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◆ 平成２８年度　ふれあいトーク　実施状況について ◆ 平成２８年度　ふれあいトーク　回答一覧について

実施年月日 地区 ①　くらし・環境に関すること

平成28年12月1日 大東自治会 20 人

平成28年12月4日 千草自治会 10 人

平成28年12月11日 巴沢自治会 19 人

平成28年12月11日 栄町第５自治会 62 人

平成28年12月18日 西倉自治会 30 人 ②　福祉・健康に関すること

平成28年12月18日 女満別中央自治会 36 人

平成28年12月18日 日進自治会 12 人

平成28年12月23日 朝日自治会 23 人 ③　教育・文化に関すること

平成29年1月11日 東藻琴市街地 21 人

平成29年1月12日 女満別市街地 18 人

平成29年1月15日 眺湖台自治会 36 人 ④　イベントや観光に関すること

平成29年1月15日 湖南自治会 10 人

平成29年1月20日 末広自治会 12 人

平成29年1月21日 上東・旭台自治会 10 人 ⑤　産業・しごとに関すること

平成29年1月21日 開陽自治会 35 人

平成29年1月27日 豊里自治会 15 人

平成29年1月28日 住吉自治会 17 人 ⑥　行政・まちづくりに関すること

平成29年1月29日 本郷自治会 16 人

平成29年1月29日 日の出町第２自治会 23 人

平成29年2月1日 明生自治会 9 人

平成29年2月1日 山園自治会 7 人

平成29年2月8日 大成自治会 19 人 ⑦　防災・救急・消防に関すること

平成29年2月11日 東藻琴寿老人クラブ 62 人

522 人
救急・消防、防災

移住・定住、まちづくり、空港民営化、元気づくり応援事業、広報広

聴、子育て施策、財政状況、情報通信、人口減少対策、人事行政、地

域おこし協力隊、地域交通、地域振興施設、マイナンバー制度

参加人数

空き家対策、街灯、公営住宅、国民健康保険、ごみ・リサイクル、資

源・エネルギー、施設関係、自治会、樹木伐採・草刈り、上下水道、

除雪、動物・ペット、道路・河川、ふるさと納税、墓地

医療、健康、高齢者福祉、地域福祉

新しい高校づくり、幼稚園、スクールバス、スポーツ・文化

Ｐ2～Ｐ8

Ｐ8～Ｐ10

Ｐ10～Ｐ15

Ｐ15～Ｐ16

Ｐ16～Ｐ18

Ｐ18～Ｐ22

Ｐ22～Ｐ23

イベント、観光

商工業、農業、まちの産業
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平成２８年度　ふれあいトーク報告書

分野 地区 要望・質問等 返答

空き家対策 朝日
　町内の空き家について、危険な空き家や活用できるような空き家の対策を何か考えて

いますか。

　平成２０年度から町内の空き家を有効活用してもらえるように、登録制度を創設し、町のホーム

ページで紹介しています。空き家購入者には補助金を２０万円まで、リフォームに３０万円まで補助

金を支出し、廃屋にならない対策を実施しています。

　危険家屋の所有者に電話連絡や文書送付を行い、解体や飛散防止対策等を促すとともに相談にも

のっています。平成２６年度から町内の危険家屋解体費に５０万円まで補助金を支出し、利用件数も

増加しています。今後、危険家屋の危険度に応じた基準を設けなければならないと考えています。

街灯 栄町５
　街灯をLED化しましたが、以前設置していた場所から変わった箇所があります。設置

した箇所を変更することは可能ですか。
　新たに街灯を電柱共架し、一部の街灯については向きを調整します。

街灯
女満別

市街地区

　３丁目線、院長住宅からはなぞの団地にかけて街灯を電柱共架で構わないので設置し

てほしいです。夜間の防犯パトロールを行っていますが、暗くて不安です。
　新たに街灯を設置し、一部の街灯については向きを調整します。

街灯 末広
　自宅近くに街灯がつきませんか。見通しの良い道路で猛スピードの車が通ることがあ

り、怖い思いをすることがあります。
　新たに街灯を電柱共架します。

街灯 豊里 　豊里公民館に街灯がないので設置してほしいです。
　平成２９年度、公民館のＬＥＤ化事業の中で対応することとします。

　設置場所などについては、自治会長に相談のうえ、決めていきたいと思います。

住まい 千草 　年齢的に大空町で住み続けることができるのか心配です。

　町の中で移住してもらう仕組みが必要と考えます。

　現在、持ち家がある場合、公営住宅に入ることができません。特別な考え方、条件により可能にで

きるよう考えます。

国民健康保険 巴沢 　国保税率を市町村で決められるとありますが、目標値はありますか。

　例えば、北海道が大空町は１０００万円納めてくださいと言ってきたとすると、その１０００万円

を国保加入者の所得を推計して税率を決めていきます。現在も町としては一般会計から充当してみな

さんの負担を抑えています。

国民健康保険 大成
　国民健康保険税が平成３０年度から変わるということですが、どのような状況なので

しょうか。

　これまで２回の試算結果のもと、北海道では急激な負担増とならないよう激変緩和の措置を検討し

ています。町においても世帯構成や所得層により税負担がどう変化するかをよく検討し、急激な負担

増とならないよう配慮したいと考えています。

ごみ・リサイクル 中央
　枯れ木や植物は燃やせないごみで出すことになっていますが、燃やせるごみになれば

ごみが減るのではないでしょうか。
　方向性として、燃やせないごみから燃やせるごみにできるような仕組みを考えています。

ごみ・リサイクル 中央 　落ち葉を堆肥にするという考えはないのでしょうか。
　すべてのものが堆肥化できるわけではありませんが、町の施設の堆肥場を利用するなどして堆肥化

することも考えています。

ごみ・リサイクル
女満別

市街地区
　リサイクルサンタ―に直接、資源物を持ち込まれる方は多いですか。

　リサイクルセンターでは古紙、プラスチック、ペットボトル、空き缶などを持ち込めます。直接、

持ち込んでいる方は多いかと思いますが、割合的にはわかりません。

　私自身も持ち込んでいますが、その際には必ずと言っていいほど町民の方にお会いします。そう

いったことを踏まえると持ち込まれる方は一定程度いらっしゃると思います。

ごみ・リサイクル
女満別

市街地区

　リサイクルセンターでは、資源物を持って行ったときに、案内をしてくれる人はいま

すか。

　案内をしている人はいません。ただし、リサイクルセンターの職員が作業しているときは、どこに

何の資源物を置いてくださいといった対応をすることができます。職員の勤務時間外やリサイクルセ

ンターが稼働していないときには、リサイクルセンターの手前に物置がありますので、そちらに搬入

していただければと思います。
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平成２８年度　ふれあいトーク報告書

分野 地区 要望・質問等 返答

ごみ・リサイクル 眺湖台

　ごみ屋敷となっている家があり、役場に連絡してごみを撤去してもらったのですが、

最近またごみがたまってきました。カラスがごみをあさりに集まって、散らかしていく

ので、迷惑しています。

　過去数回にわたり本人に対して文書や口頭で注意していますが、なかなか解決に至りません。引き

続き定期的な現地確認と注意喚起を行います。

ごみ・リサイクル 豊里

　豊里公民館に設置されているごみステーションに回収できないごみが長く放置されて

います。シールは貼ってありますが、ごみを出した人は持って帰らないため意味があり

ません。個別収集はできませんか。

　悩ましい問題ではありますが、回収できないごみを無理に回収すれば、ごみを出した人は行いを直

しません。他の地域ではごみステーションを道路沿いに設置したところ不当な行為は少なくなったと

いいます。

　現在、町のごみ収集事業は約２億円の費用がかかっているため個別収集となると負担額がさらに大

きくなってしまいます。シールの内容を丁寧にするなど対策をしたいと思います。

ごみ・リサイクル 大成 　住吉の一般廃棄物最終処分場は、何年くらいもつのでしょうか。

　当初の計画では平成３１年まででしたが、実際は平成３４年、３５年くらいまでは使用できると考

えています。平成２８年度に処理に係る基本計画を策定し、次の処分場を確保するか、広域の利用を

推進するかを考えていかなければなりません。

　重量物が減り、プラスチック化になっているため重量は減っていますが、容積は逆に増えていま

す。１年でも延命ができるよう、今の分別区分を細かく見直しをしていかなければいけないと考えて

います。

資源・エネルギー 栄町５
　町として風力発電や波を活用した電気等、町が収入を得られるものを考えたことがあ

りますか。

　道の駅に施設を作るときに風力発電ができないかを検討しましたが、赤字になるということでやら

なかった経過があります。実際行っているのは、温泉熱を利用した庁舎の暖房や本郷に排水機場を作

り、網走開発建設部にお願いしソーラーパネルを作りました。年間、売電収入が２００万円程にな

り、経費の節減に努めています。

資源・エネルギー 眺湖台
　ヒマワリは、単に鑑賞するだけではなく、種をとって油にする等の活用をしたほうが

利益が出るのではないでしょうか。

　単なる観賞用ではなく産業にしていくことも重要と考えています。しかし、現在植えられているヒ

マワリは緑肥用であり、種をとって油にすることはできません。

施設関係 中央 　畑の中の旧陸軍施設の撤去については、国でやってもらえないでしょうか。 　平成２９年度に状況を確認して、国・北海道と協議します。

施設関係 大東 　防空壕の陥没について、何か対応してもらえることがあれば教えてください。
　平成２９年度に現地を確認して、対応可能な事業があるか国・北海道と協議します。対応事業がな

い場合は、工事残土を利用した対応を検討します。

施設関係 山園
　山園ふるさとセンター（旧山園小学校）周辺施設の解体撤去の予定を教えてくれませ

んか。

　平成２９年度は旧プールの解体撤去を予定しています。旧保育所、旧視聴覚室についても年次計画

で実施する予定です。いずれの解体撤去についても事前に自治会と協議のうえ実施します。

施設関係 開陽
　公共施設等のトイレについて和式を残している理由は何ですか。できれば全部洋式に

してほしいと思います。また温水洗浄便座の整備も考えてほしいです。

　公民館等の改修では７～８年前から洋式トイレも取付しています。全改修にいたっていないのは、

資金面及び洋式トイレを使いたくないという意見もあったためです。今後は順次洋式トイレを増やし

ていく考えです。新しい建物は基本、洋式（洗浄つきも含め）にすると考えています。女満別幼稚園

も現在和式があり、平成３１年予定の建て替えにあわせて洋式にする予定です。

施設関係 西倉
　東藻琴農村環境改善センターのトイレの洋式化を望みます。女性用洋式トイレが１つ

しかないため、集まりがあったときは行列になっています。

　東藻琴農村環境改善センターの１階女子トイレは、洋式和式含めて３つあります。従前は、洋式

１・和式２でしたが、平成２８年度に、洋式を1つ増やしましたので、高齢者でも利用しやすい環境

となりました。
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平成２８年度　ふれあいトーク報告書

分野 地区 要望・質問等 返答

施設関係 日進 　農業研修センターは取り壊しても良いのではないでしょうか。

　昭和４８年１１月に建設した農業研修センターの耐用年数が５０年であることから、補助制度上、

平成３５年１１月以降に解体できることとなります。耐用年数が経過しないうちに解体するには相応

の理由も必要となりますし、今取り壊すと２００万円ほど補助金の返還金が生じます。

　今後消費税の増税が予定されており、解体時期を遅らせることで逆に経費が増加することも考えら

れることから、解体時期の検討をしていきたいと思います。

自治会 中央 　自治会の総会資料は役場で印刷してもらうことは可能ですか。
　用紙を持ってきていただければ印刷します。総会時期は混雑しますので、余裕をもっていただける

と助かります。

自治会 日進 　公民館の給湯器が壊れています。町か自治会、どちらで直せばいいのでしょうか。
　町で設置した給湯器については、町で修繕します。施設の管理基準については、公民館長会議の際

に再度説明をします。

自治会 朝日

　朝日公民館正面入り口を通行止めにして、工事の事務所・資材を置いているので正面

から出入りできるようにしてほしいです。また、倉庫の屋根の雪下ろしのための通路の

確保及び３月上旬から農作業機械を使うので雪の堆積場所を移動してほしいです。

　自治会長、工事業者、担当課による協議のうえ、対応しました。

自治会 末広 　末広会館内の段差解消をお願いしたいです。 　末広会館と同様の会館もありますが、末広会館については平成２８年度予算にて対応しました。

自治会 上東・旭台

　旭台会館は自治会の所有物ですが、町の所有物になりませんか。今年も自分たちで壁

や屋根を直しましたが、材料費だけで町からの助成金以上の経費がかかっています。ま

た、年齢も重なってきており維持していくのが難しくなってきています。

　雪解け後に現地状況について確認をし、自治会長とその後の対応等について協議します。

自治会 開陽

　自治会の環境整備について、ごみ拾い等では補助もいただけました。神社で倒木があ

り伐採しようとしましたが、自分たちでは対応が難しいです。工面することはできませ

んか。

　神社境内の木については町で伐採することはできません。雪解け後に現地確認を行います。

自治会 山園
　昨年の天候不順により会館の床下にカビが発生しているので、対応をお願いしたいで

す。

　平成２９年度に発生しているカビの除去とカビ防止対策を講じることとします。

　各自治会館の修繕及び照明ＬＥＤ化について、東藻琴地区自治会長会議（２月１５日開催）におい

て、修繕等の必要箇所について担当課へご連絡等をいただき、適宜現場確認させていただく旨の説明

をしています。

樹木伐採・草刈り 大東 　保安林の雑木の間伐や撤去、本数を減らすことなどは可能なのでしょうか。

　国への要望により、伐期を迎えたものについては切らせてもらえるようになりましたが、皆伐は認

められず、択伐ならばよいということで、毎年、少しずつ切るようにしています。伐採の要件の緩和

についても要望を出しているところです。

樹木伐採・草刈り 大東
　町道に雑木が残っていたり、道路用地に枝がかぶっていたりしているので、パトロー

ルをお願いします。

　随時現地を確認し、対応します。

　農業振興地域内の道路につきましては、多面的機能支払交付金で対応が可能です。地域保全組合で

点検して、雑木の伐採、枝の切り払いが必要な場合は活動計画に入れてください。地域で処理できな

い立木伐採については、業者で処理するよう対応します。

樹木伐採・草刈り 中央 　運動公園トマップ川の草刈りをしてほしいです。 　散策路の橋周辺について、草刈りを実施したいと考えています。

樹木伐採・草刈り 中央 　防風林の伐採をお願いしたいです。また幅を残して草刈りするのはどうしてですか。
　防風林については確認し伐採をしたいと思います。町道の草刈については、車道側の一部を残して

しまっている箇所は残さないで行うよう指導します。

樹木伐採・草刈り 中央 　Ｂ＆Ｇ海洋センターとの境界の草刈りを丁寧にしてほしいです。 　承知しました。

樹木伐採・草刈り 中央 　テニスコートが落ち葉で大変なので、運動公園斜面の雑木伐採をしてほしいです。 　野球場の整備に合わせて、法面の整理もしたいと思います。
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平成２８年度　ふれあいトーク報告書

分野 地区 要望・質問等 返答

樹木伐採・草刈り 眺湖台
　眺湖台線で、斜めになっている木があります。台風や大雪で倒れる危険があるので、

早めに切ってほしいです。場所は、眺湖台線を走ってもらえばすぐわかります。

　業者と現場を確認したところ、簡単には伐採できないことがわかりました。

　早期の伐採に向けて、今後も引き続き業者と協議を続けていきます。

樹木伐採・草刈り 湖南
　昭和との境の防風林ですが、南風が吹く度に電線が切れ停電となることが続き、保安

林となっていません。何とかならないでしょうか。

　当該保安林の危険木については平成２７年及び２８年にで伐採処理を行いました。今後も保安林の

パトロールを随時行い危険木について早急に対応していきます。

樹木伐採・草刈り 上東・旭台
　上東自治会の木の伐採について、昨年度中にお願いしたいと思っていましたが、平成

２９年度に伐採してもらえますか。
　平成２９年度に伐採します。

樹木伐採・草刈り 開陽 　見通しが悪いため、国道３３４号周辺の木を伐採してもらえませんか。
　土地の所有者が町を含め、複数人に渡っているため、所有者と協議を行い、可能であれば伐採の対

応をしたいと思います。

樹木伐採・草刈り 開陽
　防風林についてどこまでが町の財産なのか、個人の財産のなのかがわからないため、

どのように伐採等していいかわからないのですが。

　山林の境界については町でも判断することができませんが、森林調査簿等の情報提供を行うことが

できます。

樹木伐採・草刈り 本郷 　国道の大排水の雑草（アカクサ）を処理してもらえないでしょうか。 　本郷地区保全組合役員と協議のうえ、多面的機能支払交付金で実施します。

樹木伐採・草刈り 本郷
　夏の草刈りを早くしてもらえませんか。６月いっぱいまでに刈ることにしているんで

すが、終わってから回ってきます。
　今後も日程調整のうえ、対応していきます。

樹木伐採・草刈り 山園 　会館周辺の樹木の剪定、伐採をお願いしたいです。 　現場確認をしました。今後の対応については自治会長と協議のうえ、決めていきたいと思います。

上下水道 栄町５ 　水道水を美味しくしてほしいです。
　女満別地区の現在の水源の水質はあまりよくないので、より水質のよい新しい水源を利用できない

か、湧出量等の調査を行っているところです。

上下水道 眺湖台
　女満別地区と東藻琴地区で水道料金が異なっています。公平を保つためには、同じ料

金にするのがふさわしいと思います。

　女満別地区と東藻琴地区では水源の水質が違うので、飲める状態にするまでにかかる費用に差があ

ります。このため、料金を統一しようとするならば、単純に両地区の中間の料金にするというわけに

はいかず、東藻琴地区の料金を女満別地区並みにする必要があります。しかし、それは現実論として

はなかなか難しいので、両地区の差を少しずつ縮めるよう、給排水経営審議会で審議を重ねていま

す。また、女満別地区の現在の水源の水質はあまりよくないので、より水質のよい新しい水源を利用

できないか、湧出量等の調査を行っているところです。

上下水道 眺湖台 　古梅ダムの水を水道水として使ってはどうですか。

　古梅ダムの水利用について、平成２９年から地域整備方向検討調査で協議していきます。水道水と

して利用するときは多額の費用負担が伴うことも考えられますので、開発局と水道水や他に有効利用

ができるよう負担費用も含め協議、検討していきます。

上下水道 山園
　ここ２年くらい山園地区で漏水事故が続いていますが、酪農家にとって断水は大きな

問題です。水道漏水は、事故が起こったときにその都度修理するしかないのですか。

　両地区で水道監視システムを整備済みですので、漏水があった場合は早い段階で場所を特定できる

仕組みになっていますが、町内の水道管は年数経過により老朽化した管が多いことから、漏水事故も

多くその都度修理しているのが実態です。現在漏水事故を減らすため、年次計画で水道管の更新を進

めているところです。

除雪 眺湖台

　歩道の除雪がされず、車道を歩かなければならない場合があります。除雪センターに

連絡しましたが、担当不在とのことで、その後全く連絡がありません。他の地区でも同

じような状況なのでしょうか。

　歩道を除雪するには、歩道幅が約２ｍ必要であり、除雪ができない状況です。除雪センターの対応

については、今後そのようなことがないよう指導します。

除雪 眺湖台
　いつ排雪をしてもらえるのか、予定がわかりません。事前に周知してもらえればと思

います。

　以前、町配信のメールで周知したところ、排雪実施前に住宅敷地内の雪を道路に出され交通事故が

発生した事例があることから周知については厳しい状況です。また、排雪作業が始まっても悪天候に

なった場合、排雪作業を中止し町道路線の除雪をするため、予定どおりに実施できなくなります。
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平成２８年度　ふれあいトーク報告書

分野 地区 要望・質問等 返答

除雪 意見箱

　車道はいつもきれいに除雪されていますが、歩道は十分な除雪がされず、歩くのに大

変です。また車道の排雪で歩けない状況になっています。車道優先でなく高齢者が一番

歩く歩道をもっと丁寧に歩きやすいよう除雪してください。

　歩道の残雪については、路面凹凸部での残雪が発生しているため、極力残さないよう努力して、凹

凸部の補修等を実施していきます。排雪時については、巡回し対応します。

動物・ペット 眺湖台
　エキノコックスの駆虫剤は、町内にまんべんなく撒くのではなく、巣がある付近に集

中的に撒いてほしいです。

　駆虫剤は全町的に撒いていますが、平均的にではなく怪しいところを重点的に撒いています。撒く

前の罹患率は42％でしたが、撒いた後には一桁代にまで下がりました。

　現状では大空町と小清水町で駆虫剤散布を実施していますが、より広い範囲で継続的に行っていく

必要があるため、近隣市町に声をかけていこうと思います。

動物・ペット 眺湖台

　キツネの絶対数が増えているので、駆除することにも投資が必要だと思います。しか

し現状では、ハンターがエキノコックス感染を恐れてキツネに触れたがらないような状

況です。

　駆虫だけではなく駆除も必要です。ハンターになる人材を確保できるよう、銃の許可更新等の費用

等を助成することも行っています。また、単にキツネに触れただけでエキノコックスに感染するわけ

ではないので、正しい知識を周知していくことも必要と考えています。

動物・ペット 眺湖台
　キツネに餌をやっている方がいます。餌やり禁止条例を町で制定することはできない

のでしょうか。

　制定することはできません。広報誌などを活用して野生動物への餌やり禁止について、周知を定期

的に行っていきます。

動物・ペット 眺湖台

　眺湖台では、他の地区の方が犬を散歩させた際にフンを道路上にそのまま放置してい

きます。特に旧女満別食品跡地周辺は、倒木や雑草が放置されて荒れた状態のため、フ

ンが放置されやすいです。立札を立てる等の対策が必要と思います。

　町の広報誌などで犬や猫の飼育マナーについては、周知を行っております。今後継続して周知する

とともに、雪が解けたころに一度、現場確認を行いたいと思います。

道路・河川 大東 　女満別川の床ざらいの陳情の状況について教えてください。

　北海道に掛け合って、冬に向けて女満別川の河畔林の伐採・床ざらいを進めてほしいというお願い

をしているところです。なお網走建設管理部事業課で道道福住女満別線に架かる大東１号橋から上流

L=2.7km伐採済みです。町が行う工事としては、大東１号橋から下流域の河道内の倒木処理を行いま

す。

道路・河川 大東
　大成４会館の十字路について、「止まれ」の標識はありますが、点滅式の信号機を設

置するなど何か他にしてもらえることはありませんか。

　平成２９年度に電光掲示板を２基設置予定です。設置場所などについては地域の方に相談のうえ、

決定させたいと思います。

道路・河川 巴沢 　今年、橋の工事が進んでいますが、その先はいつになりますか。 　旧落合橋の解体工事を完成させ、平成３１年度着手できるよう計画します。

道路・河川 巴沢 　開陽中央線の道路工事は何年かかる予定ですか。 　平成３１年度から５箇年程度でゴルフ場入口までの予定とし、残りを順次計画をたて実施します。

道路・河川 中央 　トマップ川の河道掘削を下手からお願いしたいです。

　河川管理者である網走建設管理部事業課と協議した結果、町で行える工事は河道内の倒木処理のみ

であり、土砂上げ等については認められませんでした。今後、網走建設管理部事業課に土砂上げ要望

をします。

道路・河川 中央
　仮に高校の校舎を行き来することになれば道路整備なども必要になると思いますが、

交通の便がよい方法でお願いします。

　高校の行き来のこともそうですが、両地区を結ぶパイプのような道路を早期に整備できるようにし

ていきたいと思います。

道路・河川 中央
　台風の影響で排水に泥が入っているところが多く、特にトマップ川の土砂上げが必要

だと思うのでお願いします。

　国や北海道にお願いはしているところですが、予算や時間なども考えると一度にすべて取り除くこ

とは難しいと思います。なので１２月の定例議会で町として取り除くための予算を取ることを提案し

ています。北海道とも協議していくところです。

道路・河川 西倉
　南１８号道路の畑から道路に降りるところにカーブミラーは取り付けられないです

か。
　雪解け後、現地を確認します。

道路・河川 西倉 　千草西倉５６号線が滑りやすいので、滑り止めの砂をまいてほしいです。 　砂散布箇所に追加しました。

道路・河川 西倉 　滑り止めの砂を自由に取りに行けるようにしてほしいです。 　東藻琴総合支所前に設置しました。
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平成２８年度　ふれあいトーク報告書

分野 地区 要望・質問等 返答

道路・河川 西倉
　西倉会館横の道が、春先にぐちゃぐちゃになり、乗用車が入れない状況になります。

舗装した方が経費も掛からないと思います。
　舗装は、交付金がなかなか下りず厳しい状況ですが、春先に現地確認を行いたいと思います。

道路・河川 西倉 　松原商店から網走側の道道網走川湯線の傾きはどうなりましたか。
　松原商店から網走側は、道路改築工事としては次期工区（平成３０年度以降）となるため、一部車

道及び路肩の沈下により危険性の高い箇所を部分補修される予定です。

道路・河川 西倉
　町の排水路整備について、総合計画に載っていますか。また、いつ対応の予定です

か。
　現在、事業選択中のため、時間を頂きたいです。

道路・河川 末広
　南２９号道路から福富へ抜ける道路ですが、見通しが悪く舗装もされていません。改

善できませんか。

　現在、当該道路をすぐ直す計画はありませんが、春になれば確認をして対応できるところがあれば

行いたいと思います。

道路・河川 末広
　住宅が道路と接しており、作業車が通るときほこりが家に被っています。簡易舗装に

でもできませんか。

　簡易舗装の他、防じん処理などの方法もあるかもしれません。どのような対応ができるか考えま

す。

道路・河川 上東・旭台
　旭橋から上る旭台の道路の、崖を削って作った下側の法面部分の木の伐採をお願いし

たいです。台風などで倒木の恐れや道路が崩れる恐れがあります。

　平成２７年度に災害で法面が崩れたことがあり、町全体の法面の点検を実施しています。支障木に

ついては理解しているので、できるだけ伐採するようにします。多面的機能支払交付金を活用しなが

ら伐採をし、道路の維持管理をしていきたいと考えています。舗装の見直しの時期も来ているので併

せて点検を行いたいと考えています。

道路・河川 上東・旭台 　畑が多いため側溝に土が溜まります。
　道路パトロールは路面からとなるので、どうしても見えにくい部分があります。通報いただければ

随時対応します。

道路・河川 開陽
　福住線ではトラックの往来が危険です。高齢者ドライバーが生活用品の確保等活動幅

が狭まってきている状況もあるなか整備をお願いしたいです。

　道路予算が少ないのが現状です。要望額の４９％しか認められていません。福住線は優先順位を高

くして要望させていただいているところです。

道路・河川 豊里 　豊里２１線の整備が何年もされていないので、定期的に整備してほしいです。
　春先に一度状況を確認してから、グレーダーだけでなく除草作業などを視野に入れて対応していき

ます。

道路・河川 住吉
　住吉１３線の舗装化をお願いしたいです。もし整備の計画がないのであれば、年数回

砂利だけでもいいのでひいてもらえませんか。

　１６線、住吉１号橋から１２線までの区間、２３線の整備の計画はしています。１３線について

は、舗装まではできませんが、砂利をいれるなどの対策を検討していきます。実施前には周辺の住民

の方々にご相談します。

道路・河川 本郷
　堤防に上がるカーブから本郷１５線までの間の（道路幅に設置している）スノーポー

ルを増やすことはできないでしょうか。運送トラックが落ちることが度々あります。
　平成２９年度から増設します。

道路・河川 本郷
　堤防に上がるカーブから本郷１５線までの間の道路ですが、１ｍから２ｍくらい幅を

広くすることはできないでしょうか。

　堤防に上がる道路については、河川管理者である国が管理しているため、現地を確認し要望をして

いきます。

道路・河川 本郷
　西２号排水路の西２号線から東側の鉄板が全体的に腐食しています。改修工事の目途

はあるのでしょうか。計画的にコンクリートトラフにしてほしいです。

　道営事業を、平成31年度から平成32年度計画策定、平成33年度から実施するよう新規地区申請す

ることで事務手続きを行っています。西２号排水路につきましては、その道営事業の中で改修するこ

とで計画しています。

道路・河川 本郷
　パナシュクベツ川が土砂の堆積であふれてしまいます。川ざらいをお願いしたいで

す。

　河川管理者である網走建設管理部事業課と協議した結果、町で行える工事は河道内の倒木処理のみ

であり、土砂上げ等については認められませんでした。今後、土砂上げ要望をします。

道路・河川 本郷
　道路排水について、黒瀬川に向かっているコンクリートトラフの中に砂まきの砂がた

まっているので清掃してほしいです。
　開発局に定期的に清掃するよう申し入れをします。

道路・河川 山園
　「ひがしもこと」の名称をできるだけ残してほしいです。例えば藻琴山の小清水峠は

紛らわしいので藻琴峠に戻してもらいたいです。
　網走建設管理部事業課に申し入れをして対応しています。
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道路・河川 大成 　大成の交差点に光のセンサーが付いているが、日中は反射して見えづらいです。

　平成２９年度、電光掲示板を２カ所設置するため、そのセンサーをどうするか相談したいと考えて

いました。外してもよいか、時期が近くなったら自治会に相談をさせていただきたいと思います。止

まれの標識の位置をずらし、道路標示も整理させていただきました。

ふるさと納税
意見箱

明生

　当町にもふるさと納税の協力があるようですが、件数、金額、使途などの概要をおし

らせください。【意見箱】

　ふるさと納税の納付額と使い道はどのようになっていますか。【明生】

　平成２８年度の寄附件数は１，４００件、寄附金額 ５２，０００，０００円を見込んでいます。平

成２７年度の寄附件数は１，８１８件、寄附金額５４，６４３，１０５円です。

　森林資源の維持及び整備事業や高齢者が健康でいきいきと暮らす事業、未来を担う子どもたちを育

む事業などに寄附金を活用しています。

　採納・活用状況については、今後町ホームページに掲載します。

墓地 日進 　墓地は合同のものがあってもいいのではないでしょうか。 　平成２９年度計画予定です。決定後は広報誌等でお知らせします。

医療 湖南 　町内医療機関への救急搬送が増加したことについて、中身を知りたいのですが。

　地方では医師が減少し、網走厚生病院も医師不足であるため、できるだけ町内医療機関での対応を

しているところです。女満別中央病院では４月から常勤医が１人増となります。２４時間ダイヤルも

ご活用ください。

　※救急搬送及び受入の実施に関する基準に基づき、傷病者の重篤度・専門性等により、搬送先を選

定することとなっています。軽症の方や中等症の方で脳・心臓疾患以外の方の一次救急は各市町村内

の医療機関が担うこととなっています。

医療 末広

　日曜日に体調不良（後に髄膜炎と診断）で女満別中央病院へ行きました。しかし、こ

こでは詳しく診られないと言われ、紹介状も書いてもらえず当番病院しか教えてもらえ

ませんでした。もっと良い対応の仕方があるのではないですか。

　通常、病院間で連絡を取り合い、例えば網走脳外科ですぐに診てもらえるか聞くなどすべきだと考

えます。恐らくその時に対応されたのは院長ではないと思いますが、今後そのようなことがないよう

病院に伝達しました。

医療 意見箱

　病院の入院、通院者の医療費がかさみ高額になっているようですが、日常で通常加療

を受けている方の中に病院の検査項目と重複している方が多くいるようです。よく調べ

て、無駄をなくしてはいかがでしょうか。

　現在、町で実施している集団健診で特定健診を受けていただいた方には、結果を返す際に、「治療

中の方は医師に結果を見てもらうように」と伝えています。検査項目については、その日その時の患

者さんの症状によって、医者が診断して必要な検査項目を決定しているところです。

健康 千草 　健康ダイヤル２４は、医者がこたえているのですか。
　医療の資格を持っている方がこたえています。救急だけでなく、日常的なことでも良いので医者や

保健師、栄養士に相談することを２４時間無料でおこたえしています。まずは登録をお願いします。

健康 西倉 　健康ダイヤル２４は、会社に委託しているのですか。 　委託しています。網走市などでも利用されています。

健康 巴沢
　健診の特典は５年ごとに無料となっていますが、予算があれば２年とか３年ごとに無

料にしてもらえれば、受診率が増えると思います。

　受診率を高めるため、節目としての５年おきとなっています。負担は伴いますが、自分への投資と

いうことで健診を受けていただきたいと思います。

健康 山園
　町（国民健康保険）が実施している特定健診を受診しようとしたら断わられたのです

が。

　正確には町の国民健康保険が実施している特定健診になりますので、法人経営の方は受診できませ

ん。わかりづらい制度になっているかと思います。今後町民のみなさんに不便をかけないよう町の窓

口や病院にわかりやすく「表示」するなどの対応を考えてみます。

高齢者福祉 日進
　老人ホーム等の待機者はどれくらいいるのでしょうか。施設的には十分なのでしょう

か。

　入所の待機者は平成２９年２月末現在で１６２人います。町内にはベッドが空いている施設もあり

ます。平成２９年度に東藻琴福寿苑が３０床増床となることから、今後十分確保される状況になると

思われます。

高齢者福祉 眺湖台 　吹雪に安否確認が来ましたがどういう基準ですか。 　７５歳以上単身世帯、７５歳以上の方のみで構成する世帯に電話しています。
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平成２８年度　ふれあいトーク報告書

分野 地区 要望・質問等 返答

高齢者福祉 末広 　農村部の７５歳以上独居者でも、除雪補助の対象となりますか。

　除雪サービスは高齢の方や障がいをお持ちの方が、通院や買い物などの外出時をはじめ日常生活を

営むうえで支障となる道路に面した出入口部分と玄関先までの通路部分などの雪を除雪する事業で

す。対象者は町民税非課税または町民税所得割非課税世帯であり、次のいずれかに該当する場合が対

象となります。

　①６５歳以上単身世帯

　②６５歳以上の方と６０歳以上で方で構成する世帯

　③身体障がい者手帳の交付を受けている方のみで構成する世帯

　④身体障がい者手帳の交付を受けている方と６０歳以上の方のみで構成する世帯

高齢者福祉 上東・旭台

　福祉の仕事は、仕事の割に報酬が少なく職員は大変だと思います。東藻琴福寿苑に対

する町の負担はどのようになっていますか。建てる時は国の補助もありいいのですが、

その後はどのようになっていますか。

　増床に関する建築費は約６億円かかります。そのうち９割は町が助成として負担します。基本的に

運営は東藻琴福祉会の会計で行っています。小規模修繕は東藻琴福祉会で行っていますが、建物の大

規模修繕等は町で応援することもあります。

高齢者福祉 住吉
　最近は高齢者の交通事故が多く、町では福祉タクシー券の発行などを行っています

が、民間も出資し合ってミニバスのようなものを定期的に運行してみてはどうですか。

　スクールバスの混乗や、相乗りタクシーを試験的に実施してきましたが、なかなかうまくいかない

ことがありましたので、今は福祉タクシー券を交付することで支援をさせていただいています。近隣

の市町村まで行けるようにしてほしいですとか、運転免許証を返納した方や障がいのある方について

は年齢要件を引き下げてくれないかなどの要望もありました。

高齢者福祉 末広 　東藻琴福寿苑が増床されると聞きましたが、どのような計画ですか。

　福寿苑増床の工期は平成２９年６月中旬から平成３０年１月末を予定しています。主体は東藻琴福

祉会ですが、町も補助を行います。３０床増床し、計６０床となります。開設は４月の予定で、１０

床程度の受入からスタートし、平成３０年度内に３０床満床を予定しています。

高齢者福祉 本郷 　特別養護老人ホームについて、現在の待機者は何人くらいでしょうか。 　入所の待機者は平成２９年２月末現在で１６２人います。

高齢者福祉 本郷
　東藻琴福寿苑の増床に係る待機者の取扱いはどのようになるのでしょうか。東藻琴の

待機者が優先となるのですか。

　特別養護老人ホームについては、原則６５歳以上かつ要介護３以上で、在宅での介護が困難な方が

入居することができます。入居に際し、入居希望施設または市町村担当窓口に書類を提出し、各施設

の入所者検討委員会が、介護にかかる労力や在宅介護の困難性を点数化したものに基づき、優先度の

高い方から入居できる仕組みになっています。そのため、東藻琴と女満別といった地区による優先順

位はありません。

高齢者福祉 本郷 　東藻琴福寿苑の増床に伴って介護保険料の増額はあるのでしょうか

　介護保険料は増額になります。サービスを受ける個人負担も増加しますが、支える側の介護保険料

も増加すると考えています。農業者のみなさまはすでにご存知かと思いますが、農協が予定している

介護サービス施設が設置され供用が開始されれば、介護保険料の適用範囲となるので増額の要因とな

ります。第７次介護保険事業計画（平成３０～３２年度）を平成２９年度策定するにあたり、十分検

討します。

高齢者福祉 本郷 　グループホームを増やすことは考えていないのでしょうか。

　３年毎の介護計画に位置付けていく必要がありますが、平成２９年度までの計画には予定していま

せん。需要を見極めながら３年毎の計画で考えていきます。第７次介護保険事業計画（平成３０～３

２年度）を平成２９年度策定するにあたり、十分検討します。
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平成２８年度　ふれあいトーク報告書

分野 地区 要望・質問等 返答

地域福祉 末広
　役場に身の回りのことを相談しようと思っても、職員が若かったりして話すことがで

きません。末広の民生委員も関わりがないのですが、どうすれば良いですか。

　窓口でのお話しの内容等によっては、担当職員や保健師、管理職がお聴きするなどして対応しま

す。まずはお気軽にご相談ください。

　民生委員については地区担当制としており、それぞれ活動等いただいているところですが、民生委

員児童委員の定例会議の中で問題・課題・情報等を共有しています。お住いの地区以外の民生委員も

対応等をすることができます。何かありましたら町へご連絡ください。

新しい高校づくり 大東 　新しい高校について具体的に教えてください。

　将来、子どもが減少していく見込みの中、少ない子どもを取り合うようなかたちではなく、空港の

ある町として、全国から子どもたちを呼べるような高校を目指して大きく発展したいと考えていま

す。どちらかの高校を１校選ぶということではなく、町に高校を１校残すために、女満別・東藻琴の

両高校が積み重ねてきたもの両方が学べる町立の全日制総合学科として、発展的に２つある高校を１

つにして、スタートしたいと考えています。

新しい高校づくり 大東
　現在の女満別高校は道立ですが、新しい高校は「町立」として進めていくということ

ですか。

　道立の高校は１学年４間口以上に整理・統合していくという北海道の方針のため、町が目指す「新

しい高校」は町立としてやらざるをえない状況ですが、町立だからこそ、ストレートな取組が可能だ

と考えています。社会人を対象とした学びの機会の提供も考えています。

新しい高校づくり 大東
　これから高校へ進学する子どもたちやその保護者から、新しい高校に対する具体的な

要望は聴いているのですか。

　平成２７年７月、中学生とその保護者に対しアンケート調査を実施しました。その結果、多様な進

路に期待する意見が多かったことから、総合学科というかたちで新しい高校の実現を目指していると

ころです。

新しい高校づくり 千草 　東藻琴高校を残してほしいです。

　いずれ高校がなくなるという危機感から、何とか高校を残すために考えたのが町立の全日制総合学

科です。農業を大事にしながら郷土愛にあふれる人材を育て、東藻琴高校の精神を引継げる新しい高

校を目指しています。全国から生徒を呼ぶためには、農業一本では難しいことから、農業をベースに

しながらも農業以外も学べる高校、空港のある町として全国に売り出して行きたいと考えています。

新しい高校づくり 巴沢 　新しい高校づくりの町民説明会では、どのような意見がありましたか。

　「現状では維持できないこと、総合学科のことなど何も聞いていない」、「定時制のままのほうが

良いのでは」、「道立高校にできないのか」、「学力はどうするのか」、「どうして２つの校舎が必

要なのか」、「学校間のバス移動は大変では」などの意見、質問をいただきました。

新しい高校づくり 巴沢 　授業のたびに学校間を移動するのは大変ではないでしょうか。

　例えばホームルームは女満別校で行い、農業系の生徒は東藻琴に移動して１日実習すると、そして

普通科系、商業科系はこちらでといったように、生徒が疲れて授業にならないといったことがないよ

うに配慮したカリキュラムを考えていこうとしています。

新しい高校づくり 巴沢

　大学に行く、就職する、農業学科などの専門学科と選択肢が多いのはいいのですが、

専門教師も増え、町としての負担も増えていくかと思います。総合学科にする意図はな

んですか。

　いろいろな選択肢が欲しいというアンケート結果を踏まえ、大空町の高等学校教育を考える協議会

の協議から出た答えとなっています。

新しい高校づくり 巴沢 　選択肢が多すぎるのではないかと思いますが。
　１人でも絶対やらなければならないかというと、町もある程度のキャップをはめて先生を配置しま

すから、３人以上いなければ選択できないとか詰めていかなければならないと思います。

新しい高校づくり 巴沢
　こっちも使う、あっちも使うという中途半端な結果だと思いますが、うまい方向に進

むようお願いしたいです。

　平成３２年の開校となると今の中学２年生、保護者の理解を早めにもらわなければなりません。不

安材料となりますので、町として、教育委員会として配慮し進めていきたいと思っています。
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平成２８年度　ふれあいトーク報告書

分野 地区 要望・質問等 返答

新しい高校づくり 栄町５ 　新しい高校づくりの専門学科はどのような科目を考えていますか。

　総合学科として大学受験も可能な普通科と農業学科を考えています。この案は、高校のPTA等の学

校関係者の方々の意見をまとめています。大空町は農業が中心なので、農業を一つの軸に持っていく

べきではないかという意見が多かったです。高校だけで完結するのではなく、その上の学校に向かう

ために普通学科も大切にしていきたいと考えています。

新しい高校づくり 栄町５
　新しい高校づくりはいい案かと思います。地域に高校を残す取組は非常に重要かと思

います。

　新しい高校づくりについては、これまで大空町の高等学校教育を考える協議会において、議論を重

ねてきたところで、町民説明会やふれあいトークの意見を踏まえ、地域に貢献できる人材を育成する

ためにも、２つの高校を発展的に１校に統合すべきとの協議が行われています。

新しい高校づくり 中央
　高校の校舎を２つ利用するということですが、２校間の生徒の行き来はどのくらいに

なるでしょうか。

　どのように科目を選択するかによって変わってくると思います。北海道内では名寄市で２つの校舎

を使っているということなので参考にし、北海道教育委員会などとも相談しながら、今ある２つの校

舎を利用していきたいと思います。

新しい高校づくり 日進 　２つの高校の統合について、生徒は集まるのでしょうか。

　単に新しい高校を作れば生徒がくるとは思ってはいません。生徒募集については、２校を１校にす

ることで町がひとつとなり、強い情熱と意気込みをもって、しっかり議論・検討していきたいと思っ

ています。具体的には、東京農大と連携し、農大の教授に授業をしてもらうカリキュラムを作り、高

校から大学まで７年間この地域で学ぶルートを作ったり、生徒募集につなげていくことなどについて

議論しています。

新しい高校づくり 西倉 　高校は統合しても、施設としては両方残るということですか。

　町立の総合学科として、進学や就職も可能な高校を検討しています。その場合、１つの校舎だけで

は物理的に無理だと考えています。カリキュラムなどをシミュレーションした結果、このようになっ

ています。

新しい高校づくり 西倉 　新しい高校は、定時制ではないのですか。

　部活動を活発にやりたいと思っても、定時制だと限られてしまうため、大空町の高等学校教育を考

える協議会では全日制にしたいという考えであったと思います。今の東藻琴高校でも、４年生まで上

がった生徒は何年かで１人という状況であり、そのことを踏まえて町立の全日制がいいという議論に

至っています。

新しい高校づくり 朝日
　平成３２年に新しい高校が開校とのことですが、現在ある２校は廃校になるのです

か。

　平成３２年３月３１日に現在の東藻琴高校と女満別高校が廃校となり、平成３２年度から新しい高

校になる予定です。

新しい高校づくり 朝日
　今の高校の新入生募集も止めてしまうのですか。在学している２・３年生はどうなり

ますか。

　平成３２年４月で現在の東藻琴高校と女満別高校の募集は停止となり、２・３年生は新しい高校へ

転学となります。

新しい高校づくり 朝日 　高校を新しく建てるのですか。 　高校を新しく建てるのではなく、既存の高校を利用していく考えであります。

新しい高校づくり 朝日 　授業の場所はどちらがメーンになりますか。

　総合学科の中で将来進学を考えている方は女満別、農業を主体として考えている方は東藻琴という

ように人によって多少メーンの場所は変わるのではないかと思っています。また、授業内容により場

所が変わるということも考えられます。

新しい高校づくり
東藻琴

市街地区

　全日制の総合学科、１間口４０人学級で４０人集まるかわからない中、授業が成り立

つのですか。総合学科でコース分けするのではなく、自然に触れてゆったりとでき、本

当は４年生が残っていれば良いと思うし、座学よりも実際にいろんなことを体験しなが

ら勉強できる方が良いのではないでしょうか。

　大空町の高等学校教育を考える協議会に先生方にも入っていただき、可能であると判断していま

す。両校の良いところを引き継いで発展させていけるスタイルとして全日制の総合学科としました。

高校の先生方と子どもや先生の負担にならないよう運営できるカリキュラムを策定し進めていきま

す。町民の意見を確認し、説明する機会を作ります。
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分野 地区 要望・質問等 返答

新しい高校づくり
東藻琴

市街地区
　新しい高校について、全日制の総合学科は決定ですか。

　大空町の高等学校教育を考える協議会の中での考え方です。町民のみなさまに案を提示し、意見を

いただいているところです。決定ということではないと思っています。農業を中心としている町なの

で、農業から学ぶべきこともある一方で、そればかりではない部分も加味してほしい意見もあったこ

とから両方を並立する形で総合学科という案になりました。

新しい高校づくり
東藻琴

市街地区

　今後５年間でオホーツク東学区では１１０人程度生徒が減少するということは、３間

口は減ることになると思います。町内や網走から来てもらっても足りなくて全国的に募

集をかけることになれば、総合学科ではなくて、特徴のある学科を打ち出して人を集め

るのが大事だと思います。

　農業という特色や花を育てたり食品加工の部分は外せないと受け止めています。農業を中心とした

中で、いかに食という部分を出していくかがキーポイントになるだろうと思っています。東京農大と

将来的な高校との連携の話をさせていただいている部分もあります。そういう中で、全国からの募集

という発想も実現させていかなければならないと思います。

新しい高校づくり
東藻琴

市街地区
　新しい高校について、構想は１間口ですか。

　大空町のような地域の町立の高校の運営を考えると、町や地域の方が熱意をもって支えていかなけ

ればならないと感じています。今の時点で北海道教育委員会には、１間口からスタートさせてくださ

いという話をしています。

新しい高校づくり
女満別

市街地区

　今の女満別高校は道立でありますが、町立になった際、建物などは無償で町に贈与と

いうことになるのですか。また、人件費など今は北海道の負担かと思いますが、それも

一部は継続して北海道が負担してくれるのですか。

　道立の高校であるため、校舎、グラウンドなどすべての施設が北海道の財産です。　町立の高校と

なった際には、すべての財産を北海道から無償で贈与されることになります。歴史を遡りますと、町

立の女満別高校だったことがあります。その際には町の予算で建てました。その後、道立に移管しま

したが、当初町で負担していたものを返還してもらうことになります。

　先生方の給与といった人件費につきましては、様々なルールによってパターンが分かれます。道立

の高校の場合はもちろん、北海道から給与が支払われることになります。町立の東藻琴高校について

は、定時制であるのと先生が北海道から来ていることもあり、北海道から給与が支払われておりま

す。町立の全日制の高校になると、先生方の給与はすべて町から支払うことになります。しかし、そ

うなると町の負担が大きくなるため、先生の人数に応じた形で地方交付税として町の歳入になり、そ

れを人件費に充当することになります。

新しい高校づくり
女満別

市街地区

　人口が減っていく中で、将来的に廃校となる高校が出てくるということはわかりま

す。北海道は今すぐ女満別高校を廃校にすると言っているのですか。

　町としては歴史のある２つの高校を残したいのですが、北海道の高校の配置に関する方針の中で

は、道立の高校は１学年４間口以上に整理・統合していくという大前提があります。

　女満別高校につきましては、現在１学年１間口ですので、北海道からいつ募集停止という考え方を

示されてもおかしくない状況です。しかし北海道からは、町としてこれからの高等学校教育の考え方

を地域のみなさんと議論して方向を見出すまでは、募集停止の措置はとらないと言われています。

新しい高校づくり
女満別

市街地区
　いつまで北海道は議論の方向性を待ってくれるのですか。

　町の議論がまとまるまでは、待ってくれると言っていますが、いつまでも待ちはしませんとも言わ

れています。

新しい高校づくり
女満別

市街地区
　全道的な高校の統廃合の最終的な目途はいつ頃までですか。

　北海道は具体的な年度までは明言されていませんが、子どもの人数が減少している中で、次の募集

停止校について着実に考えていると思います。

新しい高校づくり
女満別

市街地区
　募集停止校になる前に、事前に手を打っているように思えるのですが。

　そんな先んじて行うのかと思われるかもしれませんが、すぐにでも取り組まなければいけないと考

えています。今までの北海道とのやり取りを踏まえますと、５年、１０年余裕があるとは思っていま

せん。

新しい高校づくり
女満別

市街地区

　高校が統合するとなると、そこに集まる教員などの人材が大きく揺れ動くことにな

り、優秀な人材の確保が難しくなるのではないでしょうか。

　どれだけ熱意のある方に来ていただくかが大きなポイントだと思います。北海道に対して強く要望

していくとともに、町としても人材確保のために予算を充てなければいけないと考えています。
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平成２８年度　ふれあいトーク報告書

分野 地区 要望・質問等 返答

新しい高校づくり 湖南
　高校の再編についてですが、今後の子どもの数の推計はどのようになっていますか。

魅力ある高校にしていきたい気持ちは伝わりますが、具体的に見えません。

　中学校卒業見込み人数は、年々減少していく見込みです。新しい高校の学科はアンケートや意向調

査により特色を持たせて行きたいと思っており、２校を移動する生徒の負担も考慮しつつ、大学とも

連携して、進学希望者、農業従事者などの多くのニーズに応えられる高校を目指します。

新しい高校づくり 上東・旭台
　新しい高校は国家資格を取れるようなものを目指すのですか。また、その資格を取れ

ればすぐ正職員として就職できるようになるのですか。

　資格取得は目指していきたいと思っています。ただ高校の３年間だけで完結するのは難しいと思っ

ており、高校で基礎部分を学びながら大学へ行き、３年＋４年で完了するように考えています。東京

農大と連携しており、講師派遣も可能との回答を得ています。

新しい高校づくり 開陽
　２つの校舎を使うとのことですが、将来的には１つの校舎にすることを考えているの

ですか。

　統合再編し新しい高校１校にしていきたいところです。町立の全日制総合学科とし校舎は２か所の

活用を考えています。カリキュラムを考えていくためには、方向性を近々決めさせていただきたいと

ころです。

新しい高校づくり 開陽 　新しい高校づくりの在り方について、どのようにお考えですか。
　地域で育った子どもたちにどのような教育をしていったらよいか、子どもたち本位で考えていきた

いと思っています。

新しい高校づくり 住吉 　新しい高校づくりについて、住民の方々の反応はどうですか。

　平成３２年度からスタートしたいのですが、その年度に該当する保護者の方々が説明会に来られな

かったりして、まだまだ関心が低いという印象を受けています。子どもの数も減ってきているので、

高校がひとつになるということについては仕方がないと思っている方が多いように思います。

　新しい高校では総合学科を予定していますが、本当に総合学科が地域になじむのかという意見もあ

りました。住民の方々からいただいた意見を再度協議会に持ち帰り、検討したうえで最終的な方向性

を出していきたいと考えています。

新しい高校づくり 日の出町第２ 　新しい高校は、道立と町立のどちらになりますか。

　北海道教育委員会の考え方として、道立高校の適正間口は４間口としていることから、町立しかな

いと思っています。道立の場合は学区が決まっていますが、町立の場合は学区がないため、全国から

募集できることとなります。

新しい高校づくり 日の出町第２ 　福祉を主体とした高校づくりの考え方はありますか。

　道立置戸高校が福祉科として１間口の募集をしています。町では総合学科として、普通科に重点を

置いたり、農業や商業など個々の進路にあった内容を選べるように考えています。専門的分野は高校

３年間で全てを習得することは難しいことから、高校卒業後の大学や専門学校へのステップとするよ

うな教育カリキュラムも重要と考えています。

新しい高校づくり 日の出町第２
　総合学科の高校として募集した場合に、将来的に子どもの数の減少が見込まれる中

で、多額の投資をしてどのぐらいの応募があるのかが心配です。

　どれくらいの応募が見込めるかなどの保証できるものはありません。努力しますとしか言えないの

が現状です。町では教育分野に一番力を入れており、町民のみなさんも町に高校を残したいとの思い

から導かれた結論だと思います。町としてもその考えに基づいて、最大限努力していきます。

新しい高校づくり 日の出町第２
　新しい高校にどうしても２つの校舎が必要なのでしょうか。維持管理費が相当かかる

ように思います。

　総合学科となると分野ごとに分かれたり、実習などを考えた場合に、既存のどちらかの１校だけで

は教室が足りないとのことから、２つの校舎が必要とのシミュレーションになっています。

新しい高校づくり 日の出町第２

　地元の子どもが地元の高校に入学しないのであれば、町が多額の投資をしてまで地元

に高校が必要なのでしょうか。高校卒業まで町内で過ごすよりも他市町の高校へ通うほ

うが、新たな社会との接点が生まれたり、視野などを広げることにもつながると思いま

す。将来的な費用対効果や志望者の数を考えると高校存続をやめて町の負担を避けると

いった決断も必要だと思います。

　他の地域でも不安視するような意見もいただいています。また、子どもたちの選択肢として残して

ほしいとの意見もあります。町としては、高校だけに特別に費用をかけているのではなく、幼稚園の

職員数を増やしたり、小中学校で町独自で教諭を配置したりなど、この地域で教育を受ける子どもた

ちのためにお金をかけるべきだと思っています。この原案は町民も交えて議論を深めた中での意見で

あるため、みなさんにお示しし、広い意見を取り入れた中で最終的な考え方をまとめなければならな

いと思っています。
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平成２８年度　ふれあいトーク報告書

分野 地区 要望・質問等 返答

新しい高校づくり 明生 　高校は女満別高校か東藻琴高校のどちらか一つに決まったのでしょうか。

　大空町の高等学校教育を考える協議会にて議論を重ね、１つの高校とする方針により町立の総合学

科として、２つの校舎を利用していきたいと考えています。現段階では正式に決定したものではあり

ません。

新しい高校づくり 大成
　高校について、東藻琴高校と女満別高校の校舎を存続して、総合学科をつくるという

ことでしょうか。

　大空町の高等学校教育を考える協議会の中で、総合学科に転換をするとなれば、今のどちらかの校

舎では教室が足りない、総合学科の科目や分野を取り入れるのであれば、両方の校舎を使っていきた

いということです。

新しい高校づくり 大成 　小さい町は人口も少ないので、２つの校舎を維持していけるのでしょうか。

　小さな町で２つの校舎を維持していくのは大変ですが、どちらか１つの校舎にして増築する必要が

あるとなれば、その投資も大変です。１つだけにしても、今ある校舎を取り壊して更地にして終わる

ということではなく、何か別な使い道を考えていかなければならたいため、別な経費はかかってくる

かと思います。

新しい高校づくり 大成 　今後入ってくる生徒の試算は行っているのでしょうか。

　オホーツク東学区の卒業者数ですが、平成１４年は９００人、平成２９年は５４６人、平成３７年

は５１０人です。子どもの数は減ってきていますが、今後文科省が教育のシステムを変えて、今ある

センター試験のあり方が変わり、どれだけ地域に貢献をしたのか評価するものが出てきます。また、

高校の授業の内容も変化します。道立の高校であるとすぐに仕組みを変えられませんが、町立の場合

は柔軟に対応することが可能なため、先進的な取組を行えば、人を呼び込むことができます。

新しい高校づくり 大成
　お金はかかりますが十分な教育を受けられる、それなりに優秀な教師の人数を確保し

ていただきたいです。

　道立の学校であれば北海道の基準があり、教員の配置も制限がありますが、町独自でお金を出して

教員のマンパワー充実を図りたいと考えています。

新しい高校づくり 大成 　高校について、現実的に負担が大きくなるのではないでしょうか。

　地域で教育の一貫性、一連性をもっていきたいと考えており、保育園での０歳児保育、小中学校で

の補助教員の配置、少人数学級、障がいのある子どもの学級に教員の配置を行っています。人に対す

る投資の経費については、町としてできる限りのことは行っていきたいと考えています。

新しい高校づくり 大成 　校舎は１つにならないのでしょうか。

　学校は１つでも、校舎が２つあると行き来が大変だという意見をいただいています。両地区それぞ

れメリットがあり、様々なカリキュラムを展開することができます。バスの移動中でもタブレットを

活用し、事前学習をすることができるなど、アドバイザーからの意見もあります。ある資源を有効に

活用していきたいと考えています。

幼稚園 朝日

　女満別幼稚園は建てられて年数が経過していますが、建て替え予定時期は、いつ頃に

なるでしょうか。近いうちの建て替え予定がないのであれば、せめて洋式トイレを増や

せませんか。最近の子は、和式トイレがなかなか使えないため、和式トイレが多く不便

です。

　平成３１年度に建て替える予定で考えています。平成２９年度から場所の選定なども含めた基本設

計、平成３０年度に実施設計、平成３１年度に建設と考えています。最近の家庭では洋式のトイレが

多くなっていますが、公共施設や商業施設などには和式トイレが設置されており、家では経験できな

い和式トイレの使用方法を学ぶことも必要との考えから残している意味合いもあります。

幼稚園 日の出町第２ 　女満別幼稚園の建て替えの話はどうなっているのですか。

　平成３１年度に建て替える予定で考えています。平成２９年度から場所の選定なども含めた基本設

計、平成３０年度に実施設計、平成３１年度に建設と考えています。建設場所は、今の場所、めちゃ

いるど館の横、中学校の近くの古くなった町営住宅敷地などがどうかといった話はあります。場所の

こともあり、役場だけの検証ではなく保護者を含めて、現地を確認したうえで平成２９年度からしっ

かりとした議論が必要になってくると考えています。
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平成２８年度　ふれあいトーク報告書

分野 地区 要望・質問等 返答

スクールバス 末広
　朝の女満別高校行きのスクールバス降車場は、なぜ吉井建設前で停車するのですか。

横断歩道を渡ることになるし、道の駅駐車場で下車ではいけないのですか。

　道の駅はバスの停車場が国道側のため、生徒の下車時には一般駐車場側に降りることとなってしま

います。駐車場内は、一般車両の通行もあることから、安全面を考慮し、吉井建設前町道での下車を

お願いします。

スクールバス 中央
　スムーズに移動するためにバスの増設が必要だと思いますが、そうなれば交通費を徴

収してもよいのではないでしょうか。
　子ども達が不自由ないようにする必要があると思いますので、参考にさせていただきます。

スクールバス 開陽
　スクールバスは家の前まで来てもらえていますが、部活動終了後のスクールバスにつ

いても家の前まで送迎してもらいたいです。
　利用する児童生徒の状況を鑑み、可能な限り要望におこたえしていきたいと思います。

スポーツ・文化 中央
　国民健康保険医療費を減少させる対策として、基礎体力の向上を図れる施設を充実さ

せたほうがよいのではないでしょうか。

　今ある施設の設備では不十分なところもあると思いますので、利用者の住み分けなどを考えなが

ら、町民のみなさんが気軽に利用できるような施設を検討していきたいと思います。

スポーツ・文化 中央 　運動公園の野球場を改修していますが、照明はどのようにするのですか。 　ＬＥＤにしたいと思っています。

スポーツ・文化 上東・旭台

　すぱーく東藻琴の傷みがひどい状況です。利用者（野球）の使い方が悪いと思いま

す。野球ボールでガラスや時計が割れていたり壁に穴があいていたりします。壁と照明

については全部直さないとだめかと思います。指導者がいるのだから掃除もきちんとや

らせてほしいです。天井にネットがないため、バッティングは絶対しないように指導し

てほしいです。

　確認したところ壁の穴は１２か所あるため、修繕していきます。全体的な壁や照明の補修は、大規

模修繕となるので年次的、計画的に対応していきます。利用団体にはバッティングをしないよう指導

しています。周りに防球ネットを張っていますが、子供はきちんと張れない部分もあるので、指導者

に使用を徹底するようにします。

スポーツ・文化 日の出町第２

　平成２８年度は旧豊住小学校を利用して柔道の合宿があったと思います。関係者から

聞いた話なのですが、責任者や費用、どのように運営されたのかなどの報告がなく、反

省会などもされていないとのことでした。実際どうなっているのでしょうか。

　平成２９年度へ向けての誘致活動（３月）終了後、平成２８年度内に実行委員会を開催しました。

スポーツ・文化 日の出町第２

　教育文化合宿実行委員会がここ数年間、開催されていない状況です。補助金の配分な

どどのようにされているのか疑問に感じます。それぞれの実施団体は決算報告などを

行っていると思います。本来であれば、それを集約して次年度の配分などを検討する実

行委員会が開催されるべきと思います。

　平成２８年度、合宿シーズン前に教育文化合宿実行委員会を開催しています。また年度末に１年間

の活動報告や平成２９年度へ向けてを議題とした実行委員会を開催しました。

イベント 末広
　芝桜まつりやふきおろしマラソンの際、旗や看板が道路に寄り過ぎて車のミラーに当

たることがあります。畑側へもう少しずらしてほしいです。
　承知しました。

イベント 開陽
　１０年記念運動会は大変よかったです。今後も年代層問わず、地域間の交流について

考えてもらいたいです。

　地域間の交流は高齢者が多いと思います。商工会や芸能団体等統一した団体もあります。子どもた

ちの交流する機会は少ないです。交流のきっかけは周りの大人が作っていきたいと思います。

観光 西倉
　芝桜公園へ行くまでの道に、あと何キロ等の看板がないと町外の人がわからないと聞

きます。何かつけたほうがいいと思います。

　東藻琴地区の各所に既設の芝桜公園案内看板があり、そのほとんどに芝桜公園までの距離が表示さ

れていますが、字が小さく見えづらいため、芝桜まつり期間中に主要な道路に臨時設置する案内看板

に芝桜公園までの距離を大きく表示することで対応します。

観光 朝日

　町には朝日ヶ丘公園があったり、黒澤明監督の映画ロケ地があったりなど、そういっ

た点を観光振興につなげるＰＲをしており、ホームページや観光パンフレットで知らせ

るのはいいと思います。観光客でにぎわうのはよいですが、写真撮影等でほ場に入り込

む観光客等も目につきます。防疫対策として、「ほ場に入らないで」といった注意看板

などを立てられませんか。朝日地区にはほとんどないように思います。

　近年、外国人観光客も多く見受けられます。注意看板は、多言語表記も検討しながら設置したいと

思います。
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平成２８年度　ふれあいトーク報告書

分野 地区 要望・質問等 返答

観光 日の出町第２
　女満別は花のまちと言われていますが、お客さんに花はどこですかと聞かれたときに

認識不足もありますが、あまり明確に答えることができません。どこにありますか。

　女満別地区では、空港線を中心に町民のみなさんと一緒に花壇の植込みから管理を行っています。

平成２９年度は、ＪＲ女満別駅前のロータリーを一新し、多くの来町者のおもてなしにつながればと

考えています。

商工業 住吉
　商工会が衰退していますが、道の駅の中に食事や買い物、娯楽などの機能を集中さ

せ、１箇所で楽しめるような場所をつくってみてはどうでしょうか。

　昔は商工業関係者に対して町からの補助が少ないのではないかという意見がありましたが、今はそ

らっきーカードやプレミアム商品券、新規に起業する方に補助金を出すなど様々な支援を行っていま

す。

　以前にも集合商業施設の話が持ち上がったことがありましたが、商工会加盟店の中で出店する方が

少なく頓挫した経過があります。

農業 大東
　畑地かんがい整備事業で整備した施設の管理問題について、考えてもよい時期なので

はないでしょうか。

　国営事業で整備した施設につきましては、平成２９年度地域整備方向検討調査を行い、施設の更

新・長寿命化を図るため開発局と協議しています。また、水利権面積の見直しについても、平成３０

年度更新に向け開発局と協議を進めています。

　散水機の導入・管路整備については道営事業の中で進めることで計画しています。

　散水機（リールマシーン）の補修については、平成３０年度から地域農業水利施設ストックマネー

ジメント事業により行っていく計画です。補助率50％、地元負担50％となります。平成２９年度中に

女満別水利管理組合と協議を進め事業実施をしていくことで考えています。

農業 千草
　来年度からワイン造りを考えています。ワインについて、町長の考えを聞かせて下さ

い。

　まずはブドウが造れるかが問題かと思います。次にワインをどんな位置付けで造るかの戦略が大切

です。包括連携協定を結んでいる東京農大からのノウハウや労力をお願いすることもできると考えて

います。苗やブドウ棚など新しい地場産品の製造に必要な試作に要する経費や試験研究・調査・研修

に要する経費は、元気づくり応援事業補助金（地場産業振興事業）を活用することが出来ます。

農業 中央
　多面的機能支払交付金は国から町全体に入りますが、実際には全額農村部の整備など

で使えているのでしょうか。

　多面的機能支払交付金は、農業者・各農協・土地改良区で組織しています、大空町広域協定運営委

員会に交付されます。平成２７年度からこの交付金を活用して農村部の農用地・水路・農道の維持管

理費として使用しています。交付金の使用は、大空町広域協定運営委員会・各地域保全組合と協議し

ています。交付金を使用して整備できるのは、農業振興地域内ですので全額農村部の整備として使用

しています。

農業 日進
　多面的機能支払交付金の使い方について、みんなが納得でき、平等に使えるようなも

のにしていただきたい。

　平成２７年度から活動をして、２年目が経過しています。各地域により抱えている問題が違います

ので、現段階では組合員全員が納得できる有効な使用にはなっていないかと思われます。今後、大空

町広域協定運営委員会・各地区保全組合と協議を重ねて、すべての組合員に納得していただける有効

な使用に向け努力してまいります。

農業 日進
　被災した農地について、手つかずの部分もまだある状況ですが、町では今後どのよう

に進めていくのですか。

　被災した農地の復旧は、道営事業の計画変更を行い、復旧作業を行なうことで北海道と事務を進め

ています。道営事業（平成２８年度）完了地区で被災した農地につきましては、平成３２年度から着

手できるよう新規地区申請の事務手続きを行ってまいります。

農業 日進
　広域豆類の施設は、単に管内集約したにとどまらず、オホーツクの豆の拠点として、

販売、加工などもしていくべきではないでしょうか。

　広域豆類の施設は、「オホーツクビーンファクトリー構想」で位置づけし、「原料供給にとどまら

ない新たな価値を創出」することをテーマとして施設整備が進められています。オホーツク産豆類の

ブランド化の確立や新たな可能性に着目した差別化商品の開発、加工、販売など関係機関と協力し検

討・模索しながら進めていきたいと考えています。
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平成２８年度　ふれあいトーク報告書

分野 地区 要望・質問等 返答

農業 日進
　ＪＡめまんべつでは高齢者アパートの建設を検討しています。町としてもぜひ協力を

お願いします。
　ＪＡめまんべつから依頼があればできる範囲で協力したいと思います。

農業 西倉
　多面的機能支払交付金に係る未払いの件で、上司から、部下がやったことで自分は知

らないといった発言があったようですが、知らないということがあるのですか。

　今回の件は、外郭団体への発注を上司に報告しないで進め、支払い遅延や事務の遅れを招く結果と

なってしまいました。外郭団体ということで、チェックが入りにくい点はありました。今回、上司も

処分の対象となっています。

農業 西倉

　多面的機能支払交付金に係る未払いの件で、地域のためにすぐに動いたのに処分が

あったことは気の毒に思います。町民にしてみれば、動いてくれることが一番大事で

す。今後、このことによって、対応が遅れることがないようにお願いしたいです。

　役場のルールとして、上司への報告はもちろん、支払いが年度を超すことなど絶対にあってはなら

ないことです。一生懸命やったことは認めたとしても、ルールはルールであり、組織として仕事をす

るためには処分は必要です。

　今回の件については、ひとりで仕事を進めることを容認してきたことにも問題があり、そのことに

ついては私どもも反省し、襟を正さねばならないと思っています。

農業 朝日
　網走市はシストセンチュウ発生地域であり、隣接する朝日地区としては非常に心配で

す。発生地に対する国等の支援はありますが、隣接地にはないのでしょうか？

　平成２７、２８年と国の補正予算でシロシストセンチュウに対する補助事業がありましたが、国の

当初予算では予算措置されていない状況です。北海道の補助事業である「地域づくり総合交付金」に

ついては、事前に要望を提出する必要がありますが、洗車場の整備を図るなどの対応は可能です。

　町ではＪＡめまんべつにシストセンチュウの対抗性植物である「ポテモン」の種子代を助成してい

ます。

農業 湖南

　網走でシストセンチュウが出ていますが、地番が朝日地区として発表されると、湖南

地区でも朝日地番があるので、種イモが作れなくなったり売れなくなる心配が出てきま

す。通い畑、出入り作の場合も含めて懸念しています。対応策はありませんか。

　網走市で平成２７年に国内で初めてシロシストセンチュウの発生が確認され、平成２８年９月に

は、国から緊急防除区域に網走市の発生地域が指定され、緊急防除が行われています。

　平成２８年の秋には、網走市と隣接する町内のほ場の土壌を採取してシロシストセンチュウ、従来

のシストセンチュウの発生確認検査を行いました。結果、町でのシロシストセンチュウの発生は確認

されませんでした。大空町は種馬鈴しょの産地であり、従来からシストセンチュウ類に対する防止策

として、土壌検診や抵抗性品種、対抗性植物（ポテモン）に対し、助成を行い普及推進しています。

町内で発生させないことが重要です。今後も引き続き発生しないよう関係機関と協力して対応してい

きます。

農業 開陽 　畑の災害復旧の関係で、少しでも事業主に負担がかからない事業はありませんか。

　現行の農地災害復旧事業では、被災農地の一部しか対象となりません。すべての農地が対象とな

り、道営事業程度の負担で復旧できる事業制度となるように、継続して制度改正を要望していきま

す。

農業 開陽
　基盤整備事業の終わりを迎えていますが、毎年のように異常気象が起こっている中、

基盤整備事業の引き伸ばしはできませんか。

　事業工期を引き延ばすことはできません。平成２８年度女満別東部高台地区道営農地整備事業が完

了しますが、平成３０年度から平成３１年度計画策定、平成３２年度から実施するよう新規地区申請

することで事務手続を行います。

農業 豊里
　豊住排水機場について、一時停止機能を解除すれば計画外水位到達後も排水可能です

か。

　現在使用しているポンプの排水能力は網走湖側の水位１．５８ｍまでしか排水できないので、国に

対して、より排水可能なポンプの更新を要望しているところです。

農業 豊里 　住吉１７線の排水機能について改善できませんか。 　網走川中央地区排水事業に盛り込めないか要望しているところです。

農業 豊里
　排水事業について計画が進んでいないように思えるのですが、早期の対応はできませ

んか。
　早期の対応に務めていきたいと思っています。
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分野 地区 要望・質問等 返答

農業
豊里

住吉

　開発が使用している高性能ポンプを常時配備してもらえませんか。【豊里】

　開発が所有しているような高性能なポンプを配備することは可能ですか。【住吉】

　高性能ポンプの購入・配置はできませんが、平成２９年度小規模農用地整備事業で防災対策として

ポンプ３台、発電機１台を購入します。災害等時には開発から高性能パンプの貸し出しは可能なので

連絡体制を整備し、早期の対応に務めていきたいと思っています。

農業 住吉
　豊住排水機場については国に要望しているとのことですが、サラカオーマキキン川の

堤防については氾濫する心配があります。今後どのようにしていくのですか。

　サラカオーマキキン川については、北海道が管理している河川です。現時点では、堤防の増強は検

討していません。川幅よりも少ない量の水しか流れていないので、河道掘削をして、本来の流量を確

保するよう北海道に対して要望しています。一昨年の大雨で大空町だけではなく、全道各地の河川が

ダメージを受け、北海道に要望があがっていますので、大空町だけに予算がつくわけではありません

が、例年よりも多くの予算がついていると聞いています。まずは河道掘削、そして次の段階として農

地のかさ上げや堤防の設置を要望していかなければならないと考えています。

農業 住吉 　サラカオーマキキン川の堤防を改善してもらえればと思います。

　網走湖のハザードマップでは、２４時間雨量で１６０ｍｍを想定していますが、２４時間雨量で最

大４００ｍｍに変更して作成することになりました。その想定で作成すると氾濫の可能性がある堤防

がでてきたので、河川の堤防の整備を今後進めていかなければならないと思っています。水害と土砂

災害の危険区域を示したハザードマップを平成２９年度中にみなさんに配布します。網走川の左岸地

域と網走川中央地区の国営事業の採択がなされる予定です。本来、土地改良区などの要望では、用水

路や畑の冠水などの事業に取り組めるものですが、排水対策についても検討していきます。現時点で

は排水対策関係の項目は入っていない状況で、国営事業が採択される４月には間に合いません。まず

は現時点での計画どおりにスタートし、進めていく中で排水対策についても検討してもらえないか要

望しているところです。

まちの産業 巴沢
　地域に若い人が残ってくれることが最終目標かと思いますが、具体的に就職して戻っ

てくる若者への支援は考えていますか。

　雇用の促進を図るため、新たに常用労働者を雇用する事業主に対して賃金等に係る費用の一部を支

援する地域就業者雇用確保事業補助金や専門的な技術習得の促進を図り優秀な人材を確保する事業主

に対して技術習得等に係る費用の一部を支援する地域産業人材育成事業補助金といった事業主が新た

な人材を雇用する際の支援制度があります。これらを活用いただければと思います。

まちの産業 湖南

　畜産クラスター事業の取り組みが不十分ではないでしょうか。他の市町村では既に協

議会を立ち上げ、様々な事業について申請していますが、当地域は取りまとめが進んで

いません。酪農が少数派なので力が入っていないのではないですか。

　女満別地区でもＪＡめまんべつを通じて１月に希望取りまとめを開始し、３月１０日現在で施設整

備３戸４件、機械導入で５戸５件の要望を受け付けています。今後、事業申請に向けて地域全体のク

ラスター計画及び戸別計画の作成や申請者戸別ヒアリングを進めてまいります。

移住・定住 末広 　移住者に対して、もう少し地域との関わりを持つよう指導してほしいです。 　空き家登録などで移り住む方に対しては、担当から自治会長へ挨拶に行くようお話をしています。

まちづくり
東藻琴

市街地区

　合併して１０年が経ち、いろいろな事業がありましたが、知名度が低いという話をき

きます。観光用の名刺の台紙を作って、町民に無料で還元する取り組みから町をＰＲで

きませんか。一般的な名刺は持っていますが、町を代表するような名刺をもっているこ

とで相手とのコミュニケーションにもなるので、実施してもらいたいです。

　地域づくり懇談会の中でも、大空町のＰＲの手段として名刺の提案がありました。名刺についてど

のような方法で提供できるかを検討します。

まちづくり
東藻琴

市街地区

　女満別空港があるので、例えば１５年目、２０年目といった時に、お金をかけて飛行

機に大空町をＰＲできるようなデザインを印刷して飛ばすなど、お金をかけて大々的に

やることで、マスコミが飛びついて全国放送や新聞に取り上げてもらう方法はどうで

しょうか。

　飛行機にペイントするのは、おもしろいと思いますが、多分数億円かかるのではないかと思います

ので、ハードルは高いです。お金のかけ方にもよりますが、マスコミが飛びつくようなＰＲを考えて

いきたいと思います。平成２８年度からはAIR-Gで大空町出身のアキオカマサコさんの番組スポン

サーになって特産品を出したり、町のことを話してもらうなどＰＲに取り組みました。
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空港民営化 日進 　空港の民間委託は女満別空港にもメリットがあるのですか。

　女満別空港は、オホーツク圏の拠点空港として、地域の産業・経済を支える重要な役割を担ってい

ます。また、ひがし北海道エリアにおいても重要な拠点と位置づけられ、広域観光周遊ルート形成を

はじめとする外国人受け入れ観光戦略には欠くことのできない空港でもあります。現在、民間委託の

候補にあがっている道内７空港のネットワークが構築されれば、これまでにない新たな観光戦略が実

現されます。ＪＲの分割民営化とは手法が異なり、土地等は引き続き国や北海道が所有したまま、滑

走路や空港ビル、駐車場等、空港の運営を一体的に委託するもので、民間の発想や行動力で新規路線

の誘致などが期待されます。

元気づくり応援事業 千草
　元気づくり応援事業の補助対象となるのに、商工会に入会しなければならないので

しょうか。

　個人、団体を問わず、町民のみなさんが主体的に実施する取組で、まちが活性化する、まちの元気

につながる活動をサポートするため、必要な経費の一部を町が補助する制度です。補助する要件に、

商工会へ入会しなければならないという決まりはありません。

元気づくり応援事業 意見箱
　元気づくり応援事業について、その活動の内容、成果、配分金額など、概要を教えて

下さい。

　元気づくり応援事業は、町民のみなさんが主体的に行う取組をとおして活力ある元気なまちづくり

につなげるため、平成２３年度から事業を開始しました。平成２８年度は、全８事業に対し170万円

を補助しています。平成２８年度の取組概要と補助の内訳は次のとおりです。

　①地域づくり振興事業として３件（子どもたちが版画カレンダーを作成して地域に配布、食と農に

関する消費者イベント、芸能団体による文化の振興・地域イベント活性に向けた取組）に計44万円

　②地場産業振興事業として１件（地元産黒毛和牛等を使用したコーンビーフの商品開発）に50万円

　③芸術文化活動事業として１件（旧豊住小学校を会場に町民向けライブイベントを開催）に16万円

　④国外研修事業として２件（海外農業先進地の視察研修）に計40万円

　⑤その他の事業として１件（東日本大震災被災地を町民有志で支援活動、交流）に20万円

　いずれの事業も町民のみなさんが主体的に企画、実施した取組であり、今後の元気なまちづくりに

生かされてくるものと考えています。

元気づくり応援事業 大成
　元気づくり応援事業のこれまでの取組に「子育てに奮闘するお母さんを応援する取

組」とありますが、具体的にどのようなことを行ったのでしょうか。

　産後・育児中の女性（お母さん）を対象に、講師を招いて精神的・身体的なケアを行う講習会が開

催されました。お母さんたちの心身のケアはもとより、この事業を通じて相互の親交が深まり、今後

の地域におけるさまざまな活動につながるものと考えます。

元気づくり応援事業 大成 　元気づくり応援事業は、講師を呼ばないものでも大丈夫なのでしょうか。
　大丈夫です。町民のみなさんが主体的に実施するものを応援するものであり、講師料以外にも係る

経費の一部を助成するものです。ただし、飲食に要する経費は対象となりません。

広報広聴 日進 　広報の担当者は誰ですか。なかなか文才があります。
　近年、年次ごとに広報担当者は変わっています。町民のみなさんにわかりやすい情報を提供できる

よう、今後もより一層努力します。

広報広聴 眺湖台 　ＨＰが更新されていません。社会福祉協議会、観光協会も同様です。
　最新の情報を発信できるよう、定期的な更新に努めます。ご指摘のあった社会福祉協議会や観光協

会に対しても、働きかけます。

子育て施策 巴沢
　子どもを産みやすい町、子どもを育てやすい町として力を入れていただき、子どもの

数を増やすことを目標にして、若い者に負担がかからない町づくりをお願いします。

　出産祝金、第３子以降高校・大学入学の祝金、保育料は第２子半額・第３子以降無料などと施策を

進めています。他町からの転入の話もあると聞いています。保育園、幼稚園の認定こども園への制度

移行も検討しており、平成３１年度に女満別、平成３２年度に東藻琴での整備を考えています。
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財政状況 大東
　新しい高校の開校や地域振興施設の開業により、町の支出が大幅に増加すると考えら

れますが、実質公債費比率への影響はどうですか。

　実質公債費比率は、今後１０年間は１２～１４％程度を維持できると考えています。ふるさと納税

を活用して全国からお金を確保していくような取組をしていきます。

　地域振興施設は、町の負担分もありますが、民間事業者が会社を設立し経営を行いますので、何億

円もかけて維持をしていくというような考えは持っていません。

情報通信 開陽 　高速ブロードバンドの整備をお願いします。

　平成２９年度は超高速ブロードバンドサービス未普及地域（ＮＴＴフレッツ光サービス提供エリア

外）を対象に需要調査を行います。需要調査の結果をふまえてインターネット接続環境の整備方法な

どを検討します。

　電気通信事業者によるインターネット接続環境整備については、整備のための費用負担と使用料等

の収益のバランスが悪く市街地から郊外への拡大は難しい状況です。どのような通信のコストがよい

のかなど、みなさんと考えていきたいと思います。

情報通信 山園 　携帯電話の電波圏外の解消と光ケーブルの整備を検討願いたいです。

　オホーツク管内では地上デジタルテレビ放送難視聴地域が国の補助事業により光ケーブル網が整備

され、ブロードバンドサービスを提供している町村があります。現在平場（面積が広い平野部であっ

て過疎地域である）の地域の整備が遅れている状況となっています。

　昨年ＮＴＴに相談しましたが難色を示されました。なお、町が事業主体となり整備した場合十数億

円程度の事業費が必要とのことでした。平成２９年度は超高速ブロードバンドサービス未普及地域

（ＮＴＴフレッツ光サービス提供エリア外）を対象に需要調査を行います。

人口減少対策 大東
　どのように町の定住人口や就業人口を増やすのか、ということについて何か考えはあ

りますか。

　町に住んでもらうために、団地の造成や住宅政策を行っています。住みやすく、通勤圏内で教育環

境が整っていることを近隣に向けてＰＲをしたいと考えています。また移住ＰＲサイトを開設しまし

た。遠くからの移住者だけでなく、近隣の方にも興味をもってもらえるように取り組んでいます。

人口減少対策
女満別

市街地区

　人口減少問題が取りざたされている中で、１００人いても、誰かがやってくれるだろ

うとかで、熱意のある人が１人もいなければ意味はなさないと思います。１０人しかい

なくても、それぞれが危機感もって取り組みを行えば、町は変わると思います。大空町

は住んでみるとなれば恵まれている町だと思います。のんびりしているところがいいと

ころですが、今残されている人が危機感を持って取り組めばいいと思います。

　言われたとおり恵まれている町だと思いますが、危機感をもって取り組んでまいりたいと思いま

す。元気づくり応援事業が多くの人にご活用され、町の中に新たな取り組みが増えてきたら、町自身

が元気になっていくかと思います。加えて、人口減少に立ち向かう「まち・ひと・しごと創生総合戦

略」の取り組みについて、人口動向のデータ分析を行うなどしっかりと効果を検証し、戦略の見直し

を行います。

人事行政 中央
　農業関連業者への未払いがありましたが、役場上のシステムに問題があるのではない

でしょうか。

　事務処理などで不手際がありました。担当職員やその上司の問題もありますが、そのような職場環

境や人事配置のバランスなどが要因として大きかったと思います。また未払いが発覚するのが遅れた

のは、本来役場であれば節目で監査があるのですが、他団体であったため監査の状況を確認する機会

が少なかったからです。これから改められるところは改め、努力していきたいと思います。
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人事行政 日進
　農業関連業者への未払いの問題について、職員数や人件費を減少しているため、過度

な事務処理を強いられているのではないですか。

　今回の件は、職員数や事務量の問題ではないと考えております。当事者が最低限の事務処理をでき

ていなかったこともそうですが、そういったことを学べない環境を与えていたこちらにも責任がある

と考えています。また、外郭団体の予算だったため、町の予算と同様のチェック機能が働かなかった

ことも１つの要因だと考えています。

　合併後、職員数・人件費は減らしていますが、民間への委託を増やすことで職員への負担はカバー

しています。職員を採用するにしても、職員１人当たり一生涯で3億5,6千万円かかる人件費を町民の

みなさまに負担していただくわけですから、将来を見据えて人を確保していかなければならないと考

えています。

人事行政 住吉 　夫婦で役場に勤めている方がいますが、問題はないのですか。
　今の時代、結婚したらどちらがが辞めなければならないというようなことはあってはならないこと

です。

地域おこし協力隊 意見箱
　地域おこし協力隊として幸田勝晴さんが採用されたようですが、活動状況、成果が上

がっていれば具体的に教えてください。

　現在２名の協力隊員がいます。幸田隊員は移住・定住支援員として、安倍隊員は観光振興支援員と

して活動をしています。ＳＮＳを活用して大空町の魅力を全国に発信したり、町のイベントに積極的

に参加し、町民のみなさんとの交流や意見交換をしています。いろいろな場面でみなさんの声や意見

を聴き、地域おこしの参考とさせていただきたいと考えています。

地域交通 日進 ＪＲはどうなるのですか。乗らないのだからなくなっても仕方ないのではないですか。

　鉄路は通勤や通学、通院など日常生活だけでなく、貨物列車の運行や観光周遊といった産業や観光

の分野などでも活用されています。地域の公共交通機関として、なくてはならない存在です。鉄路の

あり方などを検討する会議も開催されています。利用者が減ったからすぐに廃止するということでは

なく、地域に欠かせない交通機関として今後の方向性を検討していく必要があると考えています。

地域交通
東藻琴

市街地区

　交通機関が不便です。北見の病院に通院しているため、スクールバス（地域間バス）

を利用して女満別駅まで行きますが、１時間掛かります。北見から女満別駅に着き、ス

クールバス（地域間バス）に乗るのに２、３分しか待ち時間がありません。休校日の時

間帯だと安心なので、通常でもしてほしいです。

　ＪＲ女満別駅１５時５５発東藻琴行地域間バス発車時刻について、ご意見により、数分遅くする検

討をしておりましたが、３月４日のＪＲ時刻改正により、列車の女満別駅着が１５時４６分となりま

した。このため、地域間バスの発車時刻まで９分の余裕が出たことから、現状のまま運行を行いま

す。

地域交通
東藻琴

市街地区

　芝桜公園へ行くのに女満別駅に着いても交通手段がありません。タクシーでいくと莫

大にかかります。また、昭和２３年、２４年生まれの人数が多く、その世代の交通手段

をもたない方々が福祉のサービスがあたっていないので、考えていただきたいです。

　過去に女満別空港から芝桜公園までの無料送迎事業を行ったことがありますが、乗車率がとても低

く１年で終了となりました。駅を利用する観光客に対応するには平日休日関係なく、さらにＪＲの運

行時間に合わせなくてはならず、大変難しい面が多い割には乗車率を多く見込めないのが現状です。

今後どのような対応が良いのか引き続き検討していくこととします。

　町民向けには芝桜まつり期間中の日曜日に役場前から無料のシャトルバスを運行する日があります

ので、こちらをご利用願います。高齢の方には、福祉タクシー券や外出支援タクシー券を出していま

すが、それ以外の交通手段を持たない方について課題として検討していきたいと思います。

地域振興施設 千草
　地域振興施設を利用するのに、手数料（15％～20％）が掛かると聞いていますが、ど

の様な状況なのでしょうか。

　現段階で具体的に決まってはいませんが、指定管理者として施設を管理・運営する大空振興商事株

式会社に手数料について、ご意見があったことをお伝えします。

地域振興施設 千草 　地域振興施設の食堂・宿泊など、部門ごとに管理するのですか。
　地域振興施設は、飲食・物販・宿泊機能を持つ施設として町が建物を整備しますが、管理・運営に

つきましては、他の公共施設同様に指定管理者に委託し行うことになります。
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地域振興施設 巴沢 　地域振興施設はどこに、どのような目的で作っているのですか。

　東藻琴地区の佐々木食堂・旅館跡地の周辺に建設をしています。物販、会食、宿泊機能を持った施

設としました。運営は指定管理者に委託し行います。町は運営に関わりませんが、２４時間トイレや

駐車場などの光熱水費や除雪費などの負担は必要と考えています。

地域振興施設
巴沢

山園

　地域振興施設の名称はどのようになるのですか。【巴沢】

　地域振興施設の名称はその会社に委ねるのですか。愛称は必要だと思います。道の駅

の可能性もあるのですか。【山園】

　施設の正式名称は「大空町地域振興施設」となります。道の駅の登録については、少ない経費で各

方面に絶大なＰＲ効果があることから、地元商工会員で作る準備会や議会とも協議し、町の知名度

アップにも繋がるものとして「道の駅　ノンキーランド　ひがしもこと」で、国に対し登録を申請し

ています。愛称については、今後検討したいと考えています。

地域振興施設 西倉 　地域振興施設の営業時間はどうなっていますか。

　飲食施設の営業は午後９時までとなっています。全体のオープンは９月を予定していますが、飲食

や物販部分は８月頃から行いたいと考えています。宿泊施設も一般客の受入前にスポーツ合宿の受入

による従業員研修も検討しています。

地域振興施設

西倉

上東・旭台

明生

山園

　地域振興施設の運営主体は決まっていますか。【西倉】

　地域振興施設の運営は町ですか。【上東・旭台】

　地域振興施設の運営会社は決まったのでしょうか。【明生】

　地域振興施設建設後の運営はどうなるのですか。【山園】

　大空振興商事株式会社が指定管理者として地域振興施設の管理・運営を行っていきます。経営は基

本的に指定管理者が行いますが、２４時間トイレや防災拠点の機能もあることから、その管理費とし

て町から年間３００万～４００万円程を支払うことになります。イベントの開催や物販などでみなさ

んに利用をしていただき、人が集まることをしていだだきたいです。全体のオープンは９月を予定し

ていますが、飲食や物販部分は８月頃から行いたいと考えています。

地域振興施設
東藻琴

市街地区
　地域振興施設について、エレベーターやクーラーはあるのですか。

　２階は宿泊専用になります。階段もありますが、エレベーターも設置しています。全館エアコンに

よる冷暖房となっています。

地域振興施設 末広 　地域振興施設の概要についてもう少し教えてください。

　地元商工会員の方々による出資により、大空振興商事株式会社が昨年設立されました。大空振興商

事株式会社が指定管理者として地域振興施設の管理・運営を行っていきます。建物は３月末に完成し

ました。全体のオープンは９月を予定していますが、飲食や物販部分は８月頃から行いたいと考えて

います。

地域振興施設 日の出町第２ 　地域振興施設の食材購入に地元を優先するなどの予定はないのですか。

　東藻琴の事業者の方々が中心となって設立された大空振興商事株式会社が指定管理者として地域振

興施設の管理・運営を行うことから、地元を優先することになるのではないかと思います。町からの

指定管理委託でもあり、町内で調達できるものは町内で調達することも必要だと思います。

マイナンバー制度 千草
　多面的機能支払交付金の活動で、マイナンバーの提供を求められました。マイナン

バーの取扱いに配慮願います。

　事業者は、社会保障(福祉分野など）及び税に関する手続き書類の作成など法令で定められた事務を

処理するために必要がある場合に限って、従業員等にマイナンバーの提供を求めることができます。

今回、多面的機能支払交付金の活動の中で、日当が支払われることから個人の源泉徴収票の作成にマ

イナンバーが必要であることから提出をお願いしています。取扱いについては、十分注意します。

救急・消防 豊里 　救急車での搬送件数はどのくらいですか。
　平成２７年は出動件数３０８件、搬送人員２９９人でした。

　平成２８年は２月末日現在で出動件数３３６件、搬送人員３２６人です。

防災 大東
　防災ハザードマップで、大東公民館が避難場所となっているようですが、川に近いこ

の場所で適当なのでしょうか。

　周知が十分でなかったのですが、平成２４年度に地域防災計画の見直しを行いました。災害時の職

員対応の可能範囲などの理由、立地的な理由等により避難場所についても変更しています。大東公民

館広場は、現在は、避難所ではなく「一時避難場所」となっています。

　※一時避難場所とは、一時避難場所＝災害発生時に避難が必要な場合、地域で一時集合する場所、

または、一時的に退避して身の安全を確保する場所のことです。
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防災 栄町５
　自治会単位でも自主防災組織を作ることは可能ですか。防災資材を保管する施設を作

るとしたら助成はありますか。

　自主防災組織は自治会単位で作れます。大空町内では東藻琴の北１自治会が平成２７年度に設立さ

れました。住吉自治会は平成２８年１２月２５日に自主防災組織を設立しました。自治会単位でも可

能ですが、複数の自治会で組織を作るのも可能です。町の中に防災資材の保管施設を作るかは決めて

いません。本郷、住吉、豊里や湖畔等、水害がある自治会は近くに防災資材を置ける施設があるとい

いと思いますし、自主防災組織の設立が進めば、町としても応援していく話しをしています。

防災 日の出町第２

　自主防災組織の中で防災資器材整備の補助とありますが、街中にＡＥＤがあまりない

ように思います。公共施設にはあると思うのですが、公共施設以外の例えばお寺など場

所を決めてＡＥＤを設置する方法はないでしょうか。

　公共施設にはＡＥＤをある程度設置しています。過去には、事業所などにＡＥＤを設置する際は補

助金を出していました。結果的には、１～２件の設置だったと思います。消防からもＰＲをしていま

した。現在は補助制度はないと思います。事業者の方々と相談してみたいと思います。
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