後継者対策として、美幌町では女性の就農訓練があります。大空町では、どのよ
うなことを行っていますか。また、コンパなどは行っているのですか。

　何らかの取り組みが必要と考えています。美幌の就農訓練女性が東藻琴にお嫁に来てい
ます。交流会は農業配偶者対策の目的だけでなく、異業種交流として一昨年から行ってい
ます。１回70～80人の参加があります。
　農業に興味を持って定住してもらうため、平成27年度に東藻琴へ酪農に従事者向けの住
宅を造りました。十勝管内では、女性専用の住宅を作っているところもあると聞きます。
平成28年度は、雇用主に人材への賃金助成も考えているところです。

日進 　農業委員会の委員報酬が安いのでないでしょうか。
　今後、近隣の動向など情報収集しながら検証します。改定が必要と見込まれる場合は、
特別職報酬等審議会に諮りご審議いただくなどの対応をとりたいと思います。
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