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【分  野】 【自治会等】 

【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】 

※時間が経過しているため、方針等が変更になった場合があります。

変更や補足がある事案は、担当課の回答を付しています。 

【担当課】 

情報通信 中央自治会 
対象世帯数が６７１世帯とありますが、

これは全世帯ですか。 

そのとおりです。市街地を除いた地域の全世帯が対象です。 
総務課 

情報通信 中央自治会 

当初は無線での整備を想定していたと

思います。どうして光ブロードバンドにな

ったのでしょうか。 

今年度から無線の整備に対する補助がなくなり、光ケーブルのみ

が対象となりました。 

 また、無線整備の場合は、将来的に不安な面があったので、光ケ

ーブルで整備することにしました。 

総務課 

情報通信 中央自治会 
光ケーブルの整備費用はいくらかかる

のですか。 

全部で１０億円位の事業費を想定しています。国からの交付金等

を活用し、できるだけ町の負担を少なくしたいと思います。 
総務課 

情報通信 中央自治会 

想定している初期費用と月額費用はい

くらくらいですか。 

現在、市街地で提供されているサービスと同程度となり、初期費

用として１８，０００円程度、回線使用料が５，０００円程度とな

る見込みです。 

総務課 

情報通信 中央自治会 

将来の携帯電話ネットワークの発展に

期待できるというのは、どのような意味で

すか。 

情報通信基盤を整備することで、現在の 4G のネットワークから

次の世代である 5G に移行する可能性・土台が出来るという意味で

す。 

総務課 

情報通信 巴沢自治会 

光通信は来年から使えますか。 令和３年４月から、ＮＴＴでサービスを提供する見込みです。  

巴沢自治会からは、２５世帯中１５世帯の皆さんから加入の申込

みがあります。町全体でも６０％を超える申込みがあり、施工要件

をみたしていますので、令和２年度に回線の施工を開始し、年度内

で完成する予定です。 

総務課 

情報通信 豊里自治会 

牛舎でも回線を使いたいと考えていま

す。牛舎にもう１回線、引いたほうが良い

でしょうか。 

自宅と牛舎の距離などの関係もあります。回線数を増やすと負担

も多くなりますので、まずは１回線にして、不都合があれば増やし

ていただければと思います。 

総務課 

情報通信 豊里自治会 
情報通信技術は、将来的に医療面でも活

用を考えているのでしょうか。 

将来的には、そういったところでも使っていかなくてはいけない

と思っています。 
総務課 



 

【分  野】 【自治会等】 

【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】 

※時間が経過しているため、方針等が変更になった場合があります。

変更や補足がある事案は、担当課の回答を付しています。 

【担当課】 

情報通信 豊里自治会 
家が山の中とかの場合、工事費が高く

なったりすることはありますか。 

 近くの電柱までは町が整備しますが、自宅への引込みは、各個人

で行うため、距離に応じてかかってきます。 
総務課 

情報通信 西倉自治会 

インターネットはいつぐらいから使え

る見込みですか。 

事業の実施に当たっては、国の補助金を活用し、令和２年度に整

備を予定しています。サービスの開始時期については、順調に進め

ば、ＮＴＴフレッツ光サービスが令和３年春から使えるようになる

と考えています。現在、事前加入申込書の取りまとめを行っていま

す。目標回線の６００回線に対し、５０１回線の申込みがある状況

です。 

町としては、目標とする６００回線の申込みを受け、民設民営（Ｎ

ＴＴが事業主体となり運営）で整備したいと考えています。そうす

れば町の負担が減ることになるので、６００回線の申込みの確保に

努力します。 

総務課 

情報通信 住吉自治会 

光ファイバーについての資料では、事前

加入申込率が５３％となっています。この

状態でも進めてもらえるのでしょうか。 

先週末時点で６０％強となっています。引き続き事前申込回線数

を増やしていくことで、令和３年からのサービス開始を目指します。 総務課 

情報通信 福富自治会 

ＩＣＴ事業で光ファイバーが整備され

ますが、これで終わりとはせず、５Ｇ回線

の整備についても引き続き考えてくださ

い。 

令和２年度、全町で約１０億円の事業で取組むこととして、１月

に事業申請を出す段取りまでできています。通信事業者の事業とし

て行う「民設民営」で実施し、そこに国や町からの補助金を支払っ

て、事業者に整備してもらおうと思っています。そのため利用者皆

さんに事前とりまとめをお願いしていたところです。 

この事業で活用する総務省の補助事業は、将来的に５Ｇを無線で

使うための有線網が必要であることから、整備することとしており、

この先の５Ｇの活用においては、圃場や牛舎などでの活用のため、

総務省だけではなく、農水省などでも新しい年度の予算の中で事業 

総務課 

－２－ 



 

【分  野】 【自治会等】 

【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】 

※時間が経過しているため、方針等が変更になった場合があります。

変更や補足がある事案は、担当課の回答を付しています。 

【担当課】 

  

 が示されてくると思います。その時に個別の事業として、それぞれ

考えていかなければならないと考えています。 

現在、そこまでの具体的な使い方の計画等を示しているわけでは

ありませんが、今後、役場内部で議論して、意見等をまとめ、地域

とも話し合い、どんな使い方ができるのかなどを聞き取りながら進

めていかなければならないと思っています。 

総務課 

情報通信 福富自治会 

ＩＣＴ整備にかかる情報格差が生じな

いようにしてください。整備されることを

知らない人もいると思います。申し込まな

かった人たちも含めてＩＣＴでどんなこ

とができるかなどの情報の周知をお願い

します。 

住民の中には、どれだけＰＲしても「分からない」「知らなかった」

という方がいます。現段階でそれをすべて解消することは難しいと

思います。しかし、光回線が整備された後の具体的な活用について、

今後それぞれの分野で予算化され、事業が示されてくると思います

ので、その時に住民に向けてこんな利用の方法がありますという周

知は行っていきます。現在、利用の申込みをしていない方でも使う

ことはできます。そのためにもみなさんから具体的な活用のアイデ

アをいただきたいと思います。 

 今後も情報周知はしっかり行っていきながら、地域の活用の底上

げにつなげていきたいと考えています。 

 

総務課 

情報通信 福富自治会 

ＩＣＴの活用において、役場の職員が説

明するだけではなく、専門家を呼んでセミ

ナーを行うなど、それぞれの分野での啓蒙

活動や情報提供をお願いします。 

令和２年度は、啓発活動のほか、要望をいただくと同時に、情報

交流する機会をつくり、活用の底上げにつなげたいと考えています。

北海道通信局から今後セミナー等の情報をいただけると思います。 

 道の総合通信局が来て、地域の実情や整備の構想などを聞きたい

と言っていますので、その時に何か情報が得られるのではないかと

思っています。今後みなさんにも情報提供していきます。 

 

総務課 

－３－ 



【分  野】 【自治会等】 

【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】 

※時間が経過しているため、方針等が変更になった場合があります。

変更や補足がある事案は、担当課の回答を付しています。 

【担当課】 

情報通信 福富自治会 

今回のＩＣＴ事業により、自治体間の地

域格差が生じてくると思いますが、人を呼

び込むためにも、大空町はＩＣＴの環境が

整っている町として情報発信をしていっ

てください。 

現在、農家の末端まで光ケーブルが整っている自治体は、管内で

すと、小清水町・清里町・津別町・興部町・西興部村・滝上町・雄

武町の７か所で、平成２２年度の地デジ化のタイミングで整備して

います。大空町もなんとか今回の事業で整備していきたいと考えて

います。 

実施する事業者も民設民営でこれだけ広い地域を行うのは、全国

でも初めてということなので、威信にかけて実施しなければならな

いと考えているようで、それなりのものが整備されることと期待し

ています。 

総務課 

情報通信 
上東自治会 

旭台自治会 

光ケーブルが既につながっていますが、

今後、加入者が増えれば、ケーブルは太く

なりますか。 

基本的には今のケーブルの他に、もう１本敷設されます。 

【担当課】 

 ケーブル敷設方法は、電気通信事業者の技術基準や設計に基づき

施工するため、現地の敷設状況や通信品質維持に必要な整備を行い

ます。 

総務課 

情報通信 女満別市街 

光ブロードバンドの予算状況はどうな

っていますか。 

また、光に固執しないで５Ｇの導入も視

野に入れてはどうですか。 

全体では約８億円です。そのうち３分の１は国の補助金、残りは

町の起債となります。しかし、起債も後で元利償還金として、国か

ら補填してもらえます。最終的な地元負担は、１億５千万円程です。

また、農村部での整備になりますので、ＪＡにも一部負担をお願い

しているため、町負担は１億円弱となる見込みです。 

５Ｇの電波は、通信速度が速く精度も良くなりますが、まっすぐ

飛ぶのは１km ほどです。農村部だといたる所に中継アンテナが必

要となります。国は１０km メッシュで中継基地があれば良いと示

していますが、さらに小型基地も必要となり、中継地点と小型基地

をつなぐためには、光回線が必要です。将来的に５Ｇを農家の方々 

が利用していくためにも、今の光回線の整備が必要となります。 

総務課 

－４－ 



【分  野】 【自治会等】 

【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】 

※時間が経過しているため、方針等が変更になった場合があります。

変更や補足がある事案は、担当課の回答を付しています。 

【担当課】 

樹木伐採 中央自治会 

麦の時期にトラックで乾燥工場に向か

う時、空港線ニコットのところにある木が

視界を遮って非常に邪魔です。何とかなり

ませんか。 

北海道管理の道路なので、北海道と協議します。 

建設課 

樹木伐採 中央自治会 

町が管理している保安林の枝が出てい

て電波障害を起こしています。電波障害だ

けではなく、倒木等危険な木も多いため、

しっかりと管理・手入れをしてください。 

昔は防風保安林を簡単に切ったりすることが出来なかったという

ことが、未だに頭に残っているのかもしれません。町が管理するも

のについては、しっかりと管理したいと思います。 

【担当課】 

防風保安林のうち、倒木の危険が大きいと判断された朝日・中央・

大東・大進・新富の５か所約１１．７ha については、平成３０年度

に北海道治山事業による危険木伐採を実施しています。 

 さらに令和元年度には、大成保安林の一部で約１ha の町単独によ

る間伐事業を行い、畑に隣接する危険木を伐採しています。 

 保安林については、森林法で伐採が厳しく制限されているうえに、

間伐に要する費用や調査の負担も大きいので、町の予算だけではな

く、国及び道による治山事業を活用して対応したいと考えています。 

産業課 

樹木伐採 山園自治会 

畠山さん宅周辺の保安林について、全て

伐採して植林したい。 

現地を調査し、対応させていただきます。 

【担当課】 

樹木自体、伐採の適期を迎えていますので、現地を確認し景観等

を考慮した中で、伐採について検討します。 

地域振興課 

樹木伐採 山園自治会 

今年、道道脇については除去していただ

きましたが、小公園周辺、馬頭さん裏につ

いても除去していただきたく再度お願い

します。 

予算の関係があるので、優先順位をつけて検討します。 

【担当課】 

要望されていた樹木のうち、2019 年 2 月に道道沿いの電線に危

険性のある樹木は伐採済みです。他のものについては、周辺状況、

危険度などを考えながら対応します。 

住民福祉課 

－５－ 



 

【分  野】 【自治会等】 

【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】 

※時間が経過しているため、方針等が変更になった場合があります。

変更や補足がある事案は、担当課の回答を付しています。 

【担当課】 

道路管理 中央自治会 

道路側溝そばの柳等、大きくなっている

ものを早い段階で切ってください。 

管理しきれていないところもあるので、もう少し丁寧に対処した

いと思います。 

【担当課】 

大きくなる前に伐採するようにしたいと思います。危険な場所等

お気づきの点がありましたら担当課までご連絡をお願いします。 

建設課 

道路管理 中央自治会 

歩道から草が生えています。どういった

手入れをしているのですか。 

道道や国道はなかなか行ってもらえません。町道は、液剤散布や

ショベルで削るなどの対処をしています。寒暖差や経年劣化等で隙

間ができ、そこから草が生えてしまいますので、除草剤の散布、隙

間がひどいところは注入材を注入するなどして対処しています。 

建設課 

道路管理 中央自治会 

西女満別駅から美幌に向かう線路沿い

の道に、かなり大きな段差があります。な

んとか対処してください。 

軟弱地盤の為、橋梁前後はどうしても下がってしまいます。舗装

や打替えを行ったりしていますが、昨年、上に軽い素材を利用した

施工を行いましたので、効果を経過観察しています。 

【担当課】 

 令和２年度に対応するよう予定しています。 

建設課 

道路管理 巴沢自治会 

町道開陽中央線の工事について、建設課

長から４年間で一番上まで進めると説明

を受けました。年毎に工事を区切る場合、

見通しが良い所で止めるなど、安全に配慮

してください。 

担当課としては、可能な限り１ｍでも先に工事を進めたいところ

だと思います。年ごとの区間設定も含めて、安全対策を十分にとる

ようお伝えします。 建設課 

道路管理 西倉自治会 

最近、道路の管理がどうなのかと感じる

ことがあります。凸凹があったり、真ん中

に草が生えてきても整備に来ないことも

あります。従前に比べて道路管理の質がお

ちていると感じます。 

今は事業者に委託して、指定管理という形で道路管理を行ってい

ますが、指定管理業者が多忙により、人のやりくりが難しくなった

ため、令和２年度から直営に戻して、町が直接管理することになり

ました。道路管理上、何かお気づきの点がございましたら役場まで

ご連絡をお願いします。 

建設課 
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【分  野】 【自治会等】 

【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】 

※時間が経過しているため、方針等が変更になった場合があります。

変更や補足がある事案は、担当課の回答を付しています。 

【担当課】 

道路管理 西倉自治会 

西倉地区にも未舗装の道路が残ってい

ますが、舗装する予定はありますか。（西倉

日進線の道々網走川湯線より西側の道路） 

計画にはありますが、国における道路事業の予算が厳しいことも

あり、すぐに実施するのは難しい状況です。 

道路の予算で実施するのは難しいです。新しい農業事業、道営事

業を組む際に、地域での優先順位を決めた上で、計画に位置付けて

実施するという考えが、一番可能性の高い方法だと思います。 

今後、新しい事業を組む際に、面の整備に合わせ、排水路、道路

といった要望を上げてほしいと思います。 

【担当課】 

 新規道営事業の中で排水路、道路整備について計画していきます。

道営事業における新規地区の事業費は、概ね２０億円程度となって

います。新規地区の中で排水路、道路整備を要望するときに、２０

億円を超える事業費となった場合は、面工事の事業費を制限するこ

とになります。 

建設課 

産業課 

道路管理 山園自治会 

川湯線、末広、千草宅前カーブ部分の法

面の立木を除去してもらいましたが、最近

伸びているので、除去してください。福富

線、佐久間氏牛舎から千葉氏住宅の間、段

差により跳ねる箇所（２箇所）があります。

修復してください。 

北海道に要請して対応していただきます。 

地域振興課 

道路管理 湖南自治会 

郵便局前にある駐車場の入り口が片側

にしかないので、北側にも作ってくださ

い。 

対応します。 

【担当課】 

地域福祉センター（旧信金女満別支店）の整備時に対応する予定

です。 

 

総務課 
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【分  野】 【自治会等】 

【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】 

※時間が経過しているため、方針等が変更になった場合があります。

変更や補足がある事案は、担当課の回答を付しています。 

【担当課】 

道路管理 湖南自治会 

駅前から国道にのぼる歩道部分が凸凹

なので直してください。また、少し暗いの

で街灯を増やしてください。 

確認します。他の地区から街灯を増やしてほしい旨の要望があっ

たので、北海道にお願いしたところ、歩道側につけてくれたと思い

ます。 

建設課 

道路管理 大東自治会 

現在の土地改良事業が終了した後は、違

う事業は考えているのでしょうか。 

道道福住女満別線の道路整備について、

今年、一部区間の舗装工事が進められまし

たが、今後の計画はどうなるのでしょう

か。 

土地改良については、地区が終わったら終わりではなく、また次

の区切り区切りで計画的にやっていきたいと思います。 

道路整備については、十分に予算をつけることができていません。

道道福住女満別線についても正式に予算はついていませんが、北海

道に頼んで他の所で余った予算をかき集めて工事を行ってもらって

いる現状です。そのため、発注残が出てこないと進まないので、秋・

冬の工事になってしまっている状況です。 

【担当課】 

 道営事業は地区管理計画を北海道と協議しています。大空町は地

区の事業が完了した後、新規地区着手に向けた調査を２年間行い、

２年後にその地区を着手することとして計画しています。 

建設課 

産業課 

道路管理 日進自治会 

町道日進福田線は、ほこりが舞ってきた

場合、利用者自らが水を撒いて対応してい

る状況です。昨年のふれあいトークの際に

「舗装にしてほしい」と冗談半分で要望し

ましたが、同様の町道整備の要望は他にも

来ていないのでしょうか。 

ご希望に添えていない点については申し訳ありません。舗装して

から年数が経過したことで、舗装が割れてきている町道も多く、そ

れを直すのが精いっぱいの状況です。 

地域で要望があれば、とりまとめのときに出していただければと

思います。ただし、道路の予算については苦しい状況が続いている

ため、基盤整備の予算でやれるものについてはそちらを活用して実

施する予定です。 

建設課 

道路管理 大成自治会 

道道福住女満別線改良工事の進捗につ

いてはどうなっていますか。 

道道福住女満別線の改良工事が３月に発注され、来年度中には北

海道の繰越予算で進められる見込みです。 

 

建設課 
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【分  野】 【自治会等】 

【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】 

※時間が経過しているため、方針等が変更になった場合があります。

変更や補足がある事案は、担当課の回答を付しています。 

【担当課】 

道路管理 大成自治会 
大成地区で雨水等が頻繁にたまる箇所

の対策はありますか。 

排水路を掘削し、広域農道側へ水の流れをつくり、雨水等溜りを

解消する対策を次年度考えています。 
建設課 

道路管理 大成自治会 

菊池さん宅付近の耕作ほ場が、素掘り側

溝で、うまく雨水が流れない状態です。土

のうを積むなどして雨水の流れをつくっ

ていますが、側溝に落ちず、ほ場側に流れ

てしまっています。対応をお願いしたいと

思います。 

担当職員に現地を確認させ、対応方法を検討します。 

 

建設課 

道路管理 本郷自治会 

パトロールを増やすなどして、砂利道の

くぼみを補修してください。グレーダーな

どをかけてくれてはいますが、雨の日など

はひどいこともあります。 

砂利道を舗装にするのは、予算の関係で難しいため、水たまりが

ひどいようなところはもう少し丁寧にグレーダーをかける必要があ

るかもしれません。また、砂利を足す必要があるのかもしれません。

パトロールを充実させるように対応します。 

建設課 

交通安全 東藻琴市街地 

ごみ捨て場に行く道路に、手作りの「飛

び出し注意」の看板をつけてくれました

が、あまり目立たなく一部字が読めなくな

っています。もっと目立つものを立ててほ

しいです。ぜひ、目立つ「子ども飛び出し

注意」の看板を立ててください。 

わかりました。対応するようにします。 

【担当課】 

昨年設置した看板より目立ち、且つ見やすい看板を作成しました。

５月初旬に設置する予定です。 
住民福祉課 

交通安全 東藻琴市街地 

総合支所前の道路にある「止まれ」の標

識の文字がほとんど消えている場所があ

ります。役場とか小学校、中学校、幼稚園

などの横断歩道も含めて、そのようなとこ

ろは改修が必要だと思います。 

例年、観光用の道路案内とか、交通安全等の啓発看板など、春先

に総点検することを担当に伝えています。道路や横断歩道前の看板

表示などは、あまり数が多いわけでもありませんので、担当の方で

わかっているものと思います。念のため、気付いているところがあ

れば、お伝え願います。 

【担当課】 

住民福祉課 
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【分  野】 【自治会等】 

【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】 

※時間が経過しているため、方針等が変更になった場合があります。

変更や補足がある事案は、担当課の回答を付しています。 

【担当課】 

   
５月初旬に総点検を実施します。今年度中にすべての改修は難し

いですが、優先順位を決めて改修を進めていく予定です。 
 

河川管理 中央自治会 

トマップ川の大正橋から開拓線の間の

川さらいをしてほしい。また、この部分に

ついては多面的に行う事業ではないかと

思います。 

農業の事業が終わった後、北海道の移管になるなど、所管が宙ぶ

らりんになっているため、対処できていないのだと思います。所管

を確認して要請します。 
建設課 

河川管理 大東自治会 

昨今の天候被害でトマップ川に土砂が

流れ込み、水路が埋まってきていますが、

土砂上げについてどのように進んでいま

すか。 

今までは、部分的に国・道・町など管轄の整理がつかず、土砂上

げについては宙ぶらりんになっていたところがありますが、ここ数

年で話し合いを進めて整理したところです。 

令和２年度でどういったところを進められるか相談させてくださ

い。 

【担当課】 

現在、農業の事業で河川の浚渫を行えるのは、多面的機能支払交

付金しかありません。河川の浚渫希望がありましたら、保全組合に

活動計画をあげてください。河川管理者と協議して可能な範囲で実

施したいと考えています。 

産業課 

建設課 

ご  み 

リサイクル 
巴沢自治会 

一般廃棄物最終処分場がいっぱいにな

ったら、新たな施設をつくるのですか。町

財政への負担は大丈夫ですか。 

総合計画では、令和７年度に新設の見込みで町財政を試算してい

ます。 

管理業者には、最終処分場を長持ちさせる工夫（家具等の粗大ゴ

ミは、解体して焼却する、木質系の廃棄物は、破砕機で細かくする

等）をお願いしています。 

今後の対応については、新設のみにこだわるのではなく、近隣の

自治体と広域連携して、大空町で他自治体の可燃ゴミを受入れるか

わりに不燃ゴミを処理してもらうなどの対策を検討しています。 

住民課 
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【分  野】 【自治会等】 

【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】 

※時間が経過しているため、方針等が変更になった場合があります。

変更や補足がある事案は、担当課の回答を付しています。 

【担当課】 

ご  み 

リサイクル 
本郷自治会 

西二号線の溝口さん宅から美幌までの

間、ゴミの不法投棄がひどい状況です。一

般ゴミも捨てられていて、キツネにちらか

されています。ダミーでもよいので、監視

カメラや看板の設置をお願いしたい。 

人の目があると減る可能性もありますので、検討します。また、

職員にパトロールにいかせます。不法投棄を発見した場合は、連絡

してください。投棄した人が特定できる場合もあります。 

【担当課】 

現場確認の上、道路管理担当とも相談し、看板の設置やセンサー

ライトなどの設置を検討します。 

住民課 

ご  み 

リサイクル 
本郷自治会 

ごみの分別をできていない方がいます。

広報にも入れてくれていますが、それでも

わかっていない方がいます。ゴミステーシ

ョンに濡れても大丈夫な紙で、曜日毎の分

別方法が分かるものを作って貼ってくだ

さい。 

対応します。また自治会で集まる機会があれば、職員を説明に行

かせます。ごみ収集業者はそのような現状をわかっていると思いま

すが、職員がわかっていないこともありますので、春になったら職

員を巡回させて対応します。 

【担当課】 

掲示が可能な範囲を確認して貼るようにします。また、自治会内

で回覧用のチラシを用意することもできます。 

住民課 

ご  み 

リサイクル 
大東自治会 

住吉地区の最終処分場のごみが、かな

り上まできていると聞きました。現在の

状況はどのようになっていますか。 

確かに上の方まできています。受入れごみの転圧などを実施して

いますが、あと８年くらいが限度だと思っています。 

 今後、近隣の市町との広域処理を検討しながら、情報交換をして

様々な形態を考えていく必要があると思います。  

住民課 

上下水道 西倉自治会 

①この頃、水道管が破裂して、水が吹く現

象が発生しています。水道管の耐用年数

経過によるものですか。 

②管路図では、畑の中に水道管がないこと

になっていても、実際は、畑の中にある

場合があります。そういう箇所について

調査を行って、水道管を更新する計画は 

①東藻琴地区において、度々水道管が破裂しています。すべての事

例において、耐用年数を超えて使用したために破裂しているわけ

ではありません。 

②今、すべての水道管更新の計画はありませんが、民地や畑の中に

水道管があることがわかった時には、順次、対応しています。 

③移設の場合は、道路に沿って移設しています。 

④今後、畑の下に水道管を入れるということは、絶対にありません。 

建設課 
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【分  野】 【自治会等】 

【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】 

※時間が経過しているため、方針等が変更になった場合があります。

変更や補足がある事案は、担当課の回答を付しています。 

【担当課】 

  

ありますか。 

③水道管を移設する場合は、道路敷地に入

れるのですか。 

④現在、網走市の水道管が西倉の町道の中 

に２本も入ってきています。大空町区域

内に、網走市の水道管が２本も入ってい 

たら、後になって大空町の水道管を入れ

るのは無理だと思います。網走市と一緒

に水道管を町道の下に入れたらいいと

思います。 

また、大空町区域内の町道の下に網走市の水道管を入れることに

ついては、大空町の許可が必要です。 

大空町の水道管の移設については、どのような考え方なのか確認

します。 

【担当課】 

④については、網走市の水道管の工事と一緒に大空町の水道管も 

更新していく予定です。 

 

上下水道 西倉自治会 

自宅の水道が昔から水圧が弱いので、

どうにかならないでしょうか。 

何か対応策があるか確認します。 

＊緊急性の高い要望事項として、建設課に伝達済。 

【担当課】 

 対応しました。 

建設課 

上下水道 福富自治会 

市街地の戸数は減っても農村部の戸数

は今後も減らないと思われます。その人た

ちのために長い距離の設備を維持管理し

てもらう状況になると思いますが、負担等

についてどうなるのでしょうか。 

確かに長い距離を引いても戸数が少ないという現状です。水道事

業は今後、独立採算で行うこととされているため、水道料金の中で

経費を賄うこととが基本ではありますが、水道事業を独立採算で行

うことは非常に厳しいことだと考えています。９８％の方が町の水

道を使用していますので、町民全体の加入率が半分程度の国民健康

保険事業とは状況が違い、他の予算からの補てんについて町民から

異論が出ることはないと思っています。しかし、基本は独立採算で

すので、予算の補てんは町民みなさんの理解を得なければならない

ものと考えています。 

 

建設課 
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【分  野】 【自治会等】 

【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】 

※時間が経過しているため、方針等が変更になった場合があります。

変更や補足がある事案は、担当課の回答を付しています。 

【担当課】 

自治会 湖南自治会 

自治会関係の集会の時、交付金を８割ま

で減らすと聞きましたが、減額するのであ

れば早めに教えていただきたい。予算がた

てられません。 

自治会への交付金に限らず、財政状況が徐々に大変になってきて

います。令和２年度の予算編成をする中で、補助金や交付金を８割

程度に抑えられないかという目標を掲げています。しかし、みなさ

まから了承をいただけていないため、令和２年度の予算については、

例年通り計上しておいていただきたいと思います。 

【担当課】 

交付金の見直しについて、自治会連合会と協議を重ね、各単位自

治会に対し早急に報告出来るように努めてまいります。 

住民課 

景観・環境 中央自治会 

網走湖でアオコが発生しています。道路

に散布している塩化カルシウムの影響は

考えられますか。 

アオコや青潮のほかに、しじみの産卵が上手くいっていない等、

網走湖を取り巻く環境について研究者を交えて会議を行っています

が、塩化カルシウムの話は出ていません。アオコが出るのは、栄養

過多や日照・大雨といった気象が影響しているのではないかと思い

ます。 

産業課 

景観・環境 朝日自治会 

旧女満別食品の建物が古くなってきて

いますが、何かお考えはないのでしょう

か。 

実際には旧女満別食品だった建物の一部に保管庫が作られ、農業

者の方が借りて使っているようで、手を付けていない状況です。所

有する会社には、できれば取り壊しの方向で考えてみてほしいと話

をしています。隣の土地が町の土地なので、町で PR をして、他の

企業で使うのであれば所有する会社も喜んで売ると言っています。

整理を進めていきたいと思っています。 

総務課 

公民館 豊里自治会 

公民館の建て直しについて、町長はどう

考えていますか。 

住吉と豊里から建替えの話をいただいています。今と同じ規模で

建て替えると、８、９千万円かかると昨年伝えました。統合等の可

能性も含めて協議をしましたが、難しいということですので、建て

替えるとすれば、規模を縮小してということになると思います。た

だし、それで良いのかどうかを地域としっかりと確認していかなく 

住民課 
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【分  野】 【自治会等】 

【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】 

※時間が経過しているため、方針等が変更になった場合があります。

変更や補足がある事案は、担当課の回答を付しています。 

【担当課】 

   

てはなりません。町の財政状況も一時期のように良い訳ではありま

せん。そうだとすれば「大規模改修したほうがいいのでは」という

意見も出てくる可能性もあります。ただ、改修するにしてもどこま

で実施するのかということもあります。 

 公民館の規模は住吉が１番大きく、２番目が豊里です。他の自治

会はもう少しコンパクトになっています。そういったものを提示し

ながら、実際に使用する部分をほかの施設と見比べて、地域の方と

も議論していくことが必要だと思っています。 

住民課 

公民館 湖南自治会 

昨年のふれあいトークでも話しました

が、台所から下水のにおいが逆流してきて

くさいので、対応していただけないでしょ

うか。 

トラップに不凍液をいれてふたをして対応してもらっていまし

た。前公民館長には伝えています。 

しかし、毎回不凍液で対応しても根本的な解決には至りませんの

で、夏になったら工事します。 

住民課 

建設課 

公民館 開陽公民館 

過去に開陽公民館の椅子や机をいただ

いていますが、数が少ないため、追加を含

めた更新は可能ですか。 

持ち帰って検討します。コミュニティー助成金等の活用も含め、

他の地域もまとめてできればよいと考えています。 

【担当課】 

 要望を確認し、補助金の活用を含め検討することとします。 

住民課 

公民館 本郷公民館 

公民館は若い方が利用することが多く、

小さい子どもも利用しています。公民館の

カーテンのほこりがひどく、じゅうたんも

劣化していますので、購入してもらえませ

んか？ 

※希望はカーテンの購入が１番で、じゅう 

たんはその後でも良いとのこと 

 

自治会の補助金に多少の修繕料を上乗せして交付しているはずで

す。その中でやってもらっても良いと思います。担当には、購入を

含めて検討するように伝えます。 

【担当課】 

 カーテン及びじゅうたんについて、現地を確認しました。 

 破れ等の大きな破損が無いことから、一度洗濯等を試して頂きた

いと思います。 

住民課 
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【分  野】 【自治会等】 

【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】 

※時間が経過しているため、方針等が変更になった場合があります。

変更や補足がある事案は、担当課の回答を付しています。 

【担当課】 

公民館 本郷公民館 

公民館に置いてある薬箱を廃止しても

良いですか。それとも設置は必須なのです

か。  

他の会館では置いてないところもあります。必須ではないと思い

ますので、廃止してもよいと思います。 住民課 

公民館 
上東自治会 

旭台自治会 

会館前の排水路が、大雨、台風等の際に

草が詰まり、溢れ出るので何とかなりませ

んか。 

以前、担当から話を聞いたことがあります。建設課に確認します。 

【担当課】 

現地を確認します。 

建設課 

合同墓 東藻琴市街 

女満別に新しくできた合同墓（合同納骨

塚）について、どれだけ利用されているの

か教えてください。 

申込みが５件、入っているのが１０体くらいだと思います。 

【担当課】 

申請状況については、平成３１年度は改葬焼骨埋蔵が４件（１１

体）、生前予約が２件となっています。 

住民課 

住民福祉課 

合同墓 東藻琴市街 

合同墓（合同納骨塚）に入る人は、地元

に身内がいないとか、遠くに離れている方

が利用されていると思います。 

自然の中にお墓があると思いますが、遠

くから家族の方が来た時のため、母屋を作

ってはどうですか。 

そこまで整備する予定はありません。今は、女満別の共同墓地の

一角に作らせていただいていますので、共同墓地にある個人のお墓

と同じ形で良いと思います。 住民課 

住民福祉課 

合同墓 東藻琴市街 

合同墓（合同納骨塚）が女満別地区にで

きましたが、東藻琴地区にもそのようなも

のを作ってほしいという要望が出てくる

のではないでしょうか。 

そのような要望があることは承知していますが、すぐに整備する

には踏み切れないというのが正直な気持ちです。みなさんの意見を

聞きながら、今後検討されていくことだと思います。 

住民課 

住民福祉課 

マイナンバー 

カード 
大東自治会 

マイナンバーカードを活用したサービ

スが増えてきていますが、大空町では今後

どのようなサービスを考えていますか。 

正直、まだ特に考えていません。国はもっとマイナンバーカード

の利便性を高めていこうとしていますので、もう少し普及されてい

くのだろうと思います。情報収集をしっかりとして、サービスにつ

いて考えていく必要があると思います。 

福祉課 

総務課 
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【分  野】 【自治会等】 

【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】 

※時間が経過しているため、方針等が変更になった場合があります。

変更や補足がある事案は、担当課の回答を付しています。 

【担当課】 

路線バス 
日の出町第２ 

自治会 

空港連絡バスについて、飛行機が欠航に

なると運行しなかったり、飛行機の発着に

併せて運行するので不便です。 

国からの補助金を受けて路線バスの一形態として位置づけられて

いますので、今一度バス会社に確認してみます。 

【担当課】 

 国の補助金を受けて生活路線バスとして運行しています。飛行機

の欠航に合わせて運行しないということはありません。 

 しかし、時刻表示の案内等、わかりやすく表示してもらえるよう

依頼しているところです。 

総務課 

路線バス 
日の出町第２ 

自治会 

網走行きの路線バスが廃止になってか

ら、高齢者や免許返納者が病院にいく際な

ど、不自由しています。コミュニティバス

などを検討できませんか。 

できると思いますが、費用が掛かると思います。現在、網走行き

がなくなったわけではなく、生活路線バスの位置付けで空港連絡バ

スが運行しています。 

福祉課 

総務課 

公営住宅 女満別市街地 

公営住宅の電気料は、家賃が高いのでは

ありませんか。（はなぞの公住） 

電気料に関しては、町が徴収している訳ではありませんが、住宅

の作りによっては、電気料が多くかかってしまう場合もあると思い

ます。北電との契約の仕方もあると思いますが、個別の住宅の契約

まで町が管理したことがないため、担当から他の入居者へのヒアリ

ングをしつつ、調査します。 

家賃に関しては、所得階層によって国で基準が決められているた

め、町が独断で家賃を変更することができなくなっています。 

住民課 

公営住宅 女満別市街地 

はなぞの公住の部屋の換気口が回らな

くなり、１２月３０日に役場に訪問しまし

たが、電気屋が営業していないので、１月

６日の対応になると伝えられました。換気

口の凍結が原因であったため、気温が上が

り解決しましたが、役場担当者からは「他 

構造的な問題も考えられます。その場しのぎの対策では対処しき

れない可能性もあるため、担当に伝えておきます。 

【担当課】 

３月下旬にご本人が来庁されたので、内容を確認・対処してご了

承をいただきました。 

 また、入居者(町民皆さん)からのご意見・ご要望等については、 

住民課 
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【分  野】 【自治会等】 

【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】 

※時間が経過しているため、方針等が変更になった場合があります。

変更や補足がある事案は、担当課の回答を付しています。 

【担当課】 

  

の家も回らない」と言われました。こうい

った町民からの報告について、役場の担当

課内では共有できていますか。 

 

課内で共有し、対応方法等についてその都度協議しています。 

 

ボランティア 東藻琴市街地 

姉妹都市の稲城市では、ボランティアを

した方にポイントが付与され、そのポイン

トを自分に対して還元する制度があるそ

うです。そのような制度を大空町でも実施

できませんか。 

女満別町長のとき、ボランティア活動した際、地域通貨として支

払いを受けて、その地域通貨を利用して必要なサービスを受ける仕

組みを検討したりもしましたが、うまくできませんでした。 

現在のそらっきーポイントをレベルアップさせて、地域通貨的に

使えないか、ポイントを商品に変えるだけではなくて、ボランティ

アなどを提供することに使えないかなどを考えています。 

しかし、そらっきーポイントは商工会の方が中心となって運営し

ていますし、ボランティアは、社会福祉協議会や福祉会とも協議や

意見交換を進めていく必要があります。 

まだ制度設計までできていない状況で、協議には至っていません。 

 

産業課 

医  療 豊里自治会 

子供医療費助成については所得制限が

ありますが、子どもに対しては、平等に見

ていただきたい。親の所得が高いから負担

が増えるというのは納得できません。 

確かに大空町の農業者の方は、平均的に所得が高いため、所得制

限にかかる方がいらっしゃいます。 

ただし、子育て全体を見たときに、大空町は給食費の無償化をし

ていますが、近隣ではまだというところもあるなど、一つひとつの

サービスを見比べるとどうなのか、全体として子育てのどういった

ところに手厚く支援していくのか、政策として考えていかなくては

いけないと思います。ご意見として伺いました。少し考えさせてく

ださい。 

 

福祉課 
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【分  野】 【自治会等】 

【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】 

※時間が経過しているため、方針等が変更になった場合があります。

変更や補足がある事案は、担当課の回答を付しています。 

【担当課】 

医  療 豊里自治会 

美幌国保病院の小児科に子どもがかか

っていましたが、小児科の先生が辞めてし

まいました。この辺で小児科があるのは、

網走か北見となり遠いので、大空町、津別

町、美幌町の３町で相談して、国保に小児

科の常勤医を置いていただけたらと思い

ます。小児科は先生が少なく大変だと思い

ますが。 

正直難しいところがあります。町の負担よりも医者をどうしたら

確保できるのかということになります。美幌の国保の話ではありま

すが、津別や大空町からも患者さんとして行っています。頑張って

くださいという話はしてはいますが、まだ協力体制をとって対応す

るところまでには至っていません。 

私たちが協力できるのは、お金を負担するといった形での協力が

ほとんどになります。医師でも、一番なり手が少ないのが、産科と

小児科との話があります。そのような実態、美幌も含めてさらに応

援できるような体制が取れないか、まずは美幌の町長にお願いをし

ていくようにしたいと思います。 

福祉課 

医  療 本郷自治会 

薬の待ち時間が長いので、ツルハも隣に

できたことですし、薬の院外処方はできま

せんか。 

アンケートにより、院外処方よりも院内処方を希望する患者さん

が多かったため、院内処方にしています。町内の薬局は処方できな

いといっており、ツルハも中央病院の現状の処方量だけだと薬剤師

を置くことはできないといっています。 

ツルハには、町外で病院にかかっている方の薬を処方できるよう

にならないかと協議しています。中央病院は、建物を町が所有した

ことから、現在は町と病院側で対話ができる体制となっていますの

で、経営面も含めて院外処方ができないか、協議していきます。 

 

福祉課 

高齢者福祉 大東自治会 

高齢者ドライバーの免許返納がクロー

ズアップされていますが、免許返納に対応

できる交通環境の整備について考えてい

ただきたいです。 

今まで福祉タクシー券や外出支援タクシー券などの助成のほか、

地域間バスの増便等、交通に関する支援の要件緩和、拡大を行って

きました。しかし、利用状況が少ないため、本格的な運用に至って

いないのが現状です。 

今後も考えていかなければならない問題だと思っています。 

福祉課 

総務課 
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【分  野】 【自治会等】 

【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】 

※時間が経過しているため、方針等が変更になった場合があります。

変更や補足がある事案は、担当課の回答を付しています。 

【担当課】 

高齢者福祉 女満別市街地 

高齢者が介護に世話になる前の、事前

予防などは行っていますか。 

高齢者が介護の段階に至らないよう、または要支援認定された場

合も、介護レベルが上がらないよう、様々な介護予防の取組みを行

っています。 

【担当課】 

令和２年度に後期高齢者医療広域連合の事業で「高齢者の保健事

業と介護予防の一体的実施に関する取組」を行うこととしていま

す。地域の健康課題を分析し、地域において支援すべき対象者を抽

出するなどして、支援に結びつけていきます。 

福祉課 

高齢者福祉 女満別市街地 

老人収容施設が両地区にありますが、

高齢化が進む中、今後施設のキャパシテ

ィが間に合うか心配です。 

特別養護老人ホームが両地区合わせて１２０床、認知症対応型グ

ループホームが２７床、生活支援ハウスが３０部屋程あり、人口規

模からみると、他市町村に比べて数は多い状況です。しかし、サー

ビスを提供する人材が不足している町も多くなっています。施設の

整備より働く人材を集め、サービスを充実させることが必要です。 

福祉課 

健康・予防 住吉自治会 

禁煙外来は、補助金を出してまで進め

ることなのでしょうか。たばこは税金の

塊とも言われ、いわゆる嗜好品です。長

生きしすぎて年金財政も圧迫している状

況ですので、どんどん吸ってもらってい

いのではないでしょうか。 

社会全体において、受動喫煙対策を推進すべきという要請がある

側面と、病院側からの提案を町として支援するという側面もありま

すので、ご理解をお願いします。 
福祉課 

健康・予防 日進自治会 

禁煙外来は自己管理の問題です。町の財

政状況が苦しいのであれば、あえて町が助

成する必要は無いと思います。 

自己管理の問題と言われれば、確かにそれまでです。しかし、喫

煙者が多いことで医療費が余計にかかることと、どちらが良いのか

という問題もあります。また、これをきっかけとして、若い方に中

央病院をかかりつけの病院にしていただけたらという意図もありま

すので、もう少し様子を見ようと思います。 

 

福祉課 
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【分  野】 【自治会等】 

【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】 

※時間が経過しているため、方針等が変更になった場合があります。

変更や補足がある事案は、担当課の回答を付しています。 

【担当課】 

健康・予防 豊里自治会 

風疹抗体検査について、検査費用が無料

となっていますが、抗体がなかった時の予

防接種は受診者負担となりますか。 

検査、予防接種等一連で公費負担となります。まず抗体の有無を

検査して、対象となりそうな方は受診していただければと思います。 福祉課 

国  保 日進自治会 

町から出る出産手当金は、現在いくらで

すか。 

４０万円くらいです。実際その程度の費用がかかるので、もらっ

たお金はほとんど手元に残らないと思います。 

【担当課】 

国民健康保険加入者の出産育児一時金は、４２万円です。 

福祉課 

後期高齢 女満別市街地 

認定こども園はわかりますが、後期高齢

に対する施策はありますか。 

高齢になるに連れ、介護施設、居宅サービス、医療機関に通う回

数が増えてくるため、地域の中に施設を残していく必要があります。

また、移動が難しくなるため、高齢の方々に対する移動手段を確保

することが課題です。高齢者率は上がっていきますが、人数は増え

ていかず減って行くという予測もあるので、施設の投資については、

増やす予定は今のところありません。 

福祉課 

福祉サービス 女満別市街地 

平成３０年度の主な事業「訪問介護の居

宅介護サービス」２億３，６００万円の内

訳について教えてください。 

施設型介護、居宅サービス型介護の２つに分かれています。居宅

サービス型介護の中には、認知症型グループホーム等も含まれるた

め、給付金額が大きくなっています。 

【担当課】 

 訪問介護の居宅介護サービスのうち、多くを占める項目は、訪問

介護サービス給付２６，８５５千円、訪問看護サービス給付６，３

４０千円、通所介護サービス給付２６，４８１千円、通所リハビリ

テーションサービス給付１４，９９４千円、福祉用具貸与サービス

給付８，３１４千円、短期入所生活介護サービス給付３４，９３７

千円、特定施設入居者生活介護サービス給付１１，４３６千円、認

知症対応型共同生活介護サービス給付５３，０５１千円、地域密着

型通所介護サービス給付２７，４３４千円となっています。  

福祉課 

－２０－ 



【分  野】 【自治会等】 

【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】 

※時間が経過しているため、方針等が変更になった場合があります。

変更や補足がある事案は、担当課の回答を付しています。 

【担当課】 

福祉サービス 東藻琴寿クラブ 

福祉車両（福祉タクシー）はどんな人が

乗れるのですか。 

陸運局に許可を受けて実施しています。障害手帳を持っている方、

要介護認定を受けている方、介助が必要な方などです。 

【担当課】 

福祉タクシーを利用できる方は、身体障害者手帳の交付を受けて

いる方、要支援・要介護認定を受けている方、肢体不自由、内部障

がい、知的障がい及び精神障がい等を有することにより、単独での

移動が困難な方です。 

住民福祉課 

新しい高校 西倉自治会 

毎年、年１回程度東藻琴高校でソーセー

ジ作りを行っています。新しい高校になっ

ても、引き続き東藻琴高校の施設を使って

肉加工することはできますか。 

今までも農産加工については、農業振興センターで行っています

が、肉加工は高校で行っていると承知しています。新しい高校とな

っても、肉加工で高校施設を使うことは可能です。 
教育委員会 

新しい高校 朝日自治会 

地元の子が地元の高校に入りたいと思

えるような環境を目指してください。 

一間口からスタートしますが、半分は地元から来てもらうことを

目指しています。そのため、地元の子に関心を持ってもらえるよう、

魅力を高めていかなければなりません。近隣や道外などからも来て

もらえるよう PR をして、まずは間口を確保したいと思っています。 

 現在、カリキュラムや授業内容などを考えているところです。 

高校・認定こ

ども園推進室 

新しい高校 住吉自治会 

今年入学した生徒数が６名となってい

ますが、何か意図的なもの(統合させるた

めの)があるのですか？発足時は２クラス

あったと思います。生徒の状況は押えてい

ますか。 

意図的に入学者数を減らしているということはありません。 

 ただ、統合により、女満別高校がなくなってしまうというように

捉えられると（受験生としては）そこへ進学できるのか？という気

持ちに至ってしまいます。新しい高校に関し、これまでその点を払

拭できるようなＰＲが出来ていなかったように思います。 

 これまでは、先生方を中心に教育の中身の議論が進められてきた

ため、町民みなさんにＰＲしきれていなかったと思います。年明け

からは、町民説明会を予定していますので、中学校へもしっかりと

伝えてまいります。 

高校・認定こ

ども園推進室 

－２１－ 



 

【分  野】 【自治会等】 

【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】 

※時間が経過しているため、方針等が変更になった場合があります。

変更や補足がある事案は、担当課の回答を付しています。 

【担当課】 

   

【担当課】 

両校の発展的統合による影響があったかもしれませんが、学区内

中学校の卒業生が減少しており、町として、意図的に入学者を減ら

している訳ではありません。今後は、講演や情報発信などを行いな

がら、中学校へもしっかり伝えていきたいと思います。 

 

新しい高校 大東自治会 

新しい高校づくりの進行状況を教えて

ください。 

今年度は、具体的に新しい高校での授業内容を含め、どのような

教育を行っていくのか、学校の先生方も含め、じっくり話し合いを

行ってきたところです。今後は、地元の中学生に向けたＰＲや校名

を決める公募を行っていきたいと思っています。また、生徒の全国

募集も行いたいと思っています。地域にいても、全国へとつながれ

るような学校にしたいと考えています。 

高校・認定こ

ども園推進室 

新しい高校 日進自治会 

女満別高校の校舎は、今後どのように有

効活用していくのでしょうか。維持管理経

費だけかかるような状況にはしてほしく

ありません。 

東京農大や、住吉の刑務所用地活用プロジェクトで活用できない

か検討中です。管理費だけ増えるような状況にはしたくありません

が、高校よりもっと老朽化した町の施設も取り壊していかなければ

ならないので、結局はお金との相談になります。 

【担当課】 

新設校は令和３年４月に開校しますが、女満別高校の在校生がい

ますので、卒業するまでは、女満別校舎を使うことになります。  

高校・認定こ

ども園推進室 

新しい高校 日進自治会 

新しい高校は、どのような生徒をターゲ

ットにしているのでしょうか。 

担当者の目標は、１学年４０人のうち、町内２０人、管内１５人、

管外５人程度としています。地元へ向けてのＰＲだけではなく、全

国に向けてのＰＲも実施していかなければなりません。  

【担当課】 

全国から生徒を集い、多様な価値観で生徒が互いに刺激し合い、

地域と一緒に人材育成ができればと思っています。  

高校・認定こ

ども園推進室 

－２２－ 



 

【分  野】 【自治会等】 

【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】 

※時間が経過しているため、方針等が変更になった場合があります。

変更や補足がある事案は、担当課の回答を付しています。 

【担当課】 

新しい高校 日進自治会 

卒業者の半数は必ず町内で就職ができ、

残りの半分は進学できるというような相

当良い条件がないと、生徒が集まらないよ

うな気がします。 

現時点では、そのような条件は何もありません。授業内容や講師

募集と併せて、今後交渉していくことになります。 

【担当課】 

教育内容で魅力を高め、生徒確保を図ります。 

高校・認定こ

ども園推進室 

新しい高校 日進自治会 

新しい高校は、町立になるのであれば、

今までのように北海道に伺いを立てずに

教育内容の変更がしやすくなるのでしょ

うか。 

学科転向などの細かい手続きについてまでは分かりませんが、道

立よりは裁量の幅が広がると思います。 

【担当課】 

公立高校なので、学習指導要領の定めはありますが、地域に開か

れた教育など、町立高校としての特色は打ち出しやすくなります。 

 

高校・認定こ

ども園推進室 

新しい高校 日進自治会 

検討委員会の時点で「東京農大の付属高

校にして、全国から生徒を募集しません

か」という提案が農大からあったと聞いて

います。  

確かに、農大からそのような提案がありました。しかし、その後、

農大から「こちらの体制が整っていないため、この話は仕切り直し

とさせていただきたい」という連絡を受けています。 

高校・認定こ

ども園推進室 

新しい高校 日進自治会 

東藻琴高校は農業など、素晴らしい特色

があります。それらを新しい高校にも引き

継ぐべきだというような意見は、東藻琴か

ら出ていないのでしょうか。 

新しい高校は総合学科となるので、職業科としての面では農業高

校的な性質もあります。このため、今までと全く同じにはならない

としても、ある程度は東藻琴高校の特色を引き継いでいくことにな

ります。 

【担当課】 

 単に「地元で農業を学びたい」というだけであれば、美幌高校農

業科と変わらないことになってしまいます。だからこそ、道立高校

では難しい「全国からの募集」ということも視野に入れていきたい

と考えています。 

 

高校・認定こ

ども園推進室 

－２３－ 



 

【分  野】 【自治会等】 

【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】 

※時間が経過しているため、方針等が変更になった場合があります。

変更や補足がある事案は、担当課の回答を付しています。 

【担当課】 

新しい高校 日進自治会 

新しい高校でドローンの操縦資格を取

れれば、全国でも初の試みになるはずで

す。 

そういうことができるという提案があっても良いと思います。女 

満別高校の敷地は余裕があるので、ドローンの操縦訓練ができるか

もしれません。 

【担当課】 

現在、新しい教育課程を協議しており、どのような授業を展開し

ていくかについて、検討を進めていくことになります。 

高校・認定こ

ども園推進室 

新しい高校 日進自治会 

新しい高校で、企業と協力してトラクタ

ーの自動操縦の研究などができれば面白

いと思います。 

農業の学習は、土にまみれることも当然必要ですが、これからの

時代はそれだけではダメです。そういったＩＣＴ化を学ぶことも必

要になってくると思います。 

【担当課】 

実際の先生たちの協議の中で「今の高校生が働き盛りになる３０

年後には、人工知能が人間を上回る時代になっていることでしょう。

それに向けて、どのような教育がよいのか？」という観点から、情

報化やＩＣＴ化についても授業に盛り込んでいくことにしていま

す。農業についても、そういった点を授業の中で展開できればと検

討しています。 

高校・認定こ

ども園推進室 

新しい高校 大成自治会 

女満別高校跡地等の利活用方法を聞か

せてください。 

令和３年に新しい高校を開校します。授業の主体は東藻琴高校の

校舎を活用する予定ですが、女満別高校の２学年、３学年の在校生

がいます。教育課程を保障しなければならないため、令和４年まで

は従来どおり使用する予定です。 

東京農大と連携した活用も検討しています。新しい高校の開校に

先行し、公設塾も開設しました。そういった状況も踏まえて、さま

ざまな活用方法を模索中です。皆さんからのご意見等も参考にした

いと思っています。 

高校・認定こ

ども園推進室 

－２４－ 



 

【分  野】 【自治会等】 

【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】 

※時間が経過しているため、方針等が変更になった場合があります。

変更や補足がある事案は、担当課の回答を付しています。 

【担当課】 

新しい高校 
日の出町第２ 

自治会 

高校の先生方が中心となって「新しい高

校づくり推進委員会」を立ち上げたと聞き

ました。もっと住民の声を聴いて進めてい

ただければと思います。 

 最近、テレビ番組で島根県の隠岐道前高

校の成功例をみました。「まちのおしらせ」

の記事を読んでいますが、東藻琴高校と女

満別高校がどのようにひとつになるのか

想像できません。 

今年度は「子どもたちをどのように育てていくのか」「具体的な科

目を何にするのか」というような専門的な話が多かったため、町民

みなさまの耳に入りづらかったところがあります。次年度は生徒募

集など、対外的なＰＲになることから、町民みなさんも巻き込んで

いければと思っています。 

【担当課】 

隠岐道前高校の事例は、テレビなどのメディアでも取り上げられ、

全国的にも有名な成功事例になっています。本町においても、２月

に行う映画上映会・講演会において、隠岐道前高校に携わった方々

をお招きして、取組みのノウハウなどについて、講演をいただく予

定となっています。 

また、社会に開かれた教育というのが重要になってきます。学校

の中の授業だけではなく、子ども達が街に出て、学びを深めるとい

うカリキュラムの構想なども検討していきたいと思います。 

高校・認定こ

ども園推進室 

新しい高校 
日の出町第２ 

自治会 

令和３年開校ということであれば、すで

に募集など、はじめていないと遅いと思い

ます。今の中学２年生はすでに進路を決め

ているのではないですか。 

新しい高校の校長先生は、北海道教育委員会にお願いするのでは

なく「カリスマ性、リーダー性のある民間の人を」と思い、交渉を

進めていますが、現時点では踏み込んでお示しできないところもあ

ります。来年の入学願書締切りまで１年もありませんので、しっか

りと進めていきたいと思います。 

【担当課】 

令和 2 年度は、開校まで残り 1 年となりますので、戦略的に情報

発信を進め、生徒募集につなげていきたいと思います。 

高校・認定こ

ども園推進室 

新しい高校 
日の出町第２ 

自治会 

 校舎はどこを使用するのですか。 新入学生は、基本的には東藻琴の校舎を使いますが、在校生は今

通われている校舎を使うことになります。 

高校・認定こ

ども園推進室 

－２５－ 



 

【分  野】 【自治会等】 

【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】 

※時間が経過しているため、方針等が変更になった場合があります。

変更や補足がある事案は、担当課の回答を付しています。 

【担当課】 

新しい高校 
日の出町第２ 

自治会 

通学するにあたっての交通手段はどの

ようになるのですか。 

令和２年の願書出願状況をみると、女満別から東藻琴に通われる

方もいます。スクールバス運行は、令和２年度から試験的に導入し

て検討していかなければならないと思っています。 

高校・認定こ

ども園推進室 

新しい高校 
日の出町第２ 

自治会 

公設塾の対象は高校生のみですか。中学

生は対象にならないのでしょうか。 

中学生の体験も行いましたが、新しい高校に進む子どももいれば、

町外に出て頑張るといった子もいるので、どこまで支援していけば

良いのか、難しいところも一方ではあります。 

【担当課】 

 公設塾は高校の魅力を高めるために設置していることから、基本

的には高校生を対象にしています。 

 また、一方で中学生にも指導してほしいと言う要望を受け、冬休

み期間中に希望する中学生に塾を体験してもらいました。 

 しかし、公設塾のスタッフは 3 名ですので、年間を通じて中学生

まで拡大することは難しく、まずは高校の魅力化の一環の中で、高

校生を対象に公設塾を展開させています。 

高校・認定こ

ども園推進室 

新しい高校 
日の出町第２ 

自治会 

とある町では、退職した先生や保護者の

方を講師として、公設塾を実施している例

もあると聞きます。今、収入格差による学

力格差が問題になっています。町内には現

在、学習塾がないので、どこかの学校に進

学したいという子どもたちへの支援にも

取組んでいただければと思います。 

新しい高校の魅力化の一部として公設塾を行っているところがあ

ると思います。今お話しされたやり方というのは、地域全体の子ど

もたちの学力増進というところなので、今後考えていければと思い

ます。 
高校・認定こ

ども園推進室 

新しい高校 
日の出町第２ 

自治会 

新しい高校は新設校ですが、今、東藻琴・

女満別両高校に通われている方は、現在の

高校の生徒として卒業するのですか。 

【担当課】 

令和３年に新設校が開校し、女満別・東藻琴高校の２・３年生は

学籍を新設校に変えることから、新しい高校の生徒として卒業す 

高校・認定こ

ども園推進室 

－２６－ 



【分  野】 【自治会等】 

【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】 

※時間が経過しているため、方針等が変更になった場合があります。

変更や補足がある事案は、担当課の回答を付しています。 

【担当課】 

   

ることになります。ただし、入学した時の教育課程（女満別：普通

科）（東藻琴：生産科学科）は、卒業するまで保障されますので、

勉強する内容が変わることはありません。 

 

新しい高校 
上東自治会 

旭台自治会 

高校の名称募集ですが、卒業生でなけれ

ば応募できませんか。 

ＯＢ、ＯＧ以外にも町内に住んでいる方や、町内で働いている方

など、広く募集していますので大丈夫です。 

【担当課】 

「大空高校」に決定しました。たくさんのご応募ありがとうござ

いました。 

高校・認定こ

ども園推進室 

新しい高校 東藻琴寿クラブ 

現在、東藻琴高校の１間口は４０人、女

満別高校も１間口４０人で定員は合計８

０人です。今回の入試の出願は、東藻琴高

校２７人、女満別高校は１０人になってい

ます。新しい高校が、１間口ではあわない

のではないですか。 

新しい高校は、１学級４０人となります。今回の募集では、両高

校合わせて３７人ということなので、１間口で足りていると考えら

れます。令和３年は、新しい高校になりますが、在校生はそれぞれ

の高校のカリキュラムで勉強することになります。 

高校・認定こ

ども園推進室 

認定こども園 豊里自治会 

認定こども園の先生方の確保はどうな

っていますか。幼稚園から認定こども園に

移行すると、お給料が変わるなど、待遇が

変わって残っていただけるかどうかが微

妙だという話を聞いています。現在の状況

を教えてください。 

給与の体系も三段階あり、町の正職員と嘱託職員と臨時職員にな

っています。社会福祉協議会の職員になりますが、町の正職員は町

からの派遣になり、当面そのままです。嘱託職員と臨時職員は社会

福祉協議会の給与体系になり、町の給与体系より良くなります。た

だし、ご自身の都合でパート的に働くほうが良いという方など、給

与の面以外に、勤務時間などでフルタイムを望まないという方もい

ます。その中でサービスを増やしていくことになるため、今まで以

上に人の確保に努力していく必要があると思っています。 

高校・認定こ

ども園推進室 

認定こども園 豊里自治会 

 認定こども園の職員は、資格が必要です

か。 

資格は必要です。ただし、補助者であれば資格がなくても大丈夫

です。しかし補助者が多数になるわけにはいきませんが、数人なら

可能かと思います。 

高校・認定こ

ども園推進室 
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【分  野】 【自治会等】 

【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】 

※時間が経過しているため、方針等が変更になった場合があります。

変更や補足がある事案は、担当課の回答を付しています。 

【担当課】 

認定こども園 開陽自治会 

認定こども園の開設にあたり、園児服や

園歌、理念などの統一化を図りますか。 

理念については統一しますが、地域性を含めて検討しなければな

らないと考えています。園児服については、現在協議中です。 

【担当課】  

設置運営主体は社会福祉協議会ですが、制服については、保護者

の意見を聞きながら、両地区で統一するものと思われます。 

高校・認定こ

ども園推進室 

認定こども園 錦町第３自治会 

町外から移住してきた方が就職した場

合、働き続けられる賃金体系となっている

のでしょうか。 

社会福祉協議会と町が一体となって、賃金体系をしっかりと整備

していこうと思っています。 
高校・認定こ

ども園推進室 

認定こども園 女満別市街地 

 認定こども園の対象となる児童が減っ

ていくと思います。今後の財政状況も含め

て、推移の見込みを教えてください。 

５年後には、女満別地区が現状３５名弱から５～１０名減。東藻

琴地区が現状１５名から５名程減る見込みを立てています。一方で、

認定こども園が整備されると、子どもを預ける親も増えるのではな

いかと考えていますので、全体的には微減と見込み、整備を進めて

います。 

財政面は、認定こども園が国の社会保障制度に位置付けられたた

め、国全体の消費税の中から給付されることになります。 

高校・認定こ

ども園推進室 

認定こども園 東藻琴寿クラブ 

ほかの町では、保育所は給食を出してい

ますが、認定こども園は給食を出します

か。 

保護者の中には、給食を希望する方、小さい頃はお弁当でという

方、二通りの考え方があると思います。制度として給食を出さなけ

ればなりませんので、給食は出すようになります。 

高校・認定こ

ども園推進室 

施  設 朝日自治会 

女満別中学校大規模改修事業でお金が

かかっています。実際どのようなことをし

ますか。 

３０年度・令和元年度合わせて約７億円弱の規模で改修しました。

暖房工事、屋根の雨漏りを中心に、外壁の塗り直し、窓枠の隙間 

など全部直しました。女満別地区は、小学校は建て替えましたが、

中学校は大規模改修を行い、東藻琴地区は、小学校の体育館を建て

直し、中学校は大規模改修を行いましたので、小中学校は一通り改

修を完了したところです。 

生涯学習課 
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【分  野】 【自治会等】 

【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】 

※時間が経過しているため、方針等が変更になった場合があります。

変更や補足がある事案は、担当課の回答を付しています。 

【担当課】 

施  設 湖南自治会 

小・中学校の主に新任の若い先生が、美

幌や網走に住んでいて、運転に不慣れな

中、通勤しています。最近、事故があった

りして心配しています。希望して町外に住

んでいる場合もあると思いますが、町内に

教員住宅が少ないのではありませんか。 

東陽の教職員住宅がいっぱいになったときは、栄町しらかばにあ

る特別公共賃貸住宅に単身で入れることを伝えています。町内の教

員住宅等が不足しているわけではなく、先生達自らが希望して、町

外に住まわれている場合が多いのではないかと思います。 
生涯学習課 

施  設 日進自治会 

女満別中学校大規模改修工事は、昨年も

大きな工事をしています。これほどの費用

がかかるのであれば、小規模な校舎であれ

ば新築できたのではないでしょうか。 

２年間で約7億円の改修費用がかかりましたが、建て替える場合、

特別支援教室を作るなど、現在の基準に合わせる必要があるため、

約３０億円かかります。小学校を新築し、これから認定こども園も

新築するので、中学校まで新築する余裕が無く、改修でがまんして

いただいています。 

生涯学習課 

施  設 日進自治会 

女満別高校の野球場は、せっかく立派な

球場にしたのだから、今後も利用してほし

いです。 

網走市から「大きな大会を開催する場合、大空町の球場も使わせ

てほしい」という相談を受けています。そうなれば、町の球場だけ

ではなく、高校の球場も有効活用できるのではないかと考えていま

す。 

生涯学習課 

スクールバス等 大東自治会 

スクールバスの運行経路の見直しは毎

年されているのでしょうか。幼稚園児の場

合は、乗り降りに親が付き添わなければな

らないので、バスの降車位置をもう少し家

の近くにするなど、小中高生よりも配慮し

てあげて欲しいです。 

利用されるお子さんの状況をみて調整しています。できるだけ自

宅の近くで乗り降りできるようにしていますが、ご意見のあった点

については、スクールバス担当に伝え、改善できるかどうか検討さ

せていただきたいと思います。 

【担当課】 

 バスの降車場所を全て自宅前にしてしまうと、乗車時間が長くな

ってしまい、始発時間が朝早くなってしまうため、バランスをとる

必要があります。現在の始発時間から早くならないようにしたいと

考えていますが、できる限り要望にお応えできるよう検討します。 

生涯学習課 
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【分  野】 【自治会等】 

【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】 

※時間が経過しているため、方針等が変更になった場合があります。

変更や補足がある事案は、担当課の回答を付しています。 

【担当課】 

スクールバス等 大東自治会 

美幌町で以前、スクールバス降車後に

交通事故があり、自宅の前まで送り迎え

するなど、徹底していますが、大空町で

も同様の対応をお願いします。 

 

スクールバスは、通学以外でも使用するため、ある程度の大きさ

が必要です。できる対応に限度があるかもしれませんが、新年度に

向けて検討させます。 

【担当課】 

上段と同じ 

生涯学習課 

スクールバス等 本郷自治会 

飲食禁止のため、金管クラブなどで利用

するときに、長時間の移動中も飲み物も飲

めず、昼食もどこかに駐車して外で食べて

いる状況です。通学以外で使う長時間の移

動時は、飲食を認めてもらえませんか。 

普段の通学はおそらく委託会社の方で認めていないのだと思いま

す。ただ、長時間の移動で飲み物も飲めないというのは良くないの

で、汚さないようにとか、ゴミを残していかないことを徹底して、

飲食できるよう柔軟に対応したいと思います。 

【担当課】 

長時間移動時のスクールバス内の飲食については、事前に申し出

があった場合のみ、認めることとしました。※普段は通学用に使用

しますので、綺麗に使用していただきたいという考えから飲食禁止

にしています。 

生涯学習課 

スクールバス等 
上東自治会 

旭台自治会 

東藻琴から網走の高校に通学する場合、

バス代の助成はありますが、月３万円程度

です。経済的に負担となりますので、もう

少し助成は考えられませんか。 

女満別の高校生は助成していません。東藻琴から網走はバスのみ

ですが、女満別はＪＲとバス、両方利用しています。どこまで助成

するかについては、検討していますが結論が出ず、１５年ほど同じ

金額の助成をしています。 

生涯学習課 

観  光 朝日自治会 

展望台の鐘のところ、ライトアップして

いますが、夜中は点けるのを止めてくださ

い。夜中に鐘を鳴らす人がいます。 

了解しました。対応いたします。 

【担当課】 

 展望台の鐘のライトアップを中止します。 

産業課 

観  光 朝日自治会 

朝日ヶ丘公園パークゴルフ場の駐車場

の柵が壊れていました。 

了解しました。対応いたします。 

【担当課】 

パークゴルフ場の駐車場のチェーンを直しました。 

産業課 
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【分  野】 【自治会等】 

【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】 

※時間が経過しているため、方針等が変更になった場合があります。

変更や補足がある事案は、担当課の回答を付しています。 

【担当課】 

観  光 大成自治会 

キャンパーは、湖畔野営場の場所を知

らないようです。せっかくきれいな場所

なのに、利用者が少ないと思います。ホ

ームページなどでもっとＰＲしてはいか

がでしょうか。 

モンベル（mont-bell）と協定を結びましたので、町だけでなく

そういったつながりを生かして対応していく必要があるように思い

ます。 

湖畔に国が河川防災ステーションを建設する予定です。災害がな

いときには、観光センター的な拠点施設として活用できないかとも

考えており、総合的に対策を進められるか関係機関等へ声掛けして

検討してみます。 

産業課 

総務課 

農  業 中央自治会 

耕地防風林のところに木柵が出来てい

ます。何のためのものですか。 

把握できていないので、確認します。 

【担当課】 

平成３０年度に危険木を伐採した朝日・中央・大東の防風保安林

は、防風林としての機能を回復させるため、令和元年度にトドマツ・

ミズナラの苗を植えています。木柵は苗を風雪から守るための防風

及び防雪柵として、北海道発注事業により設置しています。 

産業課 

農  業 巴沢自治会 

オホーツク総合振興局から、畑地かんが

いの農業用水が余っていると聞きました。 

高台に回してもらえるとありがたい。防

除用水があるだけでも助かります。 

古梅ダムの余剰水の有効利用については、必要な施設整備や供給

可能な水量等も考慮して検討を進め、東部高台の期成会で意向を集

約していくことになります。 

【担当課】 

古梅ダム用水については、開発局で地域整備方向検討調査の中で、

使用区域の拡大、有効利用等について検討しました。 

しかし事業化に向けた調査への移行について、開発局・大空町・

美幌町で協議しましたが、ダム・管路の施設状況から、調査につい

ては後年次に行うことになりました。 

時期がきましたら、期成会、地域と協議して整備区域、内容を協

議したいと考えています。 

産業課 

－３１－ 



 

【分  野】 【自治会等】 

【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】 

※時間が経過しているため、方針等が変更になった場合があります。

変更や補足がある事案は、担当課の回答を付しています。 

【担当課】 

農  業 豊里自治会 

豊住放水路の草刈りについて、機械が十

分に能力を発揮できないため、手で刈る面

積がかなり多くなっています。法面の整備

を考えてください。 

わかりました。 

【担当課】 

 豊住放水路は、国（北見河川事務所）の管理になります。法面整

備につきましては、建設課から国へ要請します。 

 草刈りにつきましては、法面用乗用式草刈り機で本年度行うよう

(多面的機能支払交付金事業)協議しています。 

 

産業課 

農  業 豊里自治会 

広域協定から旧小学校の草刈りをして

ほしいとの話がありました。旧小学校には

管理人はいますが、乗用式の芝刈機や手で

行う刈払機も故障しているため、管理がで

きないということで、草刈りに関して多面

的機能からのお金を当てにしているよう

な雰囲気がありました。育成協会の管理で

あるとすれば、草刈りや管理に対して予算

を計上していると思いますので、修理もし

ないで草だらけにしている状態はおかし

いと思います。広域協定の予算を使って管

理等をするのは筋が違うのではないかと

思います。きちんと育成協会で予算を計上

していただきたい。 

多面的機能の財源は、農業予算で組まれていて、農村地域の環境

を良くするためにつけられています。その内、国が２分の１、北海

道が４分の１、市町村が４分の１を出して、山園の一部を除いた全

地域で事業として実施しています。その枠組みの中で、どこまで実

施できるのか基準を決めなければならないと思っています。たとえ

ば、機材等は多面的機能がたくさん持っていますので、お金を支払

うといった請負の形であっても良い気がします。ただし、幅広い活

用ができるものですので、有効に使わなくてはならないと思ってい

ます。基準をきちんと考えなくてはいけません。少し考えます。 

【担当課】 

今回ご要望いただした作業機械(トラクター)は、大空町が広域協

定運営委員会に貸借しており、その貸借契約の中では、大空町が使

用する場合は、貸与中でも使用できることになっています。 

 また、モアなどの機械についても、大空町が広域協定運営委員会

の機械を借りられることになっており、今回の件は、作業内容がト

ラクターによる草刈り作業ですので、地域の農業者の方へお願いし

た経過があります。トラクターの燃料、人件費につきましては、育

成協会から支出します。 

産業課 
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【分  野】 【自治会等】 

【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】 

※時間が経過しているため、方針等が変更になった場合があります。

変更や補足がある事案は、担当課の回答を付しています。 

【担当課】 

農  業 山園自治会 

パイロットにおける林道においては、多

くの酪農家が利用しています。近年、法面

の雑草が伸び、道路の均平が不十分で、危

険な箇所が見受けられます。林道の併用化

により、管理していただきたい。（数回のグ

レーダーだけでもお願いします。） 

併せて、町道においても毎年豪雨により

土砂が流出している箇所があります。舗装

にできませんか。 

併用林道化にすることについては、網走市南部森林管理署と継続

して協議をしています。補修の優先度が低いので、通行止め、廃道

もあり得るという話もでています。費用負担等の面においても課題

があるので、南部森林管理署と継続して協議します。 

町道の補修については、町の単独事業としては難しく、道営事業

についても計画期間中であるため難しい状況です。次期計画の際に、

道や農協と協議していきたいと考えています。 

春先に一度巡回させていただき、グレーダー等必要な対応をさせ

ていただきます。 

地域振興課 

農  業 福富自治会 

実際に光ケーブルが入るのは来年にな

ると思いますが、事前に農水省などに「農

業分野ではこういったことで活用できる」

などの要望や説明ができると、それらが事

業に反映されることにもつながると思い

ます。事業等を町が検討するときには、現

場サイドからの意見を聞く仕組みを作っ

た方が良いと思います。 

国の予算案等も出てきていますが、経営基盤強化や担い手育成な

どでの利活用、また基盤整備での情報網の整備などの利活用につい

ては、農水省でも検討を始めており、何らかの予算を確保するもの

と思われます。総務省や農水省などが集まり勉強会も作っているよ

うですが、具体的な予算の情報はまだ要求段階なので伝わってきて

はいません。 

町の農業担当職員には、情報収集して今後何ができるのかを拾い

出しながら、農業者の方と話をしていくようにと伝えてあります。 

産業課 

農  業 日進自治会 

多面的事業の予算総額約１憶６千万円

のうち、畑周辺の草刈りに４～５千万円か

かっています。草刈は、農家にとって昔か

ら自分でやっていることで、そこに補助金

を出すことが農家の環境整備につながっ

ているのか疑問です。ソイラーをかけるだ

けでお金をもらえるというのも、どういう 

高台がこの事業の対象になった当初は、この事業の使い方がまだ

よく分かっていなかったため、まず草刈りなどから始めた経緯があ

ります。しかし、今ではこの事業の使い方がだんだん分かってきた

ので、さらに高度な利用方法へと修正していく必要があります。そ

の反面「排水路の草刈りなどは地域でやってくれ」と言っても、農

家戸数が減っていますし、高齢の非農家が逆に増えているので、実

際には地域でやることが難しくなっています。そのため、この事業 

産業課 

－３３－ 



 

【分  野】 【自治会等】 

【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】 

※時間が経過しているため、方針等が変更になった場合があります。

変更や補足がある事案は、担当課の回答を付しています。 

【担当課】 

  

ことなのかと思います。他にもっと有効

な使い道があるのではないでしょうか。 

を利用して草刈りを実施しているという面もあります。 

どこで対象事業の線引きをするかというのは、役場から指示する

ものではなく、広域協定運営委員会の中で議論して決定すべきこと

だと思います。 

【担当課】 

多面的機能支払交付金の使用方法は、各保全組合等の代表者で組

織している「大空町広域協定運営委員会」で決定されます。 

交付金の使用方法については、事務局として提案していますが、

最終的には役員、保全組合の代表者が総会で決定しています。 

交付金の使用方法について、お考えがありましたら、保全組合、

大空町広域協定運営委員会の総会等で提案、ご指摘していただくよ

うお願いします。 

 

財  政 住吉自治会 

 交付金も減ってはいますが、貯金の減り

方が大きく感じます。 

人件費・委託料などの値上がりもありますが、今後整備すべき事

案が多く盛り込まれています。それらをしっかり進めると、このよ

うな見通しになるということです。ただし、この見込は、総合計画

上の推計値であり、支出額が大きく見積もられている傾向にありま

す。各実施年度でより精査して執行されれば、貯金はもう少し緩や

かな減少幅になるのではないかと考えています。 

総務課 

財  政 福富自治会 

今後の町の人口減による、町の収入・支

出との関係について教えてください。 

国から配分されている地方交付税は、人口割でも算出されていま

すので、そういった部分では増減があります。小・中学校の児童・

生徒数や学級数のほか、福祉分野の生活保護世帯の数などいろいろ

な項目があり、それらにより算出される額を合計すると、令和元年

度は、歳入で３５億円程になりました。全体の人口が減ると、子ど

もたちの数も減り、その他の各項目で対象となる方の数が減ること 

総務課 

－３４－ 



 

【分  野】 【自治会等】 

【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】 

※時間が経過しているため、方針等が変更になった場合があります。

変更や補足がある事案は、担当課の回答を付しています。 

【担当課】 

   

になりますので、国からもらえる交付税の額も減る可能性が考えら

れます。 

固定資産税は、建物などが減ることで減るかもしれませんし、町

民税は人口減で減少します。高齢化などで働く方たちの所得が上が

らないことでも減少する可能性があります。 

支出では、教育費などは子どもたちの減少に伴い、幾分減ること

があるかもしれませんが、学校数は変わりませんので、人数に比例

して大きく減少することはないと思います。 

支出より歳入にかかる影響が大きいと思います。 

 

財  政 大成自治会 

町の貯金は、あとどれくらいの期間取り

崩せるのですか。 

シミュレーションをお示ししましたが、そのとおりに減っていく

とは思っていません。貯金を取り崩していますが、積立もしていま

すので、減少幅は緩やかになるものと考えています。 

合併して大空町になったときの貯金は２５億円で、借金を返済し

ながらも多いときで５５億円ほどになったこともあります。貯金が

ゼロという状況にはできませんので、町が節約していくことに皆さ

んのご理解をいただきたいと思っています。 

総務課 

財  政 大成自治会 

貯金が底をつきそうになった時、代替財

源はあるのでしょうか。 

ふるさと納税制度で年間１億８千万円ほどの寄附をいただいてい

ます。返礼品等の経費で年間約１億円使っていて、８千万円が町の

プラスになっている状況です。今後もこの水準を維持できればと思

っています。 

企業版ふるさと納税という制度もあります。自治体の施策に賛同

して寄附する企業に対し、税制面での優遇措置等が設けられている

ものです。今後進める事業を企業の皆さんにも積極的にＰＲし、応

援してもらえるような仕組みづくりを考えます。 

総務課 
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【分  野】 【自治会等】 

【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】 

※時間が経過しているため、方針等が変更になった場合があります。

変更や補足がある事案は、担当課の回答を付しています。 

【担当課】 

財  政 女満別市街地 

特別会計が黒字になっていますが、町

民税など個人が負担する金額が、他の市

町村に比べて高いのではありませんか。 

下水道使用料を例に取ると、網走市より安くなっています。国保

税を例に取ると、同じ所得の人が美幌町にいくと国保税は上がりま

す。国の基準に基づいて、算定している部分が多いため、大空町の

使用料、手数料が他市町村に比べ高くなっていることはありませ

ん。 

総務課 

財  政 女満別市街地 

資料３ページ「大空町の家計簿」のグラ

フでは、貯金残高が下降していますが、こ

れを見た若者が町を離れ、人口が減ってい

くのではないか心配です。町として何か対

策があれば教えてください。 

グラフについては、今ある計画を全て実行した場合のものです。

今後は歳出の見直し、収入増の施策、事業制度の取捨選択等を行っ

ていくため、実際の曲線がここまで短い期間で下がるとは思ってい

ません。現状の厳しい状況を見てもらいたく掲載していますが、グ

ラフから人口減につながるという意見もあるため、このような注釈

をいれるようにしています。町として、グラフ通りにならないよう

に頑張ります。 

総務課 

財  政 女満別市街地 

特別会計が５，０００万円の黒字になっ

ていますが、もっと細かい内容を示すべき

だと思います。 

一般会計に関してみると、予算に対してちょうど全額使えること

は少なく、それぞれの科目毎に数％細かな金額の繰越金が発生しま

す。特別会計に関しても、全体を簡略的に説明してしまっています

が、それぞれの内容はそれぞれ小さな額の積み重ねであるというと

ころをご理解いただきますようお願いします。 

総務課 

財  政 東藻琴市街地 

大空町の家計簿では、基金が４４億から

減っていくという話がありましたが、合併

による特例加算の部分はいくらくらい含

まれているのでしょうか。 

交付税の特例加算は延長されていません。１０年間は同じで、残

りの５年間で減らし、大空町の算定額となります。そこの下がり方

がゆるやかになっていますが、令和２年度の時点で、２千万円の差

となっています。現時点では、特例加算はほとんどないと思います。 

【担当課】 

合併特例債につきましては、当初１０年間だけといわれていまし

たが、１０年が経過したあとでも合併特例債が使えるよう、１０年 

総務課 
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【分  野】 【自治会等】 

【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】 

※時間が経過しているため、方針等が変更になった場合があります。

変更や補足がある事案は、担当課の回答を付しています。 

【担当課】 

   

延長されました。合併したことにより、普通交付税の特例加算の金

額はこれまでの累計で４６億円ありました。 

この特例加算は、合併後１０年間は平均で毎年４．５億円交付さ

れていましたが、平成２８年度から段階的に特例加算が縮減され、

令和２年度の約２千万円を最後に終了となります。 

 

財  政 東藻琴市街地 

資料の「大空町の家計簿」にある貯金残

額の大幅な減少について、５年間で半分く

らいまで減ってしまうようですが、今後５

年間に特別な事業などがあるのでしょう

か。極端に減ってしまうように見えます。 

その資料は、財政担当が作っていますので、現在ある総合計画を

全て実施すると、このようになっていくということです。実際にこ

うなってはいけないと思っていますが、実情をわかっていただく中

での苦心の作として作成したものです。 

今後、大きな事業となりうる可能性としては、ごみ処分場の新設

や女満別地区に東藻琴からの新水源の水を供給できるようにするた

めの整備費用などが考えられます。 

しかし、このように極端に貯金が減少しないよう、節約に努めた

いと思います。 

総務課 

交  通 湖南自治会 空港の民間委託はいつからですか。 令和２年１月１５日です。 総務課 

交  通 湖南自治会 
美幌バイパスは北見までつながります

か。 

時間はかかりますが、令和元年度事業採択において、美幌高野か

ら端野までつながることになっています。 
建設課 

交  通 大成自治会 

特急列車運賃の助成は、非常にありがた

いです。来年度も続けますか。 

担当から次年度予算の要求がありました。今年度は特急列車運賃

助成のほか、観光夏まつりへの列車来場者に特典をつけ、臨時便を

運行するといったことにも取組み、好評でした。これらの取組みが、

ＪＲの利用促進にどれくらいの効果をもたらしているのか分析する

よう担当に伝えています。利用促進効果の測定等も考えれば、１年

限りではなく、継続が必要だと思っています。来年度も助成を続け

る予定ですので、列車の利用もご検討ください。 

総務課 
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【分  野】 【自治会等】 

【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】 

※時間が経過しているため、方針等が変更になった場合があります。

変更や補足がある事案は、担当課の回答を付しています。 

【担当課】 

花いっぱい運動 
日の出町第２ 

自治会 

花いっぱい運動で、昨年も花壇の管理を

させてもらいましたが、体力的に限界で

す。補助金をいただいて管理している部分

もありますが、そのお金を専門の業者への

費用にあててもらいたいです。 

各自治会からそのような声を聴いています。担当に伝えます。 

【担当課】 

管理手法等の見直しを行い、令和２年度からは、自治会負担の軽

減に努めます。（出役する回数を少なくします。） 

住民課 

移住・定住 
上東自治会 

旭台自治会 

移住・定住政策で、外国人を入れていく

ことを考えられませんか。 

現在、東藻琴の畜産公社で４名、今年さらに４名のベトナム人を

受入れ、公営住宅を用途変更して入居しています。また、ＪＡでも

今年１０名のインドネシア人を雇用し、町の職員住宅に入居する予

定となっており、町としては住居について手伝っています。 

移住・定住 

支援室 

移住・定住 大成自治会 

地域おこし協力隊の制度を活用して、大

空町にも首都圏から優秀な人材が来ても

らえるように対応してもらいたい。 

地域要件があって全国とまではいえませんが、首都圏以外から来

た方も地域おこし協力隊になります。現在隊員はいませんが、過去

に福岡県と岡山県から協力隊員として来ていただきました。一人は

道職員に、一人は今、町の観光協会にお勤めです。 

今春から移住定住を支援する部署の設置を予定しています。そこ

で移住定住推進員として、働く地域おこし協力隊員を募集していま

す。任期は３年で、その後、地域に残り活動してもらうことが制度

の大きなねらいです。３年間は町の仕事をしながら地域を見て知っ

てもらい、隊員の任期後に地域で起業、そこに町が業務を委託する

というような仕組みができないかと考えています。 

移住・定住 

支援室 

広  報 西倉自治会 

現在、毎月２回広報が発行されています

が、配布するのが大変なので、月１回の発

行にしてください。 

新年度から、月１回の発行となる見込みです。 

【担当課】 

 令和２年度については、月２回の発行になりましたが、東藻琴地

区で配布が大変というご意見が多いことから、就労センターに委託

して全戸に戸別配布することにしました。 

総務課 
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【分  野】 【自治会等】 

【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】 

※時間が経過しているため、方針等が変更になった場合があります。

変更や補足がある事案は、担当課の回答を付しています。 

【担当課】 

広  報 
上東自治会 

旭台自治会 

以前、広報配布の打合せがあり、現在自

治会で配布している広報誌を、委託にする

という話がありました。経費が高くなるの

ではないですか。 

自治会から、月２回の配布は厳しいとの話がありましたので、広

報の配布を月１回にしようとしましたが、反対があり、月２回の配

布になりました。委託先は就労センターで、町の負担については、

現在、自治会に交付している費用とあまり変わりません。今後、町

のお知らせ等の周知については、ＦＭあばしり、ホームページ、ツ

イッター等を活用できないかどうかを考えていきます。 

総務課 

ふるさと納税 女満別市街地 

ふるさと納税の仕組みと課題について

どう思われますか。 

毎年１億８，０００万円程の寄付金をいただいています。歳出は、

返戻金に対する上限金額が３分の１なので６，０００万円程。また

「ふるさとチョイス」や「楽天」など、アピールする媒体の運営料、

ふるさと納税専任の臨時職員費用が４，０００万円弱となり、合算

すると歳出は１億円ほどになります。町の財源として残る金額は８，

０００万円程です。毎年変動する歳入であるため、臨時的な収入と

して考えています。課題はもう少し、色々なアイデアを国が認めて

くれて、多様な返礼品を使えればいいと思っています。今ある国の

制度の中で、最大限努力をしてまいりたいと思います。 

住民課 

合  併 日進自治会 

町村合併して、果たして良かったのでし

ょうか？結局は箱モノが増えただけのよ

うな気がします。 

合併してどうだったかという評価は、皆さんの感じ方によると思

います。ただ財政的な面について言えば、合併して最初の１０年く

らいの間に約５０億円の基金を積み立てることができ、借金も約１

５０億円以上減らせました。実質公債費比率も、一番悪いときは２

４．５％ありましたが、現在は１０．７％まで減らしています。 

合併後に作った箱モノは、女小・メルヘンピット・東小体育館・

道の駅東藻琴などです。旧女満別町時代に作った役場庁舎・中学校・

文化会館・老人福祉センター・研修会館・ゲートボールセンター・

公民館などと比べれば、それほど多くないと思います。 

総務課 
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【分  野】 【自治会等】 

【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】 

※時間が経過しているため、方針等が変更になった場合があります。

変更や補足がある事案は、担当課の回答を付しています。 

【担当課】 

その他 女満別市街地 

大空町の魅力は何ですか。 教育に熱心なところ、また地域産業の中心が農業であり、地域社

会を支えているところが魅力ではないかと感じています。そういっ

た特色をまちづくりに活かしていきたいと思っています。 

総務課 

その他 日進自治会 

役場と農協は、なぜこんなに仲が悪いの

でしょうか？もっと互いに交流して、綿密

に協議してほしいです。 

私自身も同じ印象をもっています。役場職員に「農協に足を運ん

でいるか？」と尋ねていますが、あまり足を運んでいないようです。

逆に、役場が農協に協力してほしいときに農協の腰が重いと感じる

こともあります。お互いの思いが伝わらないというのは、役場と農

協に限ったことではなく、あちこちであることです。どっちがどっ

ちという話ではないと思います。 

日程は未定ですが、年が明けたらＪＡ女満別と懇談する予定があ

ります。そこから、この話をお互いの組織に浸透させていけるよう、

がんばってみます。 

産業課 

防災・交通安全 豊里自治会 

先月２１線で火災があった際、消防隊が

２２線から上がって行きました。最短で上

って行かないのですか。 

熟練していない救急隊員もいて、緊急の時でもご迷惑をおかけす

ることがあるため、今は女満別地区と東藻琴地区の消防職員は役場

の職員以上に異動をさせて、地域の土地勘を養えるように心がけて

います。後は資質の関係もあり、十分応えきれていないところがあ

るかと思います。申し訳ございません。 

消防 

防災・交通安全 住吉自治会 

自主防災組織と町とのつながりをどの

ように考えていますか。 

災害時には、町だけで全ての情報を把握するよりも、地域からの

情報もらったり、逆に地域へ情報伝達の依頼をすることで、情報漏

れがなくなり、より適切な対応が図れるようになることを狙い、自

主防災組織の立ち上げをお願いしたところです。このような組織づ

くりにご協力をいただき感謝申し上げます。 

今後、自分たちでどのように災害から身を守れるのか等といった

防災教育等に地域の皆さんとともに取り組んでまいります。 

総務課 

－４０－ 



 

【分  野】 【自治会等】 

【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】 

※時間が経過しているため、方針等が変更になった場合があります。

変更や補足がある事案は、担当課の回答を付しています。 

【担当課】 

防災・交通安全 本郷自治会 

国道を網走から来た場合、セブンイレブ

ンの交差点は通常の交通ルールだと、左車

線が直進車と左折車ですが、左折して空港

線に入る車が多いため、混在して事故の恐

れがあります。車線拡幅は無理だと思いま

すが、何か対応してください。 

確かにそのとおりで、左折する車が８割と圧倒的に多いので、車

線のあり方について国に話してみます。 

住民課 

建設課 

防災・交通安全 大成自治会 

非常に交通事故が多い大成４集会所の

十字路付近にガードロープ等の設置を相

談しました（建設課に相談）。春先に雪が溶

けてからという話もありましたが、その後

動きがありません。建て替える前の集会所

に車が突っ込んだこともあります。集会所

側を防ぐような形での設置を検討できま

せんか。 

農村部の交差点で非常に事故が多い場所の一つですので、職員に

も伝え、対応を検討したいと思います。  

【担当課】 

 大成４集会所前の交差点は過去に事故があり、交通安全の観点か

ら、町道大成中央線側の一時停止掲示板を電光にした経過がありま

す。女満別駐在所に確認したところ、当該交差点での交通事故は近

年なくなり、電光の掲示板による効果があったとの報告を受けてい

ます。また、万全を期すため、今年度中に交差点を予告する路面表

示を１か所設置する予定です。このまま様子をみながら、必要に応

じて、事故防止策を考えていきます。 

住民課 

建設課 

 

ふれあいトークへのご協力ありがとうございました。 

                                 本年度も実施しますので、ご出席をお待ちしています。 

                                 町長とまちづくりについて語り合いましょう! 

－４１－ 


