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【分  野】 

【各自治会からの要望・質問等】 

※ふれあいトークの記録のため、話し言葉になっている場合

があります。 

 

【ふれあいトーク当日の町長回答】 【担当課】 

【東藻琴地区】 

高 校 

 

東藻琴高校にあった「山林」は、まだ現在も残っています

か。東藻琴高校の名前で。 

 東藻琴高校に在籍していたときに植林をしたことがありま

す。何年か経ってその土地を交換して、明生に植え替えをし

たと思います。その木は今、どうなっているのでしょうか。

東藻琴高校がなくなるので、その土地が大空町に移管される

のでしょうか。 

 

 僕たちが 16 歳の頃に植えた木がありましたが、それは新

富地区の農地を作るために明生のどなたかと交換したと聞い

ていました。その後、そのまま明生のものになっていると思

いますが、もう切っても良いような木になっていると思われ

ます。 

校庭のことでよろしいでしょうか。 

 

 

 

 

 

 

 

 東藻琴高校のスタートが昭和 28 年ですから、よーいドンでその

当時に植えたとしたらもう６０数年経っています。そこから数年後

に植樹したのでしょうから、少なくとも 50 年近くは経っていると

思います。確かめさせていただきます。 

 

【検討結果・対策等】 

東藻琴明生地区に旧東藻琴高校所有の 3.8ha の山林（立木）が

あることを森林調査簿で確認しました。樹種はカラマツで、樹齢は

50～60 年になっています。また、底地（土地）の所有者は大空

町になっています。 

この山林（立木）は、東藻琴高校の演習林となっていたことから

今後は大空高校に引き継がれることになりますが、ご指摘の通り、

樹齢的に伐期を迎えていることもあり、今年度中に現状を確認し、

今後の方針を検討することにします。 

 

 

生涯学習課 
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【分  野】 

【各自治会からの要望・質問等】 

※ふれあいトークの記録のため、話し言葉になっている場合

があります。 

 

【ふれあいトーク当日の町長回答】 【担当課】 

【東藻琴地区】 

コロナ関連 

 まずコロナウイルスの関係ですが、テレビで見ているとワ

クチン注射の関係でいろいろと問題があったと聞きました。

ワクチンと一緒に届く注射器が５回とか 6 回分使えると言っ

ていましたが、どんな形でワクチンを接種するのかお聞かせ

ください。 

（健康介護グループ主幹） 

 指摘のとおり、ワクチンと一緒にシリンジと呼ばれる注射器が、

届くようになっています。高齢者の接種につきましては、5 回接種

ができるシリンジをつけて送られることになっています。6 回接種

が可能な注射器につきましては、確保の目途がつきしだい変更にな

ると聞いていますが、今の段階ではまだわかっていません。 

（町長） 

コロナウイルスのワクチンの関係でいいますと、先ほど担当から

説明がありましたが、現在、意向調査を行っています。お答えいた

だいた方が８８％だそうです。その内、９４％の方が「すぐに接種

します」とお答えになったということですので、２千数百人中、今

時点で、２千人くらいはすぐに接種するという話をいただいていま

す。 

高齢者の方々の接種については、私どもから「この予定で接種い

ただけますか」という内容等について、クーポンを配るときにお知

らせしようと思っています。ただ、都合が悪い時間帯だったり、日

程だったりすることもありますので、そういった方については変更

を受付けさせていただきます。他の町では、自分たちが全部申し込

んで予約するようなところもあるようですが、そうすると込み合っ

たり少なくなったりと波が出てしまうこともありますので、とりあ

えず事前要望に基づいてこんな日程でどうでしょうかとお伺いしな

がら接種したいと思います。 

 

 

福祉課 
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【分  野】 

【各自治会からの要望・質問等】 

※ふれあいトークの記録のため、話し言葉になっている場合

があります。 

 

【ふれあいトーク当日の町長回答】 【担当課】 

【東藻琴地区】 

空き家対策 

 空き家の関係です。町には新しい施設もできて良かったと

思うところもありますが、空き家が壊れてしまうような事案

も発生していて、市街地区の中でもかなり空き家になってか

ら年数がたっている家とか、屋根がはがれているものとかが

北二自治会の中でも散見されています。それがどんな風に対

応されているのかということを情報提供していただきたいと

思います。 

 東藻琴地区の市街地にあった廃屋については、いろいろな関係者

の努力で解体に持っていくことができました。放っておくと危険に

なるという廃屋が出てくると思っていますので、そうならないうち

に今でいうと町の補助金もありますので、「解体をしてください」

という勧告ができることになっています。ただ、先の議会で勧告だ

けではなかなか難しいので、場合によっては「町が強制的に撤去で

きるように仕組みを作っておいた方が良いのではないか」、「そうで

なければ役場の職員が法に基づいて強制撤去するといことになかな

か踏み込めないだろう」、「そういうことのために仕組みをしっかり

と作っていかなければならない」と言われました。そういうことを

今後整理して備えていきたいと思っています。まずは皆様に勧告を

促して補助金などを使って解体をしてもらうということを進めてい

ます。ただし、今後も使えるところについては、登録をしていただ

いて長く使っていただきたいと思います。実際には農村部まで行く

と廃屋といわれるところになっているものもあると思いますが、ま

だ周りの方々に危険が及ぶというようなことではありませんので、

そこは強く勧告しているようなところはありません。ただ市街地な

どでは屋根の鉄板が飛ぶとか、他のところでありましたように、雪

の重みで倒れてしまうというようなこともあるので、そのような廃

屋については、先ほど言った取組みをしていこうと思っています。

【検討結果・対策等】 

ご指摘のように北二自治会の区域内やそのほかの地域においても

空き家となっているものがあります。 

空き家に対する対応ですが、基本的には所有者に解体や保全などの

住民課 

移住・定住 

支援室 
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【分  野】 

【各自治会からの要望・質問等】 

※ふれあいトークの記録のため、話し言葉になっている場合

があります。 

 

【ふれあいトーク当日の町長回答】 【担当課】 

 

 対応をしていただいています。ただし、当日回答のとおり、活用で

きそうな空き家については登録してもらって移住・定住対策として

再活用をさせていただいたり、周辺住民等に危険が及ぶような状況

となった場合は、行政代執行などの対応を取り進めることとしてい

ます。 

 現在、北二自治会の周辺住民等に危険が及ぶ恐れのある一部の空

き家については、所有者と連絡がついて、解体若しくは保全につい

て対応を指導しているところです。 

 

【東藻琴地区】 

除雪・排雪 

除雪の関係で、道道は網走建設管理部、北海道の担当で、

大空町の除雪は大変素晴らしいと思っていて、本当によくや

っていただいていると思っています。道道沿いの除雪は、前

の時には、年に１回は排雪で土現が入っていましたが、予算

の関係でしょうか入らなくなって、町道と道道の交差点と

か、国道と町道の交差点とかに雪が残り、町の職員の方がき

れいにしてくれている。道や国に対して、道路はこっちがこ

れだけやっているのですから、もう少しきれいにして欲しい

などの要望をお願いします。担当の方も苦労していると思い

ますが、その辺について事情を説明してください。 

 東藻琴地区北一区のところの歩道の除雪はしていますが、

車道がだんだん狭くなってきて轍ができて非常に危険だと思

います。パトロールをして道と担当の方が話をされていると

は思いますが、状況を話していただければと思います。 

（建設課長） 

 道道・国道の除雪につきましては、それぞれの基準をもって出動

している状況です。排雪につきましては実施していただきたい旨の

要望は、毎年しています。本年につきましては、道道・国道、両路

線とも排雪に至らず、投雪するところのない道道・国道につきまし

ては寄せる除雪しかできませんという状況で、車道と歩道の間にど

うしても雪が置かれて雪提がだんだん高くなってきますが、道道も

国道も苦労しながら路面整正をかけながら、車道幅の確保を 低限

行っているというところです。また、来春以降も各道路管理者の方

には、排雪要望を上げてまいりたいと思いますで、ご理解をお願い

します。 

（町長） 

 実際には北海道であっても国であっても、国道・道道の除雪を町

に委託してくれないかと話をすれば、町が除雪をしてくれるのであ

れば町にお願いするということになるのでしょうが、その時に町に

委託料をあげますからと言ってはくれますが、本当に見合うだけの

建設課 
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【分  野】 

【各自治会からの要望・質問等】 

※ふれあいトークの記録のため、話し言葉になっている場合

があります。 

 

【ふれあいトーク当日の町長回答】 【担当課】 

 

 ものを積算してくれないので、私らからすると受けられないという

のが現状です。よっぽどひどい場所であれば、委託を受けることも

やぶさかでないと思っていますが、現状では、先ほど申し上げたよ

うに、建設課から北海道を通じ、国に対して、大空町に合わせた排

雪をしてほしいと強く申し込んでいるところに留まっている状況で

す。今年は大空町の予算やこの地域の予算を全道で調整して雪が多

かった日本海側の留萌管内や空知管内の町村の方に、国や道の予算

を回しながら除雪を行っているのではないかと思います。そのよう

な中で予算がついているのだから必ず１回は排雪してほしいとはな

かなか強く言えないところもあります。今後も関係者と連携を密に

しながらできるだけご不便をおかけしないように、努めてまいりた

いと思います。 

【検討結果・対策等】 

 当日回答のとおり。引き続き要望してまいります。 

 

【東藻琴地区】 

地域交通 

ふれあいトーク当日、まちからの説明の中でお知らせした

「地域で公共交通を利用しよう」の補足説明。 

（政策グループ主幹）  

 LCC 航空機の運賃２分の１助成の中で、回数制限をなくしまし

たということで説明しましたが、 初から新規事業の飛行機の助成

事業については回数制限を設けませんでした。何回も行っていただ

くことを期待しての助成制度となっていますので、皆様に利用して

いただいて、お知り合いの方にもこういった制度があることを広め

ていただきたいと思っています。 

（町長） 

 まちの助成金ですので、予算というものがあります。何回でもい

いですよとは言いましたが、予算がなくなってしまえばそこで打ち

切りということにもなりますので、言い方がちょっと失礼ですが早

総務課 
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【分  野】 

【各自治会からの要望・質問等】 

※ふれあいトークの記録のため、話し言葉になっている場合

があります。 

 

【ふれあいトーク当日の町長回答】 【担当課】 

 

 い者勝ちみたいな、順番でということになっていますので、そこは

ご容赦いただきたいと思います。担当はこのくらいあれば１年間、

町民の方たちが乗る分くらいは確保できるのではないかと思って予

算を計上しています。たくさんの方にご利用をいただき予算が無く

なった場合は、ご容赦いただきたいと思います。 

 

【女満別地区】 

交通安全 

道路管理 

空港前の道路についてですが、レンタカーの回送車を運搬

車に載せて運んでいますが、いつも道路で積み込みしていま

す。場合によっては坂で積み込みしていることもあるのです

が、交通量も少なくもないと思うので、専用の積み込みする

スペース等考えていただけたらと思います。非常に危険な場

合も感じます。 

よく中央地域の皆さんからそういう指摘をいただいて、年に何回

か注意というか協力依頼をして、レンタカー会社にお願いをするこ

とがあります。一時はそれで少し改善されて、いろいろ配慮をしな

がら積み込みをするということになりますが、レンタカーの運転手

も替わって来たりして、さらに今のお話ですと、空港線側ではなく

下に降りる１８線側に降りる斜面を使ってというような、私が知っ

ている状況よりも危ないというか、危険度が高まっているのではな

いかなと思います。すぐにしっかりと場所を確保させてということ

は難しいですが、できるだけ交通の妨げにならないような、そうい

う積み込み作業について改めてレンタカー会社、あそこは協会を作

っていますので、そこを通じて町の方からしっかりとお伝えしてい

きたいと思います。 

【検討結果・対策等】 

 当日回答のとおり。事故防止のため、引き続き協会を通じてレン

タカー会社に協力を依頼していきます。 

総務課 

住民課 

【女満別地区】 

道路管理 

今、道路の話がありましたが、中開陽の美斜線、国道と日進

の方の町道の合流地点のところですが、大型がすれ違うとち

ょっと狭いと感じています。それで、その辺、何とかなりませ

んか。（開陽中央線と国道３３４号線交差点付近） 

 

道路の関係でいうと、例えば女満別側から行って中開陽のところ

で曲がるときですね。昔はまっすぐ行きましたが、今は左に曲がっ

て、そして右に行くか左に行くか、そこのところの道幅が狭いとい

うお話でよろしいでしょうか。 

建設課 
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【分  野】 

【各自治会からの要望・質問等】 

※ふれあいトークの記録のため、話し言葉になっている場合

があります。 

 

【ふれあいトーク当日の町長回答】 【担当課】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

そうですね。極端に曲がっているので、カーブして入る場

所が狭いです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

わかりました。できるかどうかちょっと検討してみたいと思いま

す。元々は中開陽、水源地の方に行くように真っすぐ、国道と直角

ではなくて、斜めに道路が入っていたと思います。あの場所を改良

した時に、交差点の協議をすると直角に入ってくださいという話を

されてしまうので、曲げざるを得なかったのではないかと思います

が、そうすると、大きな車両でいうと曲がり切れないなど狭さを感

じるのだろうと思います。町道側で拡幅ができるかどうか検討させ

ます。 

【検討結果・対策等】 

 要望のあった方と面会し、詳細をお聴きしたうえで検討してまい

ります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【女満別地区】 

ゴミ収集 

 

 

日進の公民館のところのごみステーション、ごみを入れる

ゴミ箱がちょっと小さいので、結構ごみが溢れています。カ

ラスとかにつつかれる場合がありますので、改善していただ

けないかと思います。 

ごみの関係は、どこもそうなのかなと思いますが、地域でごみス

テーションをそれぞれ工夫してくださって設置しているのではなか

ったかと思います。私は住吉ですが、住吉にもごみステーションの

コンテナみたいなものがありますが、地域で設置していますので、

もしそこが不便ということであれば、まずは地域の中で大きなもの

に変えられないかどうかを話しあっていただきたいと思います。場

合によっては町の方にいろいろと補助事業などもあると思います。

そういった補助金を活用して改善していただくことになろうかと思

います。 

【検討結果・対策等】 

ごみステーションについては、集合利用される場合においては、

利用者の方に設置・管理していただいています。ステーションの大

きさが不足している場合は、大きな物に変えるか、増設していただ

くことになるかと思います。利用者でご協議のうえ、対応ください

住民課 
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【分  野】 

【各自治会からの要望・質問等】 

※ふれあいトークの記録のため、話し言葉になっている場合

があります。 

 

【ふれあいトーク当日の町長回答】 【担当課】 

 

 ますようお願いします。 

なお、補助金については、住民課所管としましては自治会活動支

援交付金の対象事業となりますが、上乗せ補助されるものではあり

ませんので、ご留意願います。 

 

【女満別地区】 

道路整備 

認定こども園が女満別にできたと思うのですが、そこの周

辺の道路の整備とか、B&G 海洋センターの方に向かう階段

みたいな、あのような運動公園周りの整備ってこれから先ど

のような感じになるのでしょうか。 

まだ具体的に何か更に大規模工事でやろうというような計画はあ

りません。ただし、運動公園と一体というか隣接した敷地になって

いますので、人によっては温泉側から歩いてお子さんと一緒に認定

こども園に向かっていく姿などが見受けられます。それにしてはち

ょっと歩きづらいところだということは私も実感していますので、

公園内の道路については、もう一度新しい年度、雪がしっかり解け

た後、どのように改善できるかということについて検討してみたい

と思います。 

【検討結果・対策等】 

 当日回答のとおりどのように改善できるか、検討してまいりま

す。 

建設課 

 

中央１４線の道路から後竹さんのほうの交差点、女満別と

空港に向かう交差点ですが、道路で空港側に曲がるところが

鋭角的になっていて危険です。大型もそうですが、空港の方

から来た乗用車が１４線に入っていくときに待っている場合

がある。鋭角すぎるので直角にできたら良いと思います。 

 

いや西山・重成さんのほうに向かう道路です。 

１４線というとリサイクルセンターに向かう道路でしょうか。 

 

 

 

 

 

近はナビなどを入れて空港から福住線の方に抜けるとか巴沢や

朝日・日進に抜けるというようにまずあの道路をナビが指定してく

るのだと思うのですが、道路診断をしたとき、もう一つ先の交差点

ですが、町内の農村型の事故が一番多い場所ですと指摘をいただい

建設課 
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【分  野】 

【各自治会からの要望・質問等】 

※ふれあいトークの記録のため、話し言葉になっている場合

があります。 

 

【ふれあいトーク当日の町長回答】 【担当課】 

 

 ている場所です。空港線から曲がる場所も含めて道路診断をもう一

度して、まずは北海道の方の予算で整備できないかどうかを確認し

てみたいと思います。交通量が増えていることは私どもも自覚して

いますし、地域の方からも指摘をいただいていますので、もう少し

検討させていただきます。 

 

【検討結果・対策等】 

 当日回答のとおりですが、道道女満別空港線の改良が必要となり

ますので、北海道と協議をしながら検討してまいります。 

 

【女満別地区】 

道路管理 

道道の話ですが、中沢さんの方に向かう坂道の歩道が盛り

上がっていて歩きづらいです。冬道だと凍って歩けません。

今は雪があるので歩けませんがとても危険ですので、道に要

望する時に一緒に要望して欲しいです。 

わかりました。その辺についても要望したいと思います。まちの

道道もいろいろありますが、特に福住女満別線と小清水女満別線に

ついて改良を予定しています。ただし、北海道も予算が厳しいよう

なのでなかなか遅々として進んでいません。歩道まで気が回ってい

ないのかもしれません。歩道は皆さんの生活にとって欠かせない大

切なものだと思っていますので、まずは、私どもからもお願いをし

ていきたいと思います。 

【検討結果・対策等】 

当日回答のとおり小清水女満別線について、併せて要望してまい

ります。 

建設課 

【女満別地区】 

広 報 

 FM あばしりについてですが、我々のように高齢になると 

アプリは使いづらいので、店でもラジオで聞いていますが、

周波数が合わせづらいというか、大空町では入りません。助

成金などを出しているのであれば、もう少し聞けるようにな

らなければ意味が無いので、聞こえるようにしていただきた

いと思います。 

FM あばしりには、利用料以外の支援金等は出していません。 

毎週５分×２回の枠をいただいて、放送料としての対価は支払って

います。お宅で７８．７MHz にチャンネルを合わせても入らない

でしょうか。 

総務課 
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【分  野】 

【各自治会からの要望・質問等】 

※ふれあいトークの記録のため、話し言葉になっている場合

があります。 

 

【ふれあいトーク当日の町長回答】 【担当課】 

 車は入りますが、家は鉄骨なので入りません。 車で移動する際は、多少悪いところはありますが、拾ってくれる

のかもしれません。役場にいても北側に置いておくとばっちり聞こ

えますが、南側に場所を移すと入りづらいこともあります。 

住宅街ですと影だとか材質によっても入りづらいとこともあるか

と思いますが、網走市から発信している放送局ですので、大空町と

小清水町は入ると言っています。今、美幌町もその電波を拾いたい

と言っていて、その間にある大空町もその話に一口噛んで議論をし

ています。アンテナが建てばという話も出ており、アンテナが建つ

と電波も強くなりますので、当然、女満別・東藻琴ともに電波が強

くなるため電波が拾えるようになると思います。また、電波が強く

なるよう国にも要請していますので、もう少しお時間をいただきた

いと思います。 

【検討結果・対策等】 

町民みなさんに行政情報をお届けする広報媒体として、電波が届

かないようでは意味がありませんので、電波が強くなるよう引き続

き、関係各方面に要請してまいります。なお、テレビの８チャンネ

ルにおいて「地デジ広報」も開始しましたので、ラジオと併せてご

覧ください。 

 

ふれあいトークへのご協力 

ありがとうございました。 

 


