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質問

１

ラジオ聴取環境整備事業

番号
満足や不満の理由、その他ご意見
1 整備事業でそんなにかかるかな…と。
2 全く情報発信もされない。地域産業にだけ使用され町民の為になっていない。
3 災害時には情報収集の手段として最も手軽である。
災害が多くなりラジオの需要は高いとは思いますが、必要最低限の備えだと思いますの
4
で、特別評価することではないかなと思います。
5 難聴地域では、スマートフォンなどで聞くよう、もっとＰＲしたら良い。
6 ラジオは良く聞きます。この前の停電の時もとても役に立ちました。
7 停電時に役立った。災害の事を考えるとラジオは必要だと思う。
8 ラジオ情報は必要としていない。
9 事業自体、存在すら知りません。不透明すぎる。
10 9月の地震の時、停電になり頼りはラジオのみ。災害時のラジオ放送は、重要だと思う。
11 災害時はラジオが必要不可欠だと思う。
12 いらないです
13 AIR-G’、NOTH WAVEを聞けるように整備すべき。
14 災害時にラジオが聴けないと困るから！
15 停電の時にラジオが聴けるのは大事だと思った。
16 必要のない物に予算を使っているように思う
17 ラジオよりワンセグ強化すれば必要ないです。
停電時、情報を得られた。しかし、メンテナンスにいくらかかり、機材にいくらかかって
18
いるのか解らなければ予算額の金額だけでは判断できないのでは？
19 あまりラジオは利用していないので
20 ラジオを聴く事が無い。
21 ラジオは聞かないのでわからない。
22 普段聞いていない。
23 遠軽でのラジオ受信は大変良好です。
24 ラジオはほとんど聞いていない
25 山間部での受信状況が悪くなる箇所がある
ラジオは声で教えてくれるので解りやすいし、聞いていても楽しくおもしろいと思う。情
26
報も大事。
27 ノースウェーヴなど（北見のＦＭなども）入るとよいと思います。
28 予算の使いみちが理解できないことが多々ある
29 よくわからない、わかりづらい
30 ＦＭ、エアーＧ、ノースウェーブも整備願いたいです
災害時になった場合、情報が無いと不安ですし、ラジオの聴取環境を良くする為の事業は
31
大変良いと思います
32 先日の災害時の緊急の時にとても重要だから
33 今回の停電でラジオからの情報が大変助かりました
情報基盤としてラジオの動静は大幅に低下しています。現在何パーセントの町民がラジオ
34 を聞いていますか？調査してください。ラジオよりも無料Ｗｉ－Ｆｉなどを整備する方
が、町民・観光客には有効です
35 今後若い人たちに必要
36 遠軽町に必要ならいいと思います。
自宅ではクリーンに聞けるので満足です。ただ、生田原の一部地域ではＮＨＫ以外聞きに
37
くく感じます。
38 ＦＭ局が増えない
39 災害時、ラジオのみが情報源だった
40 家の中では雑音で聞けない
私はまだ災害に遭遇した事が無く、もしもの時は、ラジオの重要性は高いと思います。
41
冬、吹雪等で道路状況等の情報を得るにはラジオが一番手短です。
災害時（停電の時）音が聞こえる事で安心出来ました。情報を得る事もでき、聞けて本当
42
によかったです。
43 ＦＭ民放が聞けない
44 遠軽はＦＭラジオの入りが悪い
45 ＦＭがＮＨＫのみ
46 毎日ラジオを聞いている
1

質問

１

ラジオ聴取環境整備事業

番号
満足や不満の理由、その他ご意見
47 電波が悪いのか良く入らない
48 警報や情報はスマホで確認しています
住民とのコミュニケーション（地元局、メディア等）、もう少し密にした方が良いと思い
49
ます。停電時の対応等。
50 ラジオ放送だけでなくテレビ電波の受信状況もお願いします
51 山間部で聴取しにくい
普段はテレビですが、車で町外へ出る時は必ずラジオを入れます。金華峠は、聞きとりづ
52
らいです
53 HBCが受信しずらい
54 他の番組も聞けるようにして欲しい。（ＦＭ以外）
55 災害時の報道はもちろん、精神的な安定を得られる音楽放送は皆に必要です
ブラックアウトの時、ラジオからの情報がとても助かった。無くてはならないもの。これ
56
からも事業を続けてほしいです
胆振東部地震時のブラックアウトの時、ラジオの聴取が情報収集の唯一の手段という事が
57
あり、クリアに受信できた事に満足しています
58 ラジオの整備は必要です。速やかに聞き取りのクリーンな声が必要です
59 9月の停電の時は、ラジオがとても重要だと思いました
60 白滝地域で受信環境が悪い
今回のブラックアウトを経験し、ラジオの重要性を再確認しました。お年寄りにとって
61 も、身近に使用できるものだと思いますので、今後もしっかり予算をつけていただきたい
と思います。
大規模停電の時、大切さが分かりました。（普段の生活にあまり関わりがないので、停電
62
が無ければ分からなかったのかも知れません）
今まで必要性を感じた事が無いが、実際に災害等発生時には、大事になってくるとは思
63
う。
64 普段利用していない。
65 テレビよりラジオの方が利用時間が長いので。
66 今回のブラックアウトでラジオの重要性を感じました。
67 民放のＦＭが聞けないのが残念です。
68 停電の時は必要。
69 災害時は特に必要で有、眠れぬ夜も。
70 家の中に居ても電波状況が悪いせいか雑音が凄い！
71 国道沿いなのに聞こえない所が多い。
72 災害があった際には、使いみちとして有効だと思う。
73 受信状態そんなに良くない。
災害が起きた時、地震の避難の時に必要だと思う。若者はラジオを聞かないが、役場での
74 放送設備をしっかりしてほしい。いわね大橋が壊れた時の放送、小さくて聞こえづらかっ
たです。
ラジオ放送は、災害時にとても必要と感じている。スマホ等では電力の確保がむずかし
75
い。
町民の意見等をこのようなアンケートを実施して頂き、不満が高いものを抽出する等、一
76
応の成果が見られる。
停電時には絶対にラジオは必要である。普段は寝る時、フロに入る時、起きる時などに使
77
用している。
78 ラジオの受信が悪い地域が多い
79 車に乗っているときにきれいに聞きたい
80 夜になると受信状態が悪くなる
81 利用していないし、存在自体知らなかったので
82 町民が重要と思えるよう周知の仕方をしたら良い
普段はラジオ受信環境を気にする事はほとんどありませんが、万が一災害が起きた場合、
83
その重要性は大きいです。重要性が大きい事業だと思います。
鉄筋コンクリートのマンションに住んでいます。窓側だけラジオがまともに聞く事ができ
84
ますが、余り良くありません。これは電波の問題でなく建物の問題なのでしょうか？
85 今回の災害で活用できたのか不明。
86 どのような作業か？
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１

ラジオ聴取環境整備事業

満足や不満の理由、その他ご意見
普段はラジオ等使用していないので「わからない」になりますが、先日のブラックアウト
の停電の時はラジオが聴けて情報がそれのみだったので、ラジオが聴ける事はとても大切
と思いました。
災害時にラジオ機器がなかったので、重要ではなかった。
もう少し違った方に予算を使った方が良いと思う。今は、ラジオより携帯電話で情報を受
信しているから、地震の時ラジオより携帯、テレビで得たから。
ネットラジオなど高音質な環境がある。災害時はＦＭ波などで身近な町の情報を流してほ
しい
普段利用しないので全然わかりません。ラジオの整備事業にまちの予算が使われている事
初めて知った。
ＦＭ局の受信チャンネルを増やしてほしい（ＡｉｒＧ、ノースウェーブなど）
ラジオ聴取環境整備事業に2,043千円のお金が使われていることを初めて知りました
道路情報、災害時などに重要です
9月の停電時はラジオが必要だったため、ラジオが聴ける環境でよかったと思いました
この間の地震の時、ラジオは聞こえたので、この事業についての意味がわかりません
近年通常時のラジオ聴取は少ないのですが、9月の災害等もあり必要である事と思います
地域より雑音が入る。山の方
ラジオを持っていない。災害時には必要と思います。
ＦＭがＮＨＫくらいしか鮮明に聞こえないのが残念
自動車道走行中、丸瀬布-白滝（上川）間で、全くラジオの放送内容が分からなくなる
ラジオを聞ける環境は必要最低限のものだと思います
仕事の関係でラジオ聴取の環境にありません。自宅では読書中心です
ただ○だけではわからない事がある。満足か普通もうすこし内容細かく知らせて下されば
○をつける事が出来る
個人的には直接に関わりがなく、正直良くわからない。停電の時は車でテレビを見て情報
を得ていた。
ラジオはいつも聞いているので、どのチャンネルもクリアーに入るので、満足している。
この間の停電の時も、暗い中で情報が入ってくることは精神的にも安心出来る。丸瀬布な
どは町の中でも感度が良くないのが心配。
丸瀬布、白滝等受信感度が低い
災害があった際にはラジオは必要だと感じた。ラジオも必要だと思うが、災害があった時
に遠軽町のＨＰは全然役に立たなかったので、200万もラジオに使用するなら災害時のイ
ンターネット環境に金を使用した方が良いと思う。
ＦＭで不満
今年あった地震の際にラジオはとても役に立ちました。遠軽はとても聞き取りやすかった
です。いざという時とても役に立つと感じました。申し訳ございませんがそれ以外でラジ
オを聞いておりません。
今回の停電時、白滝地区はラジオがきけなかったそうです。難しいとは思いますが、整備
されると良いと思います。
町役場ではあまり無いので目立つと思います。運営しだいですが
停電時、ラジオの情報がとても役立った。
ＦＭ受信の局数が少ない
今で十分と思います
大地震による「ブラックアウト」の先例によって、電源遮断に対応可能なラジオ（電池
式）の有用性をもっと注視すべき。
9/6の地震の際にも、よく聴こえて助かりました
現在特に不便を感じておりません
ＳＴＶラジオの感度を維持してほしい
ＦＭ放送の受信状況の改善
災害時におけるラジオはかなり大事です。
災害時には必須
結婚して遠軽町民になり50年になります。住みやすい町とすごしてきました。最近は住ん
で良かったと思うようになって70才後半になります。ますます活気のある町になって楽し
みにしています。
ＦＭで不満。入らない局がある
3
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１

ラジオ聴取環境整備事業

満足や不満の理由、その他ご意見
ＦＭ北海道が聞けない
ラジオあまり聞いてませんもね、テレビばかりです
民間ＦＭ局の拡充（エアＧ、Ｎｏｗｅ）
災害・停電でいつ回復するか分からない時に情報はラジオだと思う。
災害時の主な情報源のため
今はラジオ持っていないので、生活にどう活用すべきかよく分からない
ＦＭラジオの選局が少ない。
ラジオを聴く機会がないため、よくわからないです。９月にあった地震後のブラックアウ
ト状態の時、全く情報が伝わらない状態でした。もしまた、そのような状態になった時、
町民が誰でも来れるわかりやすい場所に来た人が全員見たり聞いたりすることが出来るラ
ジオ放送またはテレビがあれば今の状態を知ることが出来、今後の見通しが立てられると
思います。
災害等の安定聴取ができるよう。
ラジオはたまにききますが、町でも受信環境のためにお金が使われているのは知りません
でした。不要とは思いませんが、けっこうかかるのだなと思いました。
ラジオを持っていない。
農業など、テレビを離れて作業する人は良くラジオ放送を聴いてる姿を見かけます。関す
る知識や具体的なとりくみ方などわかりやすい情報を常に流すことが大事と思われます。
そのような事業が行われていること自体知りませんでした。災害が身近なこととなった
今、とても重要なことだと思います。
民放ＦＭラジオが聴取しにくい
この間の停電でびっくり。携帯のラジオを用意しました。
よく分からないが、遠軽で大きな災害に会う確率って。
ラジオは殆ど聞きませんが、もし災害にあった場合はラジオを聴くと思います
この度の災害の時、停電になりラジオだけが頼りだった
ラジオをほとんど聴く事がないのでなんとも言えない
未だ一部の地区で受信に支障が生じている。災害時の情報収集ルートとして重要ではない
か。
今年のブラックアウトでラジオが役に立った。
AirＧ等入らない
災害時は、ラジオ放送だけが頼り
ラジオを聞かない。災害時も不要だった。
先日の震災時における大規模停電時の際には、ラジオだけが情報源でした。日常的には、
受信状況が良いとは言えません。受信できる放送局も少ないと思います。
災害時に受信できないと困るので
地震で停電した時、ラジオの情報が重要になったので、いざ使う時に大事になると思いま
す。
満足。災害時（停電時）は、災害用ラジオをずっと聴いていて、とても助かりました。
時々、夕方に聴く事があるのですが、クリーンに受信できず少し不満に思います。
今回のブラックアウトで電気のない中でラジオの存在に大切だと思った。だけど、耳の不
自由な人にとっては情報が得られず大変だと思った。
事業の情報の内容がはっきり解らない
車にＴＶがついている
ＦＭも聴けるようにして欲しい
その事業自体を知らなかった
ラジオからの情報は貴重であり重要です。北海道一部地域でカーラジオの聴取ができない
地域もあります。全道、いつでも、どこでもラジオが聞ける整備を望みます。
どのくらいの人が必要としているのか
今回９月の地震の時に停電し、唯一の情報源はラジオだけでした。あれから我が家ではテ
レビよりラジオを聞くことが多くなりました。地震だけでなく事故他で停電になる事も有
りえるので必要な事業だと思う
私はラジオ派です。是非、この状態を維持してほしいです。
ＡＭラジオだけでなく、ＦＭラジオも聞けるようにしてもらいたいです。
9/7、停電時、全道版のラジオが放送されていて、被害の大きい厚真町や札幌清田区が
ピックアップされており、遠軽は歯牙にもかけてもらわなかった
4
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196
197
198
199
200
201
202
203
204

１

ラジオ聴取環境整備事業

満足や不満の理由、その他ご意見
その割に電波が悪い
他の情報で十分
必要性を感じない！
災害時位しかラジオを必要としていないので
私はラジオをいつも聞いているので
停電時にはラジオ放送を問題なく聴くことができた
災害時におけるラジオの役割は、重要だと思いますが、それに関する事業費の予算は少し
カットできるのではないかと思う
9月の地震と停電で本当にいざという時はラジオだと身にしみて分かったのでとても大事
な事です。これからもしっかりお願いします
ＡｉｒＧ！ＮＯＲＴＨＷＡＶＥ聞けたら「満足」だから。地形の悪さと人口密度から、良
い電波で聞くのは無理ですね。ネットの悪い音で我慢
生田原、安国、丸瀬布、白滝でＦＭが受信できないので不便
今年のように停電の時ラジオは重要でした
費用は、放送事業者が負担するものではないのでしょうか？
災害の時の情報はとても重要なので
受信状態が良くない。特に民放は
災害時のラジオ受信体制において、実感がわかない
ＦＭを受信したい
災害体験の少ない地域の住民にとっていざという時に災害時の際の町内放送も将来的に考
えるべき
災害時ラジオが聞きとれず大変でした
春に退職してから、毎日ラジオを聴く生活を送っていました。先日のブラックアウトの際
には大変助かりました
ラジオを聴かないので分からない
生田原に向かう道中で受信できないことがありました。
私はラジオを聞かないけど、あの停電の時情報源となった。
地震等の災害時に停電になった場合、ラジオは非常に大事だと思うから
地震による停電で、ラジオの重要さを感じました。ですが、時差があるとはいえ、スマホ
ではきれいな音で聴く事ができます。予算の使いみちとして考えるのであれば、建物など
の影響だとは思いますが、大通付近でも雑音で聞こえない場所もあるので改善してほしい
です
ブラックアウトの時ラジオだけが情報源でした。他町ではラジオがひろえず困りました
クリーンな受信がどの程度を目指しているのかが見えていないと思います。もっとより具
体的に知らせて欲しい。
ＦＭ放送の整備も
毎日ラジオを聞いています。快適な受信を望んでいます
遠軽の市街地を外れると受信状態が良くない上、ＦＭ放送がＮＨＫＦＭしかないのが非常
に不満。せめてＡｉｒ－Ｇ（ＦＭ北海道）が聴けるようになってほしい
ラジオを聞く事が少ない
ＡＭラジオの入りが悪いので整備してほしい（丸瀬布・白滝）
北見や紋別の様にＦＭのＡｉｒ－ＧやＮｏｒｔｈＷａｖｅが入らない。アンテナを設置し
て欲しい
局によってあまりよくきけない。はいらない。
ラジオはあまり聴かない
普段ラジオは全く聞きません。でも停電時は聞いたので全く不要とは思いません
ラジオ聴取環境は、情報収集での重要性から極めて大切な事であるから、その環境を整え
ることは重要と判断した
公園、町の中、広報等、ポイントを置いて、ラジオを流してみてはいかがでしょうか。Ｎ
ＨＫ、ＨＢＣ、ＳＴＶ等日替わりで放流してみては。災害のしらせに、今失いかけている
想像力、耳で聞いて想像する力がそなわるのではないでしょうか。
日常では問題ないが、ラジオは聞き取りにくい地域がある
ＦＭ北海道が入り悪いです
ＮＨＫのみ聞いているので受信状況は良好です
聞きたいときにいつでも聞けること
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質問
番号
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241

１

ラジオ聴取環境整備事業

満足や不満の理由、その他ご意見
普段全くラジオを聞いていない。が、今回の北海道の地震の停電で、ラジオがないのは不
便だと感じた。まだ購入していないがラジオを購入したら、自宅での受信状態を確認して
みたい
地震の時ラジオで情報が得られたので助かりました。しかし万が一ラジオが使用不可に
なった場合を想定し、災害用Twitterの運用も視野に入れてはいかがでしょうか
停電の時に電気がないと使えない。メンテだけでなくきちんと災害時に使えるようにアナ
ウンスしていかないと何にもならない
ラジオ聴取環境整備事業がどのような物か知らなかった。災害時もラジオをつけたがどこ
に合わせたらいいのかわからなかったしよく聞き取りづらいと思っていた
災害時等のラジオ放送は特に必要と感じます
ラジオを聞きません。ラジオを持っていません
まだ本当に災害でのラジオの重要性を感じている人がかなり少ないと思います。又、災害
は他人事だと思っていると思います
ノースウェーブが聞けない！！ショックでした！！NHK（FMは）しか聞けない！！ショッ
ク！！
災害時以外にラジオを聞かないため。ただし、受信環境の確保は重要だと思います
災害時に役に立つと思うから
停電時、ラジオ電波をひろえず、存在を今初めて知った
災害時に町内を回る放送案内がとまることなく流していて全然聞き取れなかった
災害時の事を考えると重要と考えます。またラジオ聴取環境整備事業は情報化社会の中で
住民欲求は高いです
地震の時、ラジオがしっかりと聴こえました。ありがとうございます
ラジオは災害時に必要なため、普段から環境を整えておくことが必要
FMの受信チャンネルが増えると嬉しいです
FM放送をもっと多くしてほしい
生田原はラジオが良く聞けない。生野あたりから遠軽は良く聞けるのに。
ラジオを雑音なしで聞けない
生田原は昔から電波の状態が悪いといわれていますが、ラジオは災害時に重要ですし、今
回のブラックアウト等では痛切に感じました。雑音なく受信できるようになればよいと
思ってます。
インターネットでラジオが聴く事ができるので、現状維持でいいと思う。自分は普段から
インターネットでラジオ（ラジコ）で聞いている。
自宅でラジオの音がうまく入らない。
生田原地区は電波の不感地帯となっております。ラジオは電源が必要となり災害時長時間
聞くには不向きであり、皆さんは乾電池式の簡単な操作できるラジオが必要と思います。
FMは利けなくてもNHK,STV,HBC放送を聞けるよう熱望したい。
ラジオはほとんど聞いていない
ラジオスイッチを入れてもビービーガーガーで
最近はラジオがたより。満足しています
普段、ラジオをほとんど聞かないので、たまに聞く時もきれいに聞けるので点検しなけれ
ばクリーンな受信ができないのか、どうかよくわからない。地震時（停電時）には、ラジ
オは役に立ったので、クリーンに聞くために必要なら重要になってくる。
日中はラジオを聞いているが雑音が多い
まったくラジオはきけない
受信電波が悪い
家にいると感度が悪くて聞けない。停電の時も聞けなくて困った。
日常的には私は使用しませんが、災害時などは重要！もちろん日常的にご使用になる方も
いらっしゃるでしょうし
今年のブラックアウトの時、白滝や丸瀬布、生田原地域では、満足にラジオが聞けない。
早急に対処すべきである
ノイズがあって聞きとりづらい
受信状態がよくない
生田原地区はラジオがあまり良く聞けない所があります。従って、どこでも聞けるように
なると良い。
ラジオが受信できない
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質問
番号
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275

276

277
278
279
280
281

１

ラジオ聴取環境整備事業

満足や不満の理由、その他ご意見
胆振地方の地震の際の苫東厚真発電所の被害で起きた停電でラジオの大切さが身に染みま
した
民放ラジオは大分ましですが、ＦＭが入らない。（私の住む地域では）テレビの映りも悪
い
ブラックアウトの停電の時、ラジオを聞こうとしましたが、電波が悪くほとんど意味な
かったです。携帯の方が情報伝達早いですし。あまり、それに200万円も使っていると思
うとムダを感じる
地理的要因があると思うが、民放の受信感度がNHKと比して悪い
テレビでのニュース等で。
いつもラジオを聞いているのでメンテナンスなどは必要と思います
ラジオが全く入らない。災害時の情報がわからない（白滝も含め）
ＦＭ
完全に電波を聴取できず、走行中でも切れる時が有る
9月の胆振東部地震での停電、ラジオが頼りでした
ラジオも満足に受信できないので聞かないから
ラジオの入りが悪い。
ラジオの電波が悪く、良く聞き取れません。停電時とても不便でした。
丸瀬布はどこの局も聞けません。災害時、何の役にも立ちませんでした。
同じ町内でも場所によって聞きにくい！！
電波が弱い、受信チャンネルが少ない
ラジオの受信状況が悪い
ラジオの電波がうまくつながらない地域の為、自宅ではまったく民放ラジオがきけていな
い
受信環境が悪い。（電波が悪い）
ラジオは雑音がひどく聞こえない。ラジオが受信できる環境にしてほしい。災害時（停
電）にはスマホが頼り。ラジオが聞こえない町があることを知らず驚きました。
ラジオが聞けない。ラジオで聞いている。
ラジオが入りにくい
聞こえが悪いので、スマホのラジオを聞いている。だからもう不要
ごくあたり前の事
町内でも場所によるのかわかりませんが、受信状態が良くないと思います。
今迄ラジオ聴取はしていなかったが災害時には必要性が高い。今後1台は買わねばと思っ
ています。予算の使いみちとして有効であるが、どの程度かわからない
多種多様な番組を聞けるようにしてほしい
世界各国、国内各地域の情報や娯楽、趣味等の情報を聞く事ができ、地域社会に生かすこ
とができる。
必要な事業とは思いますが、わが地区では難聴地区があります。出来れば難聴地区解消に
も力を入れていただければと思います
丸瀬布・白滝・生田原地域の受信状況が悪く受信状況の改善をお願いします
ヨシ！！
ラジオは聴取していません
受信の悪い場所がある
受信状態が悪い
すみません。下白滝なんですけどラジオがうまく入りません。アンテナでも立てて欲しい
です。あと、光ファイバーが来ていないので、パソコンで映像見るときなど遅いです。
ネットバンクしていますが、Ｗｉ－Ｆｉでとばしてますが、少し遅いです。ＮＴＴに光
ファイバーの工事を頼んだら、区域外でできないので自治体にお願いするか、署名活動等
してみてくださいと言われた。牛の出入の報告をパソコンでしたり、ネットよく使うので
光ファイバー欲しい。
昔から家内でラジオの受信不能
白滝地区ではラジオが聴けない
今のえんがるに必要かといえば不必要
今年の９月の停電により、ラジオ放送の重要性を感じたが、白滝地域での受信は困難で
あった。
道内ブラックアウトなどがあり、ラジオの重要さは見直されていると思う
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質問
番号
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291

１

ラジオ聴取環境整備事業

満足や不満の理由、その他ご意見
白滝地区はラジオ聴取環境が悪いので整備が必要と考えられる
聴取できない
白滝地域では受信があまり良くない
ブラックアウトの時に何も情報を得る事ができなかった。
ラジオが入りづらい地域です。せめてラジオの電波はどこでもキャッチ出来る様願いま
す。
ラジオ放送不可。不自由を感じています
白滝地区はラジオをきれいに受信できません
他のラジオ局が聞ければ良い。（たとえばＡＩＲ－Ｇとか）
山際ではあるが電波が受けられずラジオを聞くことが出来ないので困っている。(生田
TV、携帯電話、パソコン、e.t.c。情報が得られる物があると思うので
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質問

２

町営住宅管理事業

番号
満足や不満の理由、その他ご意見
1 （不要）町営住宅に入居していない
2 まだ高いのでは？
年が若いのもあり、必要性を感じていません。高齢化に伴い、重要性があることは確かで
3
すが、若い人にとっては町全体の家賃の高さの方が気になります。
該当者にとっては良いと思うが…他の賃貸が高く、その金額差がありすぎると感じること
4
はある。
5 住まいの確保に困ってる人もいますので予算の使いみちとして有効だと思います。
私にとって不要ですが、私の回りの友人は、町営住宅に入りたくても入居できない人が何
6
人かいます。
7 空き家対策への費用として回したらどうか。
8 本当に困っている人への住宅は必要。きっちり所得を調べ、適正な処置をしてほしい。
9 独身の人でも入れる町営住宅建設を考えてほしい。（賃料安く）
10 過疎化防止の為、町営住宅の整備等も必要だと感じる。
11 いらない！
12 家賃が安くても抽選に落ちて入れない
13 入居していない町営住宅が多すぎる。統廃合を進めるべき。
14 １人でも多くの町民を増やすようにしたり、住み良い環境を作っていくことは必要だから
15 家賃・電気代が高いと思う。駐車料を取っているのに除雪しないのはどうかと思う。
16 古いものがあると思うので直すか、こわすかしたらいいと思う。
家賃の比較、回収状況を添付してもらわないと、予算額だけでは判断できない。せっかく
17
アンケートをとっても無意味では？
最近ペットを飼っている人が増えているが、町営住宅はペット不可の所しかない為、入居
18
できない。
ペット可の町営住宅を作って欲しいです。以前、住みたくても住めなくて大変困りまし
19
た。他にも困っている人がいると思います。
20 住宅の申し込みをしてもなかなか入れない
21 町営住宅に住んでいないので
確かに必要なことかもしれませんが、働く意欲が上がる方にも取りくむべきだと思う。
22
（安い家賃になれてしまうのは、、、）アパートの家賃が高すぎるのも問題。
23 町営住宅を建てる場所に偏りを感じます。
24 自宅ある。
安い家賃でという事は分かるが新しいマンションが次々に建っていくと、そこかなと思う
25 時もある。古い借家が空いていく事もある。ペット禁止であっても入っている人がいるの
もどうかと思う。
26 恵まれすぎの人もいる様な気がする
子育て世帯向けの民間住宅が少なく、家賃も高い。定住をうながしたいならこれら世帯向
27
けの住宅を増やす施策を行うべき。
健康で文化的な生活を営むとありますが、今年のような猛暑で、エアコンが、個人的に取
28
り付けられないと聞きましたが、これって？
29 今後の一戸建住宅の空住宅に対する対応が必要
30 町の中心部に
町のつかいみち。事業とはまた違いますが自分の家を持っていても高齢で維持していけな
31
くなる。持病を持っていても町営住宅に入れるようにしてほしいです。
これから増々、高齢化していく上で、町営住宅よりも花の苑の「何百人待ち」を何とかし
32
て頂きたいです。元気な老人のシェアハウスがあっても
33 自宅を持てない人々の助けになるので良いと思います
34 入居者が優遇されすぎている
35 様々な経済環境の方が一緒に住んでいくために必要だと思うから
36 町営住宅が増えるといいと思う
37 町営住宅は必要であるが、運営の効率が悪いと思います
人口が減って、民間のアパートやマンションもたくさんあるのに町営住宅はそんなにたく
38
さんいらないと思う。
39 空き住宅がある
40 関係ないから
41 多すぎる。
9

質問

２

町営住宅管理事業

番号
満足や不満の理由、その他ご意見
42 一般の住宅を借りるのは高すぎるので町営を安く借りる事の出来る様に
43 持家なのでわかりません
遠軽町はマンション・アパートの家賃が平均して高いように思います。もっと住宅確保に
44
困っている人に町営住宅を提供できるようにしてほしいです。
45 民間によるアパート、マンション等が多く、町営住宅の空家、空室が多くみられる
46 今冬、共同煙突から煙が逆流しているので早めに対策してもらえたらと思ってます。
直接関わりがないので、満足度はあまり関心が無い。学田団地の取り壊しが進んでいるな
47
あと思うくらい。
48 今は持家だけど若い時は町営住宅（山の手古い所）にお世話に成りました
49 棟数が足りないと思う
50 申し込み基準が狭すぎる。収入金額をゆるめた方が良い。
町営住宅の新築、建て替えに努めており、住宅環境の維持向上に努めていると感じていま
51
す
52 町営住宅が立派すぎ
53 入れないから
54 町内の家賃水準高すぎ
55 対象者ではないのでわかりません。
56 若い世代の人達の中で高額な家賃で入る住宅より、まだ公営住宅の需要はあると思う。
57 利用した事は無いが、必要な方々には大切なことだと思う。
58 一般の借家が余っている。
新しい公住を建築するのは良いが古い公住をリフォームして若い世代に貸す方法、活用を
59
考えてほしい。
60 公務員向けアパートが多いので必要。西町に。
61 公住の利便性の条件の範囲が狭いと思う。
入居者の中には高級車また二台の車両を保有している者も見受けられ、入居基準の収入を
62 超えていると思われます。入居審査を適正に願います。また居住敷地内の雑草の管理等の
指導も要望します（入居者に対し）
63 建替えも進み、時代に沿った事業になっている。
64 最近、町営住宅が増えていることは、とても良いことだと思う。
持家なので満足。町のど真中に町営住宅を作ったのは優遇し過ぎる。街中はもっと住民が
65
活用し易い施設を作るべきだ。
66 家賃設定が高い。ローコスト住宅の提案。
新しく住宅、賃貸ができるのはとても嬉しいですが、基本的に家賃が高いです。公務員が
67
住める町営住宅のリフォームや設備も新しくなると嬉しいです。
新しい住宅を作る事も必要であるが、空家の再利用や借家への補助金も考えてほしい。こ
68
のままでは空家が老朽化で住民（子供）達がキケンである。
ふくろ地域に町有の住宅を新設して町民の意見を重視した施策を講じている姿が見られ
69
る。
70 もっときれいで快適な住宅の提供。住むところがないと人がいなくなる。
71 古い公住の改修は、費用の関係からも良いことです。
72 近頃の住宅は、大変すばらしい建物である。
73 現在の公営住宅は、町の中より遠く高齢の方にはスーパー・病院が遠く不便。
74 高齢者が多くなり少しでも町に近い所（バス停の近く）に建設するほうが良いと思う。
75 夜間の共通路（アパート）の照明が明るすぎる（電気量がムダ）
76 入りたくても入れない
本当に住まいの確保に困っている方にその住居が提供されているのか微妙に感じる。町担
77
当者の調査不足か？
建物のつくり方や設備が前に建っている物と類似させるため。時代が進んでも昔の古い使
78
い勝手の悪い商品建材を使っている
79 所得等のため表面的な届出を有効とするのはどうかと思う
今後、今以上に少子高齢化が進むことが予想されます。（利用される方も増える？！）必
80
要性を感じ、予算の使い道として有効だと感じます。
81 自身はあまり関係ありません。必要な人には必要なのでしょう。
82 １人での生活者が多く共同での助け合いが良い。
83 低収入者にとっては大切な取組だと思うから
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質問
番号
84

85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117

２

町営住宅管理事業

満足や不満の理由、その他ご意見
「町営住宅から町営住宅に住み替え出来ない」って合理的ではない。最初は家族がいて、
子供が巣立ち、伴侶または同居人が亡くなり一人暮らしになる。これは当然の事です。３
ＬＤＫ→２ＬＤＫ→１ＬＤＫに住み替えるのか当たり前の事だと思う。なのに町住から町
住に引っ越せないなんて時代錯誤だと思う。1人になり、２ＬＤＫ→１ＬＤＫに移ると空
いた２ＬＤＫに別の家族が住める。
民間の事業の圧迫、空家が増えている中で、住宅対策として空家を減らすため町営住宅を
減らす
町が住宅を建てるのではなく、個人が建て、町が長期間賃借し公住として使用する。個人
は資産収入増加、町は固定資産税含む税収増加につながる
私自身、今現在町営住宅を必要とする環境ではありませんが、重要な事業と考えています
良い事と思いますが、入居時の選考には、十分な調査をしてください
現在は持家に住んでますが、年老いた時に、町営住宅を利用したいのですが、今後老人が
増える中、入居できるのか心配。また、昭和40年代に作られた町営住宅があるが、そこに
はとっても入れない。
全ての町の人が暮らしやすい方が良いので
駐車場が高い
空き家が増え老朽化した家も危険ですが、買取可能な住宅をリフォームし貸し出したりし
ては。西町等の古い町営住宅はゴミ出しもルールが守れず周囲も整えられていない。住民
の自覚が問題ですが、汚いと余計だらしなく片付けない。
以前に入居を申し込んだ際、所得による制限を聞き納得できなかった
今の所別にありません
古い住宅をいつまでも残しておくのはいかがなものか。入居したい人は少しでも新しい所
に入りたい、昭和に建設されたものは壊すべきでは
一般町民に対して重要だと思われるが、町の役場職員に対する賃貸が少なく思う、遠軽地
域は特に。
これから遠軽町はもっと高齢化が進んでいくと考えた時に、町営住宅のあり方は重要にな
ると思う。
主人の会社の官舎の為、特にございません
マンションは高いと聞きます。町営住宅に、入りやすくなれば助かる人もいると思います
業者選び必要。ソーキョウセメントの使い方知らないで使ってる
1人世帯用が少ない
必要とは思いますが、古い持家に住んでいる者としては便利の良い住宅に安価で住んでい
る方の話をきくと一寸と不満で、お金持ちなのになーと思ったりします。
所得基準、要介護度、その他必要とする方の周辺環境（介護を要する家族の数）、一律の
入居基準で対応可能なことが多くなっている。
部屋数を多く上げて欲しい
これからは高齢者が多くなるので、平屋が必要になると思うので、平屋も増やしてほし
い。
空き家が多い（活用方法を）
古い町営住宅は改修か撤去したほうがいいです
人口が減っている中、予算を新しく町営住宅に使うのが良くわかりません。
自分には関係ないので（持ち家有り）よくわからない
私の家ぼろになりましていずれ町住宅に入りたいです
空き町営住宅が多いように思いますが
いいと思う。
町内家賃高すぎるので、町営住宅を必要としてる人は高いと思うが、町の中心部で生活し
た方が楽になるような人達もいるのに、高いアパートとかあちこちあるけど、高齢者とい
うか、車を使用できない人達とかの為の家は中心部にはない。足りないのでは？元気にお
金をもらえている人達は、不便な所に住んでいても、車を持っていたり、生活には困らな
いと思いますが。
町営の数が多くて良いと思います。
学田にある古い町営住宅が少しずつ取り壊されているが、そこに住んでいた方々の移転先
は確保されているのか、疑問に感じている。
若者等単身者の入居を進めてほしい。
町営住宅は必要だと思います。
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質問

２

町営住宅管理事業

番号
満足や不満の理由、その他ご意見
118 検討したが入居対象とならなかった。
中を見学したことがないのでなんとも言えないが、外観から住みやすいように改善されて
119 いるように思うが、家賃はどうなのか。できるかぎり安く提供し、町の財政で負担すべき
と思う。
120 家があるから、家の無い方には必要です。
121 いつお世話に成るかわかりませんので
122 公営住宅って30年位しかもたないんですね。少し早いように思います
123 低所得者、高齢者、障害者が希望する町営住宅に入居できるようになればと思います
124 定住などの建設をたくさんしてほしい。遠軽は家賃が高すぎるため
125 なかなか入れない。本当に必要と感じている人に入居とならない状況がみえる。
町営住宅の扱いは、町の福祉に対する考えや熱意を反映しているように見受けられる。外
126
観も含めた町営住宅の管理・運営を今後もお願いしたい。
127 母子家庭等であれば誰でもはいれるようにしてほしい。
128 住いに困っていないため
129 家賃が安すぎると思う
130 移住する人や企業の異動で、住人が増えているので、取り組みとして重要だと思います。
131 年齢を重ねていきますと、独り暮らしにとっては安心して住む事ができる。
132 入居の条件が多すぎる（厳しすぎる）本当に困っているのに条件があると入居できない。
133 もち家があり、住んでいるので
134 低所得者のはずがいい車に乗ってる
135 母子家庭にも優しい対応を希望します
南小の方ばかりに作っていて、東小の範囲には2つしかないのはおかしいと思う。もっと
136
東小側にも作った方が良い。不公平
遠軽町は民間賃貸住宅（アパート、マンションも含む）の家賃が高すぎるため、「地域優
137
良賃貸住宅」や「定住促進住宅」を増やしてほしい。
高齢により自分の家やその周り等の管理が不可能となった場合、とても不安です。福祉住
138
宅等が必要と思います。
町営住宅に住んだことがないので、良く解らない。家賃滞納者が多いと聞く。私の家の近
139 くにも団地があるが、皆とは言わないがゴミの出し方（マナー）が悪く、自治会でも困っ
ている
140 有効に感じる
141 適正な家賃の決定が必要ではないか？
142 空室がたくさんあると聞いています。次から次へとこれほど新しくする必要があるのか
143 自分の家があるので
144 本当かどうかは判りませんが、役場につとめている人が有利との話を聞きました
見た目も良く、老朽化した住宅は少ないと思う。町のイメージを良くするうえでも改修は
145
継続する必要がある
将来、持ち家を処分してお世話にならないともかぎらないのでこちらもしっかりお願いし
146
ます
ローンを組み我が家を持ち、税を払い、修繕し、その先は廃墟！公営住宅は必要と思う
147
が、一戸当たりの建設や戸数は適正なのか？バランスを考えて立てて欲しい！
住宅不足のみならず、災害時、緊急時及び高齢化社会に対応できる町営住宅建設が今後と
148
も必要
149 住むことは町民にとって重要と思います。公共賃貸住宅をさらに取り組んで下さい
比較的安い家賃で住宅を提供となっていますが、公営住宅（新築）が？民間住宅と比べて
150
安いように思います。（２～３割安い）
町営住宅は重要だと思います。一度も利用（入居）した事がないので、満足度はわからな
151
い
152 住みたいと思っても、いろいろ手続きがめんどう
一人親の母子の家庭は、収入が低くても入居できない時がある。仕事に関係なく、単純に
153
生活環境で考慮した方が良いと思う。遠軽町内の家賃は高すぎる。
一人家族でも入居できるようにして頂ければ、若い人も地元に住んでくれるのではないで
154
しょうか。
自衛隊など大規模な組織がいくつかあるため、町内の家賃相場が高め（単身者向けの住宅
155
は特に）。このあたりは公営住宅でのサポートがほしい
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質問
番号
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179

180
181
182
183
184
185
186

２

町営住宅管理事業

満足や不満の理由、その他ご意見
今は持家ですが財産も守れなくなり、高齢になり公住でのんびり町の中心で住みたい（買
い物・病院等）
単身障害者が入れる部屋が少ない。この部屋は老人用とか、頭が固すぎる。老人より自由
に動けない障害者のことを考えてほしい
公住の場合、そのほとんどがペットの飼育が認められていません。一部の住宅をペット可
とする考えが有っても良いのでは。入居者の責任のもと、条件等を付け、考えてみては！
家があるから
遠軽町は全体的に家賃が高いように感じます。
周辺地域に比べて、家賃が安すぎます。一部の人しかうけられないサービスなら、不公平
感を感じない程度まで家賃を見直してほしいと思います。古くから住んでいる世帯など
は、条件に該当しないところもあるように思います
町営住宅入居を希望しても、税収がある為、申し込みができない。税金を毎月納めている
のになぜか末端のものばかり優遇している
家賃が高い、参考の近辺評価家賃のも高いと思う
自分の家持ってますが、80才ぐらいになると雪ハネの心配をしてます
遠軽は町のサイズの割に借家・アパートが充実していると思う。ただ高額なことが多い。
新しくたてるのもいいが古くても使えるアパートの再利用なども有効では？
町営住宅としてどの位の質の住宅が良いのかが今いち判断が難しい。又、入居者にゴミス
テーションの使い方を正しく教えて下さい。他の私設のゴミステーションに入れるな！
老朽化に伴い学田団地の解体が少しづつ行われているが、解体終了後再活用するのかどう
か全くわからないのではっきり決めてほしい
町営住宅を必要とする住民の方々も多いと思いますので、好い状態を。必要な方々への努
力大切と思います
必要性を感じるが、戸建に住んでいる為分からないです。町営住宅場所を集約した方がメ
ンテナンス等で節減できるのでは？
公営住宅に住んでいる者ですが、役場の担当者、関係している方と積極的に対話が必要と
思う
学田団地の北側跡地は？町営住宅建設、他の目的に利用。長期に放置すると見苦しい
病院、商店等、生活して行く人の事を考えた場所選び、高齢者が増える中、生田原にも1
か所違った施設があっても
一人親のため、収入に応じた家賃でたすかっている
町営住宅に入居したいと思っている人が、なかなか入居できない。収入制限があるので入
りたくても入れない
数年前に家を建てました。湧別町のように補助があるともっと家を建てる人が増えると思
うので
まわりの話を聞くと満足していない
町から遠いのでは。交通の不便も
予算の事はわかりません。公営住宅も古い所もありますので、安価で毎日の生活が気持ち
良く送る事が出来れば良いですね
家賃が高いです。（今は実家で親と暮らしている）近い将来町営住宅考えていますが、
パート収入では厳しいです。
町の民間のアパートの家賃が高すぎて、町営住宅に入りたいが、夫の収入が少しだけ基準
に引っかかってしまう。1度だけ抽選に参加したことがあるが、自分の家族は子供もな
く、高齢者でもないので、可能性が低くなる（抽選の球が1個しかない）事を初めて知っ
た。夫と同じ職業で奥さんもいるが、生田原の町営住宅に入っている人がいる。基準が違
うのだろうか。役場近くの新しくたったアパート状の住宅はいつ募集を？
町営住宅に入れる条件がきびしすぎる
民間の住宅も多く、個人のニーズも満たされていると思います。ただ、福路の町営住宅の
利便性がもう少し上がればと思います。国道に通じる道の確保です
遠軽は賃貸費が札幌並みに高く、若者が定住しにくい原因の一つになっています。そのた
め空き家の貸出など町が中心になって積極的に行うべきだと思います
古いマンション、アパートの空きが多い
たとえ住む所に困っていても、公共住宅に住むには、色々な申請が必要で本当に平等に選
ばれているのか不安。
定住対策は大事だと思うから
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質問
番号
187

188
189
190
191

192

193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215

２

町営住宅管理事業

満足や不満の理由、その他ご意見
公務員の方が住んでいたり、入居時は低所得でも、現在はそこそこの収入の方が住むの
は、本当に住む所がなく困っている人が、入居できないのはおかしい。現入居者の方が、
入居時低所得者でも給料が高くなっても出なさいと云われない。入居した人の勝ちと話し
ていました
まずは町の中心でのリメイク物件を蓄電も保有し1つのテーマを作り暖かく遠軽らしい
テーマパークの様な住宅で災害があった人々達の移住しやすく統一性のある自慢出来る住
宅地にしてほしいです
町営住宅に住んで、その後一軒家を新築する人を何人か知っているが、所得制限がゆるい
んじゃないですか？
高齢化で、個人の住宅を維持することが、困難な状態になる時にも、町営住宅が使える事
を希望
町民それぞれの生活環境のちがいはあることはやむを得ません。施策としての必要性は認
めています
現在の私の住宅は、アパートですが、町営住宅も入る事で出来ず、やむなく息子の家にと
考えましたが、夫が4年前に亡くなり、一人になり家を守ることは、後に息子が困る事に
なるので思い切って手放し、現在に至っていますが、だんだん年とってきて思う事は、い
かにして年金で生活を守っていくことは、困難になりました。なんど、申し込み、はずれ
ばかり、ハイヤーで買い物、病院通っております。いつまで出来るか？
一般の賃貸には家族4人で住める3LDK以上の物件が少なく、あっても築30年以上のものば
かりで乳幼児と住むには不安
空き家や古い町営住宅もあると思うが、アパートもたくさんある中、町営住宅がどれくら
い必要なのかわからない
家賃の問題、個人的な時期の問題
アパート・マンションは賃料が高いので、もっと多くするべきだ
空き家の管理が悪い。
外回りの清掃の悪さ、ゴミ出しの悪さ
若い子育て世代の応援
企業誘致の人口増を目指して必要
空き家を町営住宅として利用できないだろうか
人口が減るばかりなので空家が多すぎる
入居者の勝手な意見・要望等も多い中、良く対処していると思う
相当古い公住がありますが、建て替えも必要と思います。
札幌等とちがい、戸建感覚で町住に住めるのは良さそうだと思いました。（一棟２戸建で
物置でつながっているように見えるので）
他の市より、町営住宅の金額高くないですか？低所得者の人にはもう少し安いと良いので
は？あときたない。ガス台コイルみたいのはかえた方が良いと思う
耐用年数の長い建物の整備と使用中のメンテナンス体制の充実などにより長期使用を図る
ことが必要
公営住宅の利用料金が高い。（特に新しいもの）
夫の退職に伴い、町営住宅にお世話になり、１年４か月。備え付けなどの整備や交換など
は申し出れば役場で親切に対応していただいています。しかし屋根のペンキのぬりかえな
ど、全戸的な要望項目はどうなっているのか疑問です。今後について、築何十年に、ぬり
かえなどのメドを検討していただき、一度に全戸は無理と思いますので、何年かに分けて
実施するよう検討していただきたいと思います。よろしくお願いします。
借家したことがないのでわからない。
空住宅（公住）など多く見られますがどうなっているのでしょうか？
住宅退去時、入居時の清掃が無い。壊れた箇所も直さない（言わないと直さない）。管理
する者もいないため、ボロボロの状態では、町外の方は入りたくないと思います。（丸瀬
布はきれいだが、他はヒドイです。役場職員に任せるのではなく、美装会社を入れると良
いと思います。）
町の定住を図るためには必要！
一部の場所に集中して公営住宅があって、もっと他の場所にも町営住宅ができたらいいと
思う
冬寒い
空き家が多いのに、新築する必要があるのか
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質問
番号
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242

２

町営住宅管理事業

満足や不満の理由、その他ご意見
私の住宅は６０年以上たっており（二階あり）子どもたちより壊して町営住宅にでも入っ
たらとよく言われますが、住宅があったらダメとなっていますので悩んでいます。
空住が多い、古くなっている
点検等と修理なし。33年入居しているが、屋根のぬりかえもなし
既存の住宅が空いているのに新しい住宅を建てていることに不満
町営住宅の老朽化と、並びに民営住宅費はずばぬけて高い。当地域ではないが
人口が減少しているのにあき住宅があるにもかかわらず新住宅が次から次へと。そして低
収入の人に安い家賃で提供するのはどうかと思う。
もっと子育て世代に目を向けた作りをしてほしい
住民の定住を促進し、快適な居住を提供している
入居者に対して衛生、環境面（住宅まわり草取り、清掃など）の指導をしていただきたい
と思います
建物が古いのに年間所得のみで家賃を判断しているのと年間所得が少ないのに家賃が高す
ぎる。家賃判断の設定も低すぎる。所得が350万に対し家賃4万円は高すぎる
高い
空家が多いのでは？
なぜ遠軽地区に民間アパートが急増したのか。異様というか不気味というかウスラ寒いと
いうか
メンテナンスにかけるのは良いが、新しい住宅は家賃が高すぎる
（不要）持ち家があるから
住むところは大切です。遠軽町に住んで頂くには住宅は暖かくて居ごこち良いのが長く住
んでくれる秘訣ですと思います。高齢者は町の中心の住宅の方が役場や買い物しやすいと
思います
環境整備、除雪等、納得できないことが多くある
家賃が安いですか？
白滝地域では、人口減が激しく、空いている公営住宅が多い
古くなって使用しなくなった住宅（公営）の整理を進めてほしい
町営住宅が無いと住む所が無い人もいる。民間アパートだと家賃が高くて暮らしていけな
い人もいる。数は足りてると思う。
入口に対し本当に足りないのか。料金が合わないのか。空き室があるようです。色々な条
件あると思うが満室になってほしい。
住宅難の問題にふれることなく、入居している人の声は、満足気味
立派な町営住宅は必要ないと思う
中央団地に住んで32年になりますが、修理とか駐車場の不備の修繕とかを道の方でやって
ほしい
自分の家である
公営町営住宅空き家があっても新築し高齢者施設公共建物等老朽化が目だってきていま
す。予算の使い方考えてほしい
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質問

３

水道事業

番号
満足や不満の理由、その他ご意見
1 地震の時２、３日の分は心配ないと聞いて安心した。
2 水道においては申し分ない
ライフラインの維持は大きな事ですし、他地域、特に札幌等に比べて水が臭くないという
3 のは意外と移住されてくる人々にとっては重要です。また、水道に関わらず、人件費とい
うのは削るべきではないと思います。
4 水がおいしくない。
5 生活に欠かすことのできない水ですので経費のかかるのは仕方ないですね。
6 水道料金が高すぎると思う。
7 水道料金が他都市に比べ高すぎ。
8 料金が高い。
9 必要不可欠な事業。
10 経費の節減に頑張ってほしい。
11 水道料金が高い。子供が小さい時は毎日洗濯をします。水道料金の支払いが大変です。
12 安定した水を供給してもらっている。
13 水道料金が高い。
14 水道代がもう少し安くなると良い
15 やるのは勝手だが町民からお金を取るのはやめて欲しい。
16 停電の時も水がきれいで、きちんと使えてありがたかったです。
17 水は無いと困る
18 断水がほとんど無いので、安心できる。
19 水道料金が少々高い。
不備、不安を感じたことはありません。水道は生活上の基本中の基本です。今後も安定供
20
給をお願い致します。
21 この間の停電の時も、水道は供給されていてとても助かりありがたい事だと思いました。
22 水道料金が高い。他の地域に住んでいる人が高いと言っている。
23 下水道設備のの整備が遅れすぎでは。定住したくない理由の一つです。
24 かかすことのできない事業
25 料金高い
26 水道料金は遠軽町は高いと思います
27 「清流の町えんがる」が「水道料金が高い！！」と聞きました。残念です
生活に水は必要でなくてはならない資源なので、その為の事業はとても大切なことだと思
28
います
29 水道は重要なライフラインです。整備がよく、不便を感じていない
30 生活していく中で水はとても重要だから
31 出来れば水道料金が少しでも安くなるといいです
32 水は命の生命線です。先日の台風の時も水が確保されました。
33 料金が高すぎる。
34 水は大事だから
他市町村等では、水道管の破裂（災害）等。古い物からの取替、下水道の整備は重要だと
35
思う。
36 町内、遠軽駅周辺に温泉欲しいですね。
37 水道料金の基本料が高い
いつでも水が使えることはとてもありがたいです。先日の停電時も水が使えて助かりまし
38
た。
39 9月の地震の時も水が出たのですごく良かったです
40 水道料金について、分かりにくいと思います
41 断水が起こる事もなく、水道事業の適切な管理運営に努めていると感じています
42 皆が必要だから
43 水道料金、上下水道高い
44 料金が高い
45 水道料金がやや高い気がします。
46 水道代が高い。
47 他の市町村より（私が住んで中ですが）料金が高い様な気がするのですが？
48 水の供給は安定している。
49 料金が高いと思います。
16

質問

３

水道事業

番号
満足や不満の理由、その他ご意見
50 蛇口をひねったら飲める水、感謝！
51 高い予算ですね。
52 停電になっても断水していない。
安心、安全面はとても満足している。胆振東部地震時、停電の中、水道が使えたことはと
53 ても心強かった。ただ、使用料金があまりにも高い。以前住んでいた場所と同使用料で
も、料金が倍以上であることに驚いた。もう少し安くなったらと思う。
54 おいしい水の供給に満足している。
以前帯広に住んでいたが、２か月に１回のペースでの支払いだったが毎月３千円弱だった
55
ため、遠軽は高いので家計がけっこうキビしくなった。
水道の基本料金の設定を条例で変更すべきだ。現在基本料金は８㎥以下は使っても使わな
56 くても料金は同じだ。高齢者世帯では月に、４～５㎥以下しか使っていない。基本料金の
細分化が必要だ。是非見直してほしい。
57 水道が自宅まで来てない！
58 水もおいしいです。水道代も平均的だと思います。
59 遠軽地域区には台風等で水が濁りもなく、浄水場の苦労がみられます。
60 本当に安心安全な水をお願いしたい。
61 下水道料金が高い。
62 下水道が遅れている
63 水道代高すぎ、何で上下水道が同じ値段なのよ。ありえない。
本事業の経費削減は良く理解できない。他事業の経費削減を優先すべき、特にスポーツ関
64
係、潤うのは一部のみ？
「生活に欠かすことのできない水を」と書いてある通りで、重要以外に丸印をつけようが
65
ない
66 北海道胆振東部地震時に安定した供給ができたのは素晴らしいと感じた。感謝です。
67 水道料金、他と比べて高くないですか？
68 関係ないかもですが、停電に関係なく供給してもらえるってすばらしい。
69 何日も水がないと大変。
70 水道の無い地区の事も考えて。
71 災害の時も断水などにならないで水が出ている。
72 水道、下水道の基本料金を下げてほしい
73 水が美味です
74 料金が少し高い
住宅、住民の少ない所ほど負担金が多くなるのでほんとうにそこの住民が必要としている
75
のか聞いてから実施して欲しい
76 市街地でも下水道の整備が遅れている
77 水道料金がもう少し安くなると家計が助かります
78 他の自治体と比べ、水道料金はお高いように感じます
79 我が町の水道事業は大変、素晴らしく思っています。今後も宜しくお願い致します
80 上下水道で不自由することがないので現状で助かってます
81 水は必要ですが、水道料が高いです
82 断水等ほとんどなく、いつも清潔な水が利用でき満足
83 春の雪どけ時、塩素の臭いがすこしきつく感じるが、総じて美味しい水道水だと思う。
84 他町村に比べ、上下水道代が高い
85 不満は全く有りませんが、企業会計の中身について心配しています
雨が続くと水が茶色になります。何か改善策はないのでしょうか。体に悪影響があるとは
86
思いませんが、浄化方法を変えるなど対策はありませんか。
87 安心して水がいただける
88 水道料金が高いのではないか
89 遠軽の水は水質は判りませんが、安心して飲めます
90 料金を下げろ
よくわかりませんが、水道の老朽化は進んでいると思います。生きていく上で、ミスは必
要な物なので、お金がかかるのはわかりますが、ちゃんと無駄を整理して、節減する事は
91
必要だと思う。人口減で収入が減り、赤字体質のような気もするので、しっかりやっても
らいたい。
92 田舎で高齢で下水道は現状のままで行くしかない
17

質問
番号
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133

３

水道事業

満足や不満の理由、その他ご意見
遠軽町の水道水はとてもおいしい！！！（札幌、江別、帯広、釧路に住んでいて初めて水
を買わない生活しています）
白滝にいる娘が、雪解け時に、にごって遠軽から水を持っていきました。いつでもきれい
な水が出ればいいと思います
他金融機関の口座では引き落としができないこと。基本料金が高い。世帯人数によって
違っても良いと思う。
安心安全な水を安定に使用したいので、予算の使い道としては自分としては満足と思った
ので。
定額の基本料（上下水道とも）が他町に比して高いのではないでしょうか。単身世帯での
負担が高い。
湧別町の様に安くすることはできないのでしょうか。
遠軽の水はおいしいと思います。
水道代が高いと思います
水道料金の高値変動化に不安
生活していく上でなくてはならないものだから
人間にとって水が大事であるという事です
この度の地震では、初めての体験でした。電気が止まった中で、断水にならなかった事で
本当に助かりました。大変重要な事だと思います。
地震などで断水しないようにしてもらいたいです
安心安全な水の提供に感謝。全国的に水道料金は高いのか低いのか？
水はたいせつです
水道料金が高いと思います。
満足している
水道は生活する上において最も重要です
困った事がない。
遠軽町の水道料金は近隣の市町村と比較してかなり高く、家計の負担に感じている。水道
料金の引き下げを検討して欲しい。
使用料金が安くなるようお願いしたい！
水道引かれないため。わが家に水道がくるのは４年後と伺いました。
見えなくて分からない部分ありますので…。
安心・安全なお水をいただけるように、これからも頑張ってもらいたいです。
災害時でもできるだけ供給して欲しい。
年１２億はかかりすぎでは？
安心して飲めること。古い鉄管使用してるならば、長期見通しをたて、年に少しずつ新し
いものに取りかえるべきである。
これからも、値上げしないで安定供給してほしい。
水は大切なので安全で安心して供給していただきたいので
先日の停電で水が止まるとデマがとびかい、ため置きをしてしまいました。正しい情報が
ほしかったです。
上下水道両方に基本料金かかるのはどうかと思います
町道でないがために、管を引くのにお金が掛かり過ぎてなかなか水洗トイレにすることが
できません
水は生活して行く為にとても大事な事ですので重要です。これからも水道料金がこのまま
維持してくれればと思います。
前に住んでいた町が遠軽町より上下水道で1000円近く高く、遠軽は安いと思った。
水の安定供給に関しては及第点だが、料金が高い事については説明がなく、情報の公開が
遅れているように感じる。
水に困ったことがないため
遠軽町は水道料金が高いと思う
料金がやや高めな気がします
水道事業は町管理でお願いします。他の（本州）では民間に移す提案を聞いた事がありま
す。
いつもきれいな水を使用することができ、有りがたく思っていますが、水道料金が安価に
なればいいのですが。
水も電気と同じ。生活に欠かせないものです。
18

質問
番号
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177

３

水道事業

満足や不満の理由、その他ご意見
停電時に、水も止まるのでは、との情報が廻り、たいへん心配でした。電気が通らないの
も困りますが、一番は水の確保ですね。
基本料金まで使用されない。水道料高い。
不便が余りないので！今回の停電で水の大切さも解りました。常に町の水道事業を町民の
安心の為、点検などお願いします！
父母の介護のため、毎日夜遅く帰宅する。家があっても家では寝るだけの場所になってい
る。上下水道の基本料金を下げて、使用量に応じた料金設定を。節水にもつながる。
まだ下水道が完備されていない地域がある
遠軽町は水道料金が高いと思う！どーしてなのか？
毎日、あたりまえに使っているが、地震の際、水だけでもある事がとても有りがたかった
電気、水道は生活に欠かせないもの、水道設備は老朽化する前に整備をしていく必要があ
ります。水道料金が高いという人がいますが、何を基準にそう言うのかわかりません。単
に他との比較と言うのは軽率です。
遠軽は他の周辺の町・市に比べて、水道代が高いので見直してほしいです
水道料金が高すぎる
額が大きすぎる
水道料が高いのでは。給水料と排水料と同料金なのは納得できない。畑や庭への散水はど
のように考えたのか？
営業用水の普及を進めて欲しい
水は必要不可欠の物なので、安全安心の為、料金もこの程度はしかたないかと
水道のありがたさいつも感じています
水道代が高いです
札幌と比較しても、水圧が強くきれいな水が利用できていると思う
金額が良くわからない？
9月の地震の時、水が止まらなくて本当によかったです。ありがたかったです。
下水道整備されていない地域があるので
水道施設の整備が細部までしっかりできているのか不安があります
水は生命に関することです。安心安全な水の安定供給にさらに取り組んで下さい
停電の時は、水が出てとても安心でした。でも水道料は毎月高いなあと思っています
安全な水を供給してくれているから！
下水道料金が高すぎる
生活にかかせない水の安全安心な供給に心より感謝します
もう少し安くなるといい
水道事業は大切なもの、なくてはならない。ただ料金が高くたいへん
水は生活にかかわることなので有効に感じます
場所によっては水道管の劣化によるサビが気になる事が有ります。少しずつでも改善（工
事等）される事を早急に望みます
今は自家水を使用
遠軽は安心安全性がとても良いと思っています。その当たり前の生活を大事にしたい。節
水を心掛けたいといつも思うのですができないことの方が多く。電気より水が止まれば大
変である。感謝です。
民営化という声を聞きますが、体に大切な水の供給を大切にしてほしいと思います。
水は生活に欠かす事が出来ない。安全な水が大事
事業予算1,210,944千円が多く感じられる。町の整備を見てもそんなに事業を活発に施行
している感じがない。繰越や事故繰越になるような計画であれば他の整備に充填してはど
うかと思う
ライフラインとして欠かすことはできません。安定した供給をお願いします
水道料金は毎月７千円を超えるので適正か（基本料金）がわからないので高い気がする
水道がしっかりしているのは生活するうえで重要なこと。予算がかかっても当然だと思う
美味しい水を提供していただいている
消毒の臭いが気にかかる時がある
9月のブラックアウト。改めて水道事業の有り難みを感じます
今後もしっかりとした水道事業をお願いします
下水道利用していないのに料金徴収されている
料金が高い
19

質問
番号
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216

３

水道事業

満足や不満の理由、その他ご意見
本当に大切な毎日の住民の安全性を願ってます。現在は、特別な不満はありませんが、こ
れからも安全安心を願います。
これからも水道施設は計画的に整備し、安心・安全な水の供給を継続してください
いつもきれいな水を安心して飲めて、ありがたいと思ってます。
まだ未整備地域がある
遠軽の中心部だけじゃなく、他の地域も早く下水工事をしてほしいです
生活用水の確保は最も大切な施策である。安全な投資は十分に確保すべし
町の水はおいしくないです
今国で水道の民営化を検討している様ですが、とても不安です。命にかかわる水は、何が
あっても民営化にすべきではないと思います。国で責任を持って守ってほしいと思います
水はおいしくない。飲んで大丈夫か不安
今回の地震の際、水道も止まるらしいとうわさが流れて焦った。いつまでもどうなるのか
はっきりしなくて困った。水を溜めたが不安だった
停電の時、水が止まらなかったのが嬉しかったです。水のありがたさを感じました。使い
方なのでしょうが、少々高い。
停電の時に「水道が止まる」というデマが流れていましたが、そういった時に正しい情報
を発信するのが役場の役割ではないでしょうか。今後の改善に期待しています
町内、すべてに下水道が通っている訳ではないし、水洗トイレに変えたくても下水道が
通っていない
水道料金が高い
上水と下水が同じなのが変。一部、料金が違っている所があるのがわからない
水道事業の民営化が急に浮上しているのだが、多くの問題点が世界中でも指摘される等、
デメリットの喚起等を周知して欲しい
今は安心して仕事させてもらっていますが、水の販売、独自の浄化法、たとえばホッキ
貝、ホタテ貝のバクテリア浄化の販売ビジネスとして、全国に見せつけるのも良いのでは
と思っています
上下水道料が高い
安全な水は生活する上で大切だから
災害による事故被害が発生しており十分配慮の上お願いします
水道事業の管理たいへん感謝しています。漏水の時、他の市町村では、超過分又は、明ら
かに漏水の影響がによる料金の増加分は、普段使っている料金以上はとらないところもあ
るが、遠軽は個人の責任として支払わせる方針ですが、一個人で6～10万支払うのは本当
に苦しい。救済措置を考えて頂きたい。全額じゃなくても半額でも
飲み水は全体に必要なので、整備をお願いします
水が豊富な環境な印象だが、水道料金は高いと思う
水を沸かすとくさい。湯ざましがくさい。
停電の時水が供給された
重要なライフラインの1つであり、今までどおり維持してほしいと思います。
飲料水を買っている状態です。蛇口のまわりがカルキで白いあとが残ります。カルキが強
いのではないでしょうか。
生田原は下水道は通らないのですか
白く濁って薬くさい時が多くある
生田原地区の水源に不満有
水道料金が高い
いまだ自家水利用の人がいる。水道事業で取り込めないのか
水の無い生活は考えられず、毎日の生活で普通に使用できるのはありがたい。断水が起き
ない事を願います。
町水道がひけない。地下水（汲み上げ）農薬等が心配で、飲料水にしてません。
カルキ抜きが多すぎるのでは。ニオイもあるしお風呂では流してもヌメリがとれない
生田原安国に水道施設整備されました。大変に安心しております。
水道水の塩素臭が気になります
生田原は今まで、雨が続くと水道水が、茶色っぽくなり、飲む時やお風呂が困っていまし
たが、今はきれいになりましたね
下水道の整備ができておらず、居住地域のトイレが水洗じゃない。こんな所に住んだ事が
無く、驚きなのと、不潔だし臭いし最悪です
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質問
番号
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246

３

水道事業

満足や不満の理由、その他ご意見
水道が来ていない
大規模停電においても、給水が停止しなかったこと、大いに評価したい
水道料金が高い
安いほうが良い
とても満足しております。
いつも良い水が使用出来ていますので料金などもこのままで行けると最高に良いと思いま
す
人間にとっても、全てにおいても水がなくては生きていけない
この問題は大切なことです。頑張ってください。
他町村に比べると少し高い料金だ！！
自宅は井戸水供給のため、上下水道を引いて欲しい
今は満足です
丸瀬布に来て初めて水道水を沸かさずに飲むことができた。そのくらいキレイでおいしい
水です。これからも安心安全な水道水が飲めるようにお願いします。
全道ブラックアウトの時も水道が出ていてくれたことがありがたかった。停電が長びくと
水道も止まると聞いているが、どれくらい長びくと止まるのか知りたい
安全で安心に飲用しています。健全な経営にと思っていますので節減を図り古い水道管を
順に交換してほしいです。
安心安全な水の提供は、健全な心身を作る基本です。水が腸を始め脳の活性化促す大切な
要素。
今回の停電時に断水しなかったことに感謝いたします。水の大切さを改めて確認させてい
ただきました
同じ町民税を払っているのに上水道が通っている所とそうでない所がある。通っていない
所をどう思っているのか。通ってない所で浄水機を設置したら1部助成金を出すなど考え
てもらいたい
水道料金の引き下げを希望します
ヨシ！！
水源の管理が心配。特にセキュリティ対策
生活にとっての大事な水道、重要な事、予算の使いみちは満足している
日本の水道事業は素晴らしいです。水道をひねると飲める水がでるのはすごいことです。
少し料金高くなっても水道工事は大切と思います。我家は山のダムの水なので雨降りの後
は少しにごりますが、浄水器で対応しておりますが施設古くなってきているので、点検し
ながら様子見ております。
安心して使用してます
蛇口をひねれば美味しい水が飲めるというのはとてもありがたい。
水道料金が高すぎる
上下水道ダブルで金額が他より価格が高い
「水」は最も重要なライフラインです。決して民営化などせず、行政の責任として整備、
提供してください。
水道代が高い。
安国の水道施設はポンプアップしているらしいが、今回の停電でポンプが作動しなかった
んではないか。今までの施設も活用すべきで、今の施設も金のかけ過ぎだ。私は管轄外な
ので関係ないが
ごく最近回収工事がなされ、大雨の後でも水を気にせずに居ります。
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質問
番号
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39

４

都市計画総務一般経費

満足や不満の理由、その他ご意見
役場を建て替えることが先。使用しない福祉センターだのラグビー場等、むだ使いが過ぎ
る。町民税なんだと思っているのか。
景観を大事にしたいのか、利便性を大事にしたいのか、高齢者に焦点をあてているのかが
不鮮明でわからない。町のあり方として、今いる高齢者を軸にしているように感じます。
若い人がいなくなるのは当然です。唯一ありがたいと感じているのは、公園がまだ機能し
ていることです。
まだ予算があっても良いと思う。
有識者や町民の選び方がわからない。
町の予算の使いみちとして有効だと思います。
町民の意見を広く聞き入れているとあるが、本当にそうなのかが疑問です。
お茶を飲みながら気楽に懇談をしたりする場所が少ない。
都市部の有能な企業の誘致が先決かと思います。
コンパクトシティの構築の展開が良く見えない。
有識者や町民の代表って誰やねん！って感じで店舗等も閉めることはあっても新設すると
ころはそんなにしないのに誰だかわからない人達で運営って何？と言いたくなります。
くらしやすいので満足。
遠軽町の道路は車道の真中にマンホールがある為走りにくい。
「幹線道路や公園など」と言うわりに幹線道路よりも裏道の方が使いやすいし、公園も全
然ない。それなら不要でもいい
いわね大橋を早くなおしてください
遊具が充実した公園がもっとあって良い。
そもそも自然に恵まれた地域だと感じています。そこを大きく作り変える方向ではなく、
活かした環境整備にしてほしい。一度手を加えると自然は戻らないと思うので。
これら代表となる人材選びをしっかり見きわめてほしいと思います。
街中の整備を
町民の代表など広くって、聞かれたことがない
必要なことだから
幹線道路が整備されていないところがある。空き店舗が多く暗いイメージがある
遠軽町がコンパクトシティを考え実施しているのは理解していますが問題があります。ま
ず遠軽・生田原・丸瀬布・白滝と４つの地区がありますが、各地域のネットワークが出来
ていません。4つの地区を結ぶインフラが必要です。またコンパクトシティの核になるの
がＪＲ石北本線ですが、この存続が不安定です。この不安定を解決しないと、コンパクト
シティ計画は頓挫すると思います。
近くに公園が１つもないから
駅前通りの取り組みが遅い。
いいと思います
住宅近くの公園用地は石だらけで、雪捨て場以外の使い道が無い
①民間で宅地造成しているが、Ｔ字路、行き止まりが多い。②幹線道路に取り付け道路が
あるのに活用されていない。③歩道が私的に占有されている（1条通北3丁目、東町1丁
目）。
町中の国道沿いでは、シャッターの降りた元商店跡が目立つ。
子供が自由にいつでも出入りできる（冬でも遊べる）室内公園（遊び場）が遠軽地域内に
も欲しいです。（紋別のＡＮＡ公園みたいな）
店舗なくなりさびれたと思う
遠軽町の玄関、駅前が非常に寂しいと思います。降りてみたくなる町にして欲しい
十分な利便性の向上が図られているとは思われない。太陽の丘公園の維持管理、将来の展
望について、適切な予算執行がなされているとは思われない
会議にそんなにお金がかかるの？
公園は適正に配置していない。わざわざ遠い公園に行ってます。
買い物をするのにとても不便だなと感じています。
大通にある公園ですが、いつ通っても誰も利用しているところを見たことがありません
が、あの公園を維持するために、どのくらいの予算が使われているのでしょうか？
くつろげる公園欲しい
公園の遊具の古さ。
合併後の「コンパクトシティ構築」が進んでいない。
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質問

４

都市計画総務一般経費

番号
満足や不満の理由、その他ご意見
40 Ａコープが閉店する中でコンビニがほしい。
41 規制が多い。
42 街中にある空家問題を解決してほしい。
気軽に行ける公園がとても少ない。学校の遊具だと年長には大きすぎて親が付き添わない
43 と遊べないなど不便が多い。滑り台、ブランコばかりではなくちょっと変わった遊具も住
宅街の中の公園へとり入れてみると（小さい子も遊べる）良いと思う。
44 たとえば遠軽小学校後の活用、どうするの！
子どもが安全で楽しく遊べる施設があるといいなぁと感じます。買い物ができる店舗は充
45
実してると思います。
会議をしているなら、なぜ学田住民センター横の岩見通が悪いままなのか。たいして住民
46
の通らない所が両側に歩道があったり変である。
47 都市計画等が良く理解していなく解らない事が有ります。
48 遠軽町としても人口の減は次いでて街の中は歯が抜けたようにさみしく感じられる。
49 シャッター街をどの様に思っているのか？
子どもたちが魅力のある広くて安心できる公園及び遊園地があれば地方に遊びに行かない
50
で遠軽の地で遊べるし親も喜ぶと思います。
51 子ども遊べる遊具のある公園が少ないように感じるので増えるとうれしい。
無作為にあちこち建てられているわけではないという事が建築物の建てられた場所でわか
52
るから
遠軽市街地、店自体（シャッター）閉まっている所や、間にマンションが建っていたりま
とまりがなく、駐車場も少ない為、活性化・利便性の上で問題があるのではと感じていま
53
す。遠軽町の活性化を望むのであればもっと熟知考慮が必要だと思います。予算をつけ出
せば良いという事にはならない。
54 予算の内訳などわからないので、なんとも言えない。
会議の運営にしてはずいぶんお金がかかるのですね。その他に施設見学費の入るのか…に
55
してもお金使えるね。
56 公園をもう少し増やしてほしい。
57 使用していない建物の取り壊しは？
都市計画区に指定されているらしいが中々経費のせいか進みが遅いように思います。私は
58
もう先を見る年ではないけれど頑張ってほしいです。
59 必要と思わない建物が建てられるため
60 経費が多いのでは。会議に使用するには多い。
61 新しい町営住宅など買い物しづらい場所にありもうすこし町中に
公営住宅が遠方にあると、高齢になり、車を運転することが出来なくなり、日常の買い物
62
に苦戦します。出来るだけ町中に住めるための方策が必要。
63 町の中にある空き店舗が気になる。空き家も。
64 都市計画の内容が知らされているものの良くわからない所も多い
65 町の中にとても公園が多く、子供連れでも暮らしやすい
固定資産税の中に都市計画税があるものの何十年も都市計画による恩恵に浴したことがな
66
い
主旨とは違いますが（管轄も）、遠軽橋の近くの川に流木が岩に引っかかったままです。
破損したいわね大橋の橋脚にも何年も前から大木が引っかかりそのままになっていまし
67
た。景観だけでなく水の流れを変え、橋脚に負担を加え橋が破損したのかと思ったりしま
した。水の少ないうちに取り除けないものでしょうか。
68 コンパクトシティの理念に逆行しているように感じます
遠軽地域以外でもこの取り組みは行われているのでしょうか。遠軽地域の話なら、他に住
69
んでいる私に答えようがありません
70 町の発展が今後どの様に変わるのか楽しみと不安が少しあります。
71 会議の運営に使用されるとかいてあるが、なぜ60万もかかるのか意味がわからない
72 行き止まりの道路が多い
都市計画区域と言うのは初めて知りました。大きい企業に参入して貰ったり（イオン、ド
ンキホーテなど）、スキー場を目玉になるようなスノーボード場にするとか、木楽館の商
73
品を札幌に売り込んで目玉にするとか、遠軽町は知っている人が多いので足を運んでもら
える要因になるものがあると良いのではないでしょうか。
74 あまりオープンに思えない
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質問
番号
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113

４

都市計画総務一般経費

満足や不満の理由、その他ご意見
街中の駐車場の少なさが、どうしても街中の商店街から足を遠ざける原因になっていま
す。不便を感じます。
コンパクト化は避けられない道、街中心部の店舗が激減し、郊外大店舗のままでは構築は
ほど遠いのでは。
上下水道が施工されていても私有地の道路との事でアスファルトにならないのを解消して
欲しいです。
空き家対策を！
空き店舗が多くなっているので、何か有効活用できるといいです
「広く意見を聞きながら」広くとは誰？いつ？箱物づくりばかり。繰り返しの町民からの
アイデア募集など必要では？子供も高校生くらいになると、若い青年も大きな市へ移転。
町の住みやすさ、職の充実の不安
駅前に活気がみられないのが残念
町がよくなるのならよいですよね
主要道路に面しても空き店舗が多すぎて運営がよくわからない。
住みやすい、町の形成に重要だと思います
町民全員が満足する生活環境なんて、難しいと思います。
遠軽地域内の市街地とは具体的にどの辺りのことなんでしょうか？実際にどのようなこと
に税金が使われているのか具体的にわからないので何ともお答えできない。
老朽化した空店舗の今後は？
娯楽施設等の充実を行ってもらいたい。
町を歩いていても緑もあるし、どこらへんが都市化かはちょっとよくわかりませんが、す
ごしやすいとは思います。
古家や廃屋が目立つ。
小公園がいくつかあるが、ほとんど使われていない。避難先にしてはせますぎる。しかし
空地も必要と思う。小動物が住めるような実のなる木を植えてはと思う。
いわね橋がはやく開通してほしいです。道の所管なので仕方ないですが。
護岸した川は草が伸び放題で見た目が良くなかったりします
年間どのくらいの割合で会議が行われているのか分からないです。
遠軽はコンパクトシティとはいえません。運動公園を例にとっても、東町方面と福路方面
に分離しています
町民がくつろげるような公園を造ってほしい。遠軽は子供を連れて遊べる場所が少なすぎ
ると思う。
他の施設の視察が行われていますが、不要なお金が使われる感じがします。その視察のわ
りに町が良くなってない。
予算が少ないので、活動不足ではないか
家の近所の空き地に公園を作ってほしいから
質問2に書いたように、住人が増えているので住居も必要ですが、暮らしやすい状態な
ら、なおさら大事に思います。
税金が高すぎる。固定資産税を安くしてほしい
片寄らない町の形成は必要だと思います。個々の各々の施設の利用程度によりますが、一
概にどこに必要かどうかは計り知れません。
例にあげる町民センターの建てる場所を、ある人たちの利益を考えて進んでいった事には
少し不満がありました！町民全体が便利で使用しやすい場所は？もっと考えるべきでは？
人口も減っているのに今さらいらない
学田の方には公園がない。遊ぶ所がない。人材開発センターの裏の道がせますぎ。広くし
てほしい
会議だけなら？会議の意見がどう反映されているのか知りたい。
もっと町民の代表だけでなく幅広く意見を聞いてほしい
人口が減少していく中、何をどうすべきかをよく検討して町政に反映させてほしい
特に効果を感じない
がんぼう岩の建物が本当にむだだと思います。
遊具がたくさんある公園を増やしてほしいです
無理に都市にしなくても良いのではないかと考えます。末端までの意見を聞いたうえで計
画を進めてほしい
運営内容がいまいち分からない
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質問
番号
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143

４

都市計画総務一般経費

満足や不満の理由、その他ご意見
あちこちに古い空家があるのは町ではどうにもできないものなのでしょうか。なんかあぶ
ないなあと思ってるんですが。
この設問は、都市計画上の「コンパクトシティ」をさすのだろうが、平成の大合併のコン
パクトシティの考え方も含め拡大の一途なのではないか？
高齢者に優しい町づくりを願っています
今後益々増えるであろう民有地、空き店舗、空家等の解消、解決を積極的に実施すべき
子どもが遊べる遊具を設置し、町外からも遊びに来て頂ける場所がほしい。オホーツク流
氷公園のような
高齢化に伴い必要になってくる
閉店、空家が多い。町の活性化が足りないのではないかと思考する
勝手に決められる、生活圏が見出されるのはこまる。（大事な事だが）
現在使われているかどうかわからない建物、古びた建物などが多く目につきます。夜特に
怖いです。
この事業については、コンパクトシティの構築はもちろんのこと、災害にも対応できる町
の形成にも役立てられると考える
町全体の事も大切かもしれませんが、幹線道路よりも、買い物に使えるような駐車場を小
さくてもあちこちに設置することも大切ではないでしょうか。有識者よりも、生の声を聞
くことが大切だと思います
公園はあるが、日陰がなかったりするとなかなか遊んでいても子が小さいと心配
コンパクトシティの構築の割にはプール、ラグビー場、格技場等のスポーツ施設の場所が
バラバラ。空いている土地にこれがないからとりあえず建てようという感じで計画性が全
く感じない
外食の折の事で、来客の時のレストランの必要さを感じる事はあります。直接関係者にま
かせっきりですが、よろしく
空家が町中で目立ちなんとかしてほしいです（防犯の面からも）。舗装の悪い道路も整備
してほしい
具体的にわからない
野球場、テニスコート、サッカーラグビー場、温水プール、又は、町の中に文化センター
をあまりにもばらばらと残念です
予算はわかりません。遠軽町の魅力、らしさって何でしょう。災害、地震がなく安心の出
来る町でしょうか。そして食べ物と安らぎの緑、風景でしょうか。利益うむ明るさと、活
力がほしいですね
都市計画も大切ですが、国道沿いから見える廃屋などの後しまつも大切です。後片付けし
てから整えるのが先と思います
公園が足りてないし、場所も住宅から離れていて行きにくい。歩いて行ける距離に遊具の
整った公園がほしい
もうちょっと公園を増やさないのかなと思っている。大きなものではなくていいので
新しいものが出来ていくのは良いが、古いものがどんどん無くなりさみしい
遠軽は公道で遊んでいる子供がとにかく多いです。危険ですしマナーが全く身についてい
ません。各学校への注意および公園の増設をご検討下さい。内地に人から見ても少ないみ
たいですよ
町の商店がなくなっている
まだまだ放置されている空き店舗があるし、町の中の公園もあまりきれいではない状態の
所があると思う
公園が少なく狭い。子供の遊べる環境とは思えない。横断歩道も少なく、歩道も狭い。車
道も狭すぎる
主宅地の中に水産加工場があります。くさい
遠軽町中心部にシャッターが閉まった空き店舗が多いが若い人で事業をやりたい人も意外
と多いので、町としてそういう店舗が使えるようはたらきかけ、若い人が町外に出なくて
も仕事をして生活できる環境にしてほしい。また道の駅ができてからの町の中心への人の
流れも検討してほしい
高齢化や少子化に伴う、空家や維持困難者等の道しるべを行政としてヒントを出していた
だければ助かるのですが
秩序のある都市計画も大切だけど、現存の安泰にかたより新しいものが参入できなくなる
可能性があると思う
25

質問
番号
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178

４

都市計画総務一般経費

満足や不満の理由、その他ご意見
本州から移住したくなるような遠軽らしく自然と一体化し、アイヌのコタンをテーマにし
たり、せっかくの安彦さんコラボをテーマに考えると北海道ブランドをいかせるのではと
思います
いわね大橋の修理期間が長すぎると思う
近年計画地域内に空店舗、空家等が目立っており、これらの活用方法について住民の協力
を得て進めてはと思っています
明らかな空家が点在しており、その土地を買いたくても情報が出てこない、市街地、特に
町の中心部の空家の管理をお願いしたい
駅近くの主要道路沿いの閉まった店舗や住宅街の公園が少ないことなど、しっかり計画さ
れているように思えない
いわね橋を早く直すのと、もう一つ橋を作るべき。本当に不便です。
空き店舗、空住宅が目立ちます。
対象は遠軽だけであり、外地域にはなにもない。町づくりは、全体で進めてほしい。
高齢社会です。コンパクトを目指してほしいです
小学校、中学校の近くに店がほしい。コンビニが一つしかない。近くにもう一つほしい。
生協、ローソン、ダイソー、ツルハ、セブンイレブン。
コンパクトシティは良い考え方だが、それの会議に64万円も使いますか？高すぎだと思い
ます
他地域での都市計画は？年々人口減で将来的にますます減ると思われる。その対策は？
小さな町をいじめてるのが現実だと思います。
生活環境の充実をまず第一に図ってください。交通の便、脳外科は遠軽では対応できず、
北見に行くことになりますが、バスがありません。汽車で行っても、駅から病院までが遠
くてタクシー代が掛かります。
道路でも毎年のように波打って直しても又波打つ、どうして？平和山公園下の道路（16
日）朝も10㎝位の石が落ちていた。ふくらんで来ていないのか？いつも心配で通ってい
る。
初めて聞いた
空き店舗が多すぎ。早く壊して有効活用して欲しい。
石北線の存続があやうい中での駅前開発等々少し疑問に思う
会議を開くための経費と思います。議事内容が見えません、町民には。
丸瀬布タモクセンターの使用料が高く思う。そしてあいている時は前もって予約せずとも
自由に行って使用させてほしい。冬期間はいつも暖房が入っているにもかかわらず、だれ
も使用していないのではもったいない。個人的に安い料金で使用されてください。
自由にすべきである
遠軽町内ばかりが都市化している様に思われる。白滝・丸瀬布など他地域はおろそかに
なっている様だ
意見をもう少し広くして聞いてほしい。更に会議だけではダメです。現地を見ながら言い
たい事がある
あまり必要でない所の道路拡張などに経費をかけすぎると思う
高齢者が中心でくらせるように考えて頂くと、車のない人でも生活しやすいのではないで
しょうか
くだらない
市街地の都市計画も大切ですが、町全体としての活用も考えてください。
白滝地域では、計画の現状が見えない
国道沿いに新しい建物が増えて明るくなった気がする。空き家を活用するなり壊すなりし
て少なくしてほしい。
白滝地域は、お店がなくなりこまっています。どうして他地域にはお店が作られたりする
のに、白滝地域には作られたりできないのでしょうか。
過大評価はしないで欲しい
限界集落になりかけています
新しい街創りには予算だけでなく力を入れてほしい
空き家対策が不十分で、町の景観や機能に影響を及ぼしていると感じます。使われていな
い事業所など（ボウリング場や病院を含む）も目立ち残念です。
遠軽が中心となっているのでしょうけれど、他地域（生田原）では町並が歯が抜けたよう
な状態で不安です。
26

質問

４

都市計画総務一般経費

番号
満足や不満の理由、その他ご意見
179 どこも中途半端に見えます（核になる物が無い）
築ったのに結局使用されていない建物があるのはもったいない。築って終わっている。
180
（ふぁーらいととか）
何よりも先に大通りシャッター街をどうするか考えなければなりません。何もせずに衰退
181
を見ているだけでは何の解決にもなりません。企業の起業・誘致が絶対に必要と思います

27

質問
番号
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39

５

墓地管理事業

満足や不満の理由、その他ご意見
環境保全をどの程度やっているのかが全く分からない。若者の墓地離れなど現状を知り予
算を見直しや現状を把握すべき。
合同墓地たててほしい。
様々な墓地の形態がある昨今、樹木葬や合葬などについても検討する必要があるのではな
いかと思う。
故人に対する敬意というのが厚いわけではありませんが、墓地には結構多くの人が行って
いるように伺います。一つ気になるのはハチやアブの量がとんでもないということくらい
です。
予算の使いみちは有効だと思います。
これから関わることですので。
駐車スペースが狭いので、お盆時期は不便に思います。一時的に…なので今のままでいい
と思います。
もう少し時代を行った方が良い。
核家族化や少子高齢化により、墓守りがいなくなります。共同墓地や、ひき取り手のない
墓などの対策を今から！
環境が充実していると思う。
墓地の数、１４か所は多すぎるし、統廃合すべき。
遠軽町に墓があるので、きれいに整備されていることは良いことだと思う。
使用している一部の人たちの為、というところがひっかかる部分はあるが亡くなった方も
お参りに行く方も気持ち良くなるならいいかも、と思います。
遠軽の墓地はいつもきれいです。
一人世帯でも、地元ではないので。
具体的な予算の使い方がわからない。コスト管理が適切か？
道をアスファルトにしてほしい
遠軽にお墓が無い
墓を個人で持ち、管理するのは難しい時代になっていくと思います。共同墓地などの考え
をぜひ進めてほしいと思います。
墓参りに行くと草刈等してあり、気持ちよく帰ってこれます。急な坂道の所は車体がぶつ
かる所があるので困る。知っている人はさけるが、知らない人たちは？
過疎化が進んでいる中、墓守りが大変な状況です。共同墓地とか町で考える時期だと思い
ます。
共同墓地を遠軽でもぜひやってほしいです。核家族・子供のいない人たちにとって必要と
感じます。
墓地の草刈りも大変だと思います。少ない地域をなくすことは？合併とか
町内に14カ所も必要でしょうか？
最近では、お墓を建てるよりも、「墓じまい」が主流の様です。草とりなど遠方の親族へ
の有料サービスの必要性は事業へ活かされないのでしょうか？
私はお盆前にお墓掃除をしていますが、いつも回りはきれいに管理されているので大変感
謝しています
個人個人でやるべきだ
必要なことだから
遠軽の墓地は、きれいで大変気持ちがよい
墓地のきれいにしていただいてありがとうございます。これからもどんどん良くしてくだ
さい。
遠軽墓地の草刈りの頻度を増やしてほしいです。気持ちの良い環境を整備しているという
わりには、夏のお盆時期だけの様に感じます。
墓地が無いので
カラスと雑草が多い
道路の幅がせまいので整備してほしいと思います。
墓じまいを考える
無縁墓地（墓地を持っていない人）は、あるの？
安国地区の墓地に水道をひいてもらいたいです
町外から来た人が、トイレに入ってあまりのきたなさにビックリ。お盆の時だけでもきれ
いにしてほしいと思います
数が多い。草刈以外に何？
28

質問

５

墓地管理事業

番号
満足や不満の理由、その他ご意見
40 夏のお盆時期、墓地の周りの雑草を刈り取っていただき、感謝しております。
これからは管理できないお墓が増えそうな気がします。共同墓地のようなのを作ってほし
41
い。
42 計画的に整備されている。
43 お盆時の草刈りは助かります。
44 娘３人の為、私達にはお墓がいらないと、こんな考えの方が多いのでは。
45 河川敷地の野菜造り注意・禁止すべき。
46 今後、少子化により墓地を守る人が居なくなります。共同の墓があれば良いと思う。
今、墓地をたてる人は少ないと感じています。それより納骨堂などにも充実した管理が大
47
切だと思います。
48 年２回程度の草刈りと春の除雪でそんなにかかるとは思わなかった。
墓地の墓等の少子化による長期の維持が困難な時代となり、長期的な管理が必要ではない
49
でしょうか？
50 墓地（墓地内）への道をもう少し良くしてほしい。
51 道路の整備が必要
52 丸瀬布の墓地に行く途中のかぶってきてる木の枝を整備してほしい。
誰しもがいつか亡くなるので、使いやすい、足の運びやすいカ所にある必要がある。一度
53
たてたお墓を移動させるのは難しい
合同墓を絶対に作るべき！北見にはある。他の町でも最近あります。なぜ遠軽町はない
の？虹の広場より大事だと思う。時代の変化にともない、墓終いをする又はしなくてはな
54 らない人が多く（私も）、納骨堂に祖先のお骨がいっぱいあります。民営に頼むとかなり
の金額でしなければならないのにできません。ぜひ、町で安く収めることのできる合葬墓
を今すぐ造ってください。これから（今も）必要とする人が多くなります。
55 利用していないので何とも言えません。必要な事なのだと思います。
56 使用されていない墓の手続きは？
57 地区で管理の所もある。
58 草刈り等、きれいにしてもらっていて墓参り時は助かってます
59 墓地地域の管理が、大分水くみ場などいたんでるから
60 集合墓地や散骨墓地など墓を持ちたくない人の事も考えてみては
地元に子供達がいないため、墓建設にためらっている方が多い。一家に一墓はむずかしく
61
なってきている。
62 墓地の地図が役場になかったようです
今後、高齢化が進み、若い人がいなくなるかも？別な方法を考えてみる時期に来ているの
63
では？
64 合同墓などの検討
毎年、草刈り等をしていただいて助かってます。が、共同墓地があればよい。今後墓じま
65
いという事が多くなってくると思うので。
66 十分な広さがあり、きれいに便利に整備されており、満足
墓参りに行くたび、道路状況が悪く、上の方では危険さえ感じます。どうにかなりません
67
か。
六郷聖苑に墓参りする度に道路が整備されていないのが不便。管理料を課してでも水道設
68
備や道路舗装をした方が良いと思う
入り口から奥へ伸びる（水場の所）道路が途中から舗装がなされていず、雨の後は上から
69 の道路の土が流れてきて崩れやすく不安です。路肩が弱いと車で通行するのに安心できま
せん。
70 共同墓地を考えていただきたい
夏のお盆、お彼岸等、厚さを防ぐ場所がありましたら、いいと思います。他の人も思って
71
ます。
72 霊園化を計画・実行すべきです
73 管理する事が大変ですが、よくゆえば水の出す場所1カ所できれば
墓地の管理について、使用料を上げてでも草とりやお墓まわりをきれいにしてほしい。経
74
費は何に使われているのでしょうか。
75 まだまだ墓地は広がるでしょうが、それ程遠くもなくいいと思います
今後、墓を守っていく家族がなく、放置される墓が増えると思われる。共同納骨又は散骨
76
等考えられたい。
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質問
番号
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104

105
106
107
108
109
110
111
112

５

墓地管理事業

満足や不満の理由、その他ご意見
環境整備は下請けやってもらっているのかわかりませんが、金を使ってやっているのであ
れば、ちゃんと整備しているか管理すべきかと。私はもともと遠軽町民ではなく、遠軽地
区の墓地のきたなさにはビックリした。
私の実家（父方）のお墓はカラスが多くおそってきます。（早来町）その点、こちらは清
潔に保たれているように思いました。今後も継続して欲しいと思います。
お盆の頃の草刈りなど、大変助かる人もいると思います。高齢化なので、この業種ははず
せないと思います。
六郷の墓地に水道を付けて、以前に有ったけど
共同墓地があると良いですね
除草等、よく整備してあると思います
整っているのでさみしい環境というイメージがない
盆前には草刈り等をして下さっているので助かります
様々な状況を考えると合同墓地等の必要があるのでは
学田墓地の整備が必要になっていると思います。
今後、お墓を見ていく世代が少なくなっていく事を心配しています。そんな中で、各市、
町、村が取り組んでいる町独自の共同墓地（納骨堂）の建設はよろしくお願いします
墓をかたずけようと考えてるので、墓じまいの事も考えてください
遠軽町として共同墓地などの計画はないでしょうか。
自分で行けなくて、施設の人に車で連れて行ってもらうには、大きめの車ではなかなか行
きにくいですし、墓地はなかなか行けなくなってさみしい思いしている人もいるので。し
かたがないとは思いますが。
墓地を利用したことがないので、よくわからないです。気持ちの良い環境整備とは草刈り
のことですか？それに３７０万は高いと思います。
墓地の整備、景観を充実した敬う場にして欲しい。
お墓もある程度環境整備は必要だと思います。
墓地を広げる必要はない。どの宗教も関係なく、誰もが入れる大きな墓を作って全体埋葬
の時が来ていると思う。
脇道の道路整備を（雨や雪のせいで流れてくるドロ水が入ってくる）お願いしたいです。
遠軽にも合同墓望みます
墓地の回りがきれいに整備されているので感謝しています
墓地不要論の時代に入っています。再考すべき時です
墓地周辺にはあまり行くことがないのでわかりません
近年は墓葬だけでなく、樹木葬などの様々な形態がみられるようになっている。これから
も配慮した管理が必要ではないか。
墓不要者が増え出し、共同墓地が必要では。
あまりお客さんが来ていない様に感じる
お彼岸やお盆で参拝している方が多いですが、お菓子等の置いてる事で、カラスが散らか
し、ゴミの散乱があるので対策してもらいたい。
町内に14ヶ所の墓地があることを今回知りました。春から秋にかけて墓地に足を運んでい
ますが、草刈り等整備されて気持ちが良いですね。ただ、まだゴミの持ち帰りをきちんと
されていない方がおり、残念です。
現在の日本では、お年寄りの二人、一人暮らしが多く、又、墓守がいなくなる事もあり、
私たちも将来は納骨堂にしようかという案も出ています。子供達が将来、2つ以上の墓を
守ることは無理になりますので。実際、一人息子が結婚し、相手も女性のみでしたら両方
の墓を世話する事になります。
近年、墓じまいをする、とよく聞きます。墓地の管理は大変ですが、残していきたいで
す。
白滝地域でハチが多い場所がある。子供と行く時はあぶない
高齢になっていますので、墓地の管理がだんだんとむずかしく思っています。子供も近く
にいませんので、掃除だと行くのに大変です。ボランティアなどあれば助かります。
今どき墓が必要か？
共同墓地必要
毎年、墓参りに行くときれいに草刈をしてもらっていると感じています
少子高齢化の中、見捨てられた（放置された）墓地をいくつか見た事があります。寺での
納骨や散骨業者もいる時に無駄な所に金かけるな！
30
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５

墓地管理事業

番号
満足や不満の理由、その他ご意見
113 町が運営する必要を感じない
114 遠軽地域以外で人口の割に数が多過ぎる。地域ごとの合理化を行うべきである
学田の墓地内の急な坂をなんとかしてほしい。年をとってくると車でもあぶないし歩いて
115
は、あがれない
116 合葬の計画はありますか？必要になってきているのでは？
117 気持ちの良い環境というが、具体的には何をしているのか分からない
学田墓地のトイレが暗くて怖いです。永代供養の合葬墓を作って欲しいです。あとをみる
118 人がいないので、今のままでは遠軽のお墓に入りたくても入れないので、考えてほしいで
す。早くお願いします。
永代借地にも関わらず墓の管理をしないのは個人の責任で、町も大変であると思う。ま
119 た、墓地消滅し、お金持ちが巨大な墓を建てて、造成より合同葬の時代ではないのか？低
所得者には公住を、お金持ちには墓地造成かな？
120 共同墓地があると良いですねあっても良い
121 水道、トイレ周辺にゴミが散乱している
墓地の管理について、お墓の管理を含めて個人の依頼で清掃等、有料でやってもらえるシ
122
ステムが必要と思う。（子どもが近くにいない場合は助かると思う）
123 生田原地域2カ所、白滝地域2カ所に集約し管理する
まだ墓を持っていないのでわからないですが、私達の団塊世代がいなくなったときは、墓
124
地ばかりになります。集合墓などいろいろ考えてほしいです
125 墓地の草刈りは大切な事で有りがたいですが、石が飛んで墓石がカケてしまう
126 共同墓地が絶対必要。早くなんとかしてほしい。遠軽は遅れていると思う
127 墓地内の道が悪すぎる。せまくて、急な坂が多い
花など上げた後のゴミを捨てる所を作ってくれるとなおよろしいと思います（カラスなど
128
がちらかすので）
墓参りの際、とても気持ち良く利用させていただいています。生田原・白滝地域の箇所を
129
もう少しまとめることは不可能でしょうか
130 なかなかお参りに行けない
131 何回か自分たちで墓地の掃除を行っていますが、回りがきれいになってありがたい
132 墓地はきれいになっている
133 お墓をみてくれる人がいない人のための合同墓があればと思います
134 折角、花だん等の敷地があるのに整備されず雑草だらけ
数年前ですが、最悪な草刈にあいました。車にものすごい数の石があたり、車体もガラス
135 もキズだらけ。謝罪のひとこともなく、逆に怒られました。作業をするなら、その時だけ
でも表示をし、立入禁止にして下さい。大変な事になります
個々の環境整備をすれば良いと思う。関係のない人が税収をこちらに使うことはいかがな
136
ものかと
137 墓地を持ってないのでわからない
138 48年位前に買いましたので、場所は良い所です。
139 墓地は地域毎に需要に差があると思うので、何が適切か判断が難しい
終活の最近、後継者のいない墓地建立に重要な問題となっております。町の共同墓地の計
140
画ありませんか？
墓地の箇所が少し多い様に感じる。少子高齢化が進み、お墓の手入れもままならない墓も
141
増える可能性もあるので、もう少し墓地を集約した方が良いと思います
管理費も払われてませんが、私は年６～７回お詣りしますが、草が長く伸びて、足が取ら
142
れて大変苦労してます。もう少しきれいにしてほしいですね
墓地を持っていないので、分かりませんが、冬期間お参りに行けないので必要と感じませ
143
ん
144 草刈り等、管理なされている反面、ゴミを近くに投げられている
145 まだ関わっていない
お盆近くなると草を刈られて喜ばしく思っていました。只ひとつわがままを言わせて頂く
146
と墓石に石が当たっている事でした。しかたがないのはわかってはいますが
遠軽の墓地（学田の方）いつもきれいにして頂いて感謝しています。ありがとうございま
147
す
実家の墓は社名淵なのだが、社名淵の墓地が整備されているのだろうか。目に見えてはっ
148
きりわかる気がしない
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５

墓地管理事業

番号
満足や不満の理由、その他ご意見
149 無縁墓地周辺の整備をお願いしたい
今後墓じまいなどで墓の減少が予想されますので、10年計画でいくつか合併できれば費用
150
が減るのでしょうが、難しいですね
151 遠軽の墓地は道は悪い所もあるが、まだきれいな方だと思う
152 墓を持たない風潮高まっている中、この項目自体不要
周辺にカラマツがあり秋には葉が墓地内に落ち敷いてある石の間に入りコケの発生など不
153
潔な状態になっている
これからは墓じまいする人はしてもらい、もっとコンパクトに集中させ、いつでも気軽に
154 墓参りが出来、建物の中にロッカーの様にしたり、その回りにはゴージャスにしたり。人
は墓地を整備し大仏様を目標にするのも良いかと
155 上白滝墓地のアリがすごすぎて、参拝が困難に感じる（特にお盆）
墓じまいする人も増えているので、今後は予算を減らし、各人でどうするかを考えさせる
156
方針で良いのでは？
157 転勤族です
158 共同墓地が必要と思う
少子高齢化、核家族の中、更には地元に残ってもらえる就職場所の無い中で、お墓事情の
159
変化をそろそろ検討時期では思っています
持ち主が亡くなった墓石の整理など、町でやってくれているとは思うが、お願いしたい。
160
やってますアピールしてもらえると嬉しいです。
161 墓地の管理には、なぜこれだけのお金がかかっているのか？
162 草刈り等整備されている
163 可もなく不可もなくだと思う
164 個人管理者がいない状況になりつつある。だから今後対策必要
共同墓地の設置は考えられないでしょうか。お墓のことで残されたものに負担はかけたく
165
ないと思っている。
166 いつもきれいに管理されていて良いと思います
167 町内に墓はない（北見市に）
168 墓地の中の道路を整備してほしい
169 安国に水道があれば良いです
お墓を守っていく人達が少なくなり、あれてくる墓地が多くなるとか聞きますが、生田原
170 はきれいにされていますね。合同で埋葬することなどは、これから検討されるのでしょう
か？
171 お盆とお彼岸の際には墓地の草刈りをして下さってとても助かります
墓地管理は仕事としても積極的にやりたいと思う職種ではないので、多少高くても仕方な
172
いと思う
近年、お墓に対する考え方が変わりつつあるようです。個人墓の管理と併せて、合同葬に
173
ついても検討が必要かと思う
174 将来的には、他町村のように共同墓地も必要では？墓守りがしだいにできなくなっている
175 お墓参りに行く時期には、草刈りなどしてありとても行きやすい。
176 以前、墓地清掃を長年していましたが、先祖を敬う気持ちの表れと思う
除草剤をまいてくれたり、雑草を除去してくれたりしてあり、お墓参りの時とても助かっ
177
た
霊園の墓地にしかいったことがないので、通り道が土には驚きました。雨降りの時は足元
178 が悪く、季節外れ（お盆時期以外）では草がすごく生えていて、おばけが出そうで怖かっ
たです。
179 子供達の事を思うと散骨するつもり
180 今迄気にとめていなかったです
181 高い
182 墓地管理が大変になっている。お年寄りが多くなっている中ほんとうに事業が必要か？
明るい森の墓地の中なら死んでも良いと思う。役場の死体処理係を充実する方向で安心さ
183
せてほしい
184 遠軽、丸瀬布の場所は坂が多く、年齢を考えるといつまで行けるか不安
自治会で春に墓地の花だんの草とり花植え・草刈などしておりますが。はじめは、他人の
185
お墓をどうしてきれいにしなければならないのかと不思議でしたが、今は慣れました。
186 全てを町で管理しているのですか？
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質問
番号
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198

５

墓地管理事業

満足や不満の理由、その他ご意見
墓終いをする人もいるようですが、これからの社会を見据えて、共同墓地なども考えては
どうでしょうか？
町内お墓が無いのでわからないが、お盆の前に草刈りをしてあると助かるので、必要であ
る。合同墓地の設置も必要となってくる。
もっと安く管理できないのかな
学田墓地の坂の所にあるが、行くのがやっとだ！自転車で行っている。（車でなく）その
うち墓じまいしたい！
水道水を汲みに行くのに急な坂道で年寄りには非常に辛いです
水穂地区にある墓地について墓地台帳はすべて埋まっているようだが。現地はそうとう空
きがある。新聞広告等出して墓地改装で整備すべきだ
もう直近で民間委託になるのではと
墓地の集約を進め、共同納骨の検討等を行うべきである
墓地周辺の草刈りや整地などきれいに保たれていて印象がいいです。
何月の流れと共に墓地の荒廃を進んでいく現状です。核家族化が進み、墓守りもいなくな
る現状を何とかしないとならないと思います。
これからは家族も少なくなり墓を守る人もいないくなる。共同墓地を使っていただいたら
良いと思う
最近では、そこそこで共同の納骨堂ができつつあるのですが、遠軽にも造ってほしいで
す。近い将来墓じまいの予定ですが骨をどうしたらいいか困ってます
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６

国産材需要開発センター木楽館管理事業

番号
満足や不満の理由、その他ご意見
1 森林の町、林業の町の割には予算少ない。もっと見直しが必要だと思う。
2 誰も買いに行かない。
工作をして「じゃあ林業をやりたい」とは思いません。町としても大きく宣伝している様
子もありませんし、有効に使うのであれば、学業の提供あるいは今の時代に即したものが
3
必要だと思います。木を使った近代的な物あるいは実用性のあるもの、最近流行を見せて
いるものなど。
4 予算の使いみちは有効だと思います。
5 一部の住民しか利用してないと思います。
全く特産品とは感じられない。もっとＰＲ、製品（新規案）を作り出さなければならない
6
のでは？道外者より、木楽館は感動も再訪もないとの意見有り。
国道沿いにあるが、実際に利用している人があまり見られない。もっと宣伝をするべきで
7
は。
8 近隣町村と商品が、同じ様な物が多いので、違う商品を出すべき。
9 いらない！
10 優れた木工芸品や特産品が良く見えない。
１度も行ったことがない。アピールが不足しているのではないかと思うが、自分が知らな
11
いだけかもしれないので気にしなくて良い
何をやっているのか良くわからない。良くわからないことにお金を使っていたのはびっく
12
りです。
13 あまりお客様が入っていない
みちの駅ができたら木楽館はどうなるんでしょう。移転とかした方が良さそう（人が立ち
14
よりやすそう）ですが。
15 使いみちの詳細が解らなければ判断できない。
本気で林業に力を入れたいなら、東川町のように町を美しくするべき。中途半端な林業の
16
振興なら必要ない
17 利用したことが無い
18 本当に林業の振興になっているのか不明な点が多い。
19 設備が古すぎ。小さすぎて客足は遠のく…。
色々取り組んでいる様なのですが、私は利用した事がなく、もう少し関心がもてるように
20
したい。
21 木工芸品や特産品は売れているのかわからない
木楽館、木芸館、ちゃちゃワールド、ピノキオハウスなど類似施設が多すぎる。整理統合
22
や有効な連携を行わなければ無駄が多いと思う。
23 8,328千円の予算て、どうなのかな。
家族で一日中過ごせるような木を使った遊具施設を作り、冒険したり楽しく遊べる様、木
24
楽館以上の建物が必要
25 具体的な予算の使い方がわからない。コスト管理が適切か？
どのように使われているのか今いちわかりません。道の駅ではないのか。（町内外の人問
26
わず）ひとやすみが気楽にできるようなところだとなお良さそうです。
27 集約化すべし
65歳以上の人は、半額の使用料にして、沢山の人が利用できるようにして欲しいと思いま
28
す。
もう少し楽しめる場所にならないか、木工製品が販売しているが高いのでほしくても手が
29
出せません
30 高過ぎると思う
残念ながら、遠軽町民が行く必要がない場所かもしれません。使用する時の「とりきめ」
31
が高額でイベントも少ないのではないでしょうか？
32 林産業の振興になっているのか
33 無駄だと思う
せっかく良い施設があるのだからもっと活用してほしい。イベント等を盛んに行って欲し
34
い。
35 今だに木楽館は行ったことがないので
木楽館の場所が悪い。道の駅を作る計画の様なので、それと結合した方が、観光客にア
36
ピールできると思います
37 利用の仕方がわからない。何をしている人がそこにいるのか？
38 私も何度か行きましたが？
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質問
番号
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79

６

国産材需要開発センター木楽館管理事業

満足や不満の理由、その他ご意見
もっと商品、製品を全面してもいいんじゃないかな。公共施設に製作物を展示すべきだと
思う。
何をしているのかよくわからない。広いわりに活躍できていない様に思う。遊具を置くと
かコンサートとかやっては？？
利用している人を見た事聞いた事ない
時々行っても同じものが多い
一度も利用したことがありません
がんばってください
他の町の人は遠軽に木楽館があること知っているでしょうか？
造林の現場に反映されているのか不明
木楽館、行く事がないので、重要度も満足度もありません
もう少しアピールしてほしい（買っている物等）
町内外にもっとＰＲしてはどうでしょうか？
もう少し宣伝が必要と思う。所在場所のインパクトがない。
物産館になりがち。森林とのかかわりを重視すべき。
一度も入館した事がない。
昔は木材の町遠軽のイメージでした。木楽館は地方から来た方を連れて行くぐらい。
自然災害などの点からも特に生産体制の整備、支える人材の育成は重要。
予算、金額が妥当なのか？
木楽館にわざわざ行く事もないし、イベントも話題になることがないので印象が薄い。周
囲でも何の施設か知らない人もいる。町の役に立っているのかよくわからない。
せっかく良い場所があるので、イベント等を増やしてみてはどうでしょうか。
一度も木楽館に行ったことがない。木材や木工芸品の関心を高めるには行事の一貫とし
て、地域交流の場としてもっと活用すべきだと思います。
町有地、国有地の植林した木等を長期に亘り整備が必要でありますが、木楽館で教育で木
に対する親しみが民のために必ず理解できる時が来るものと感じております。
生田原等閉館すべき（木楽館も）
林業をささえる人材、森林の公益的機能の活用は将来的にも絶対に必要であり大事な事で
ある。でも開発センター木楽館については本当に必要なのか？１/３は保健福祉事業に向
けてはどうか…？
林業は大切ですが、木楽館は不要。
有効活用がされているか不明。収支面で
誰が利用してんの？って感じ。お金の無駄。
木楽館内にもう少し身近で使えるものが販売されていたら喜んで購入したい。
（例）気の食器。子どもたちがもう少し気軽にふれあえるイベントがあれば参加したい。
木楽館事業が何故林業の振興につながるのか？
行ったことがないのでわかりませんが、ちゃちゃワールドのように、子供が遊べると良い
のになと思います。
また行ってみたいと思うような施設であるため、もっと工夫が必要と思います
いった事がないので今度足を運んでみる
遠軽は中途半端な感がある。いらない。なくて良い。ムダにお金をかけていると思う。温
泉でも作った方が良い。なぜ温泉は旧遠軽にないの？あればみんな行くと思う。セトセ、
丸瀬布は通い車がないとかなり無理。
体験できる物を増やしたり、イベントなど土・日などで利用できたら良いと思う。
良好。
本当に必要な物なのか？必要であるならもう少しアピールが必要なのではないかと思いま
す
木楽館に入った事が無い。魅力のものが無い。
ピーアール不足のようにも感じる
町内外ともＰＲ不足。林業と木楽館との関係が重要に思えない
伐採後、植林されていない山が見受けられる。伐採後、即植林されるように仕掛けが必
要。
木楽館が何のための施設なのかアンケートで初めて知りました。広報活動等が足りてない
のではないでしょうか。
町民全体に林産業振興、木材利用が理解されているかは疑問です。周知・理解が進み林業
を身近に感じられる様な周知が必要と思います。
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番号
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81
82
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84
85
86
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88
89
90
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92
93
94
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96
97
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６

国産材需要開発センター木楽館管理事業

満足や不満の理由、その他ご意見
作るものにデザイン性、ブランド力がないと売れないと思う。設備自体さほど利用されて
いるとは思えない。成功してる自治体をもっと参考にして、改善を期待します。
分散している同様施設の集約が必要では？
せっかくの地の利や建物の良さを活用しきれていないのでは？
何をしているのかよくわからない。人が全然いない。もすこし工夫を
木工芸品を展示販売していますが、もっと町内外の人がたくさんきてくれるようになるよ
うな工夫が必要だと思う。
もっと案内（行事等）を多くし、木楽館の認知度を上げるようなことが必要では？
遠方からの来客を連れて行くとまあまあ感動してくれるが、個人の買い物としてはほとん
ど行かない
木材の町として必要な施設と思いますが、観光施設として、立ち寄ってもらえるようなＰ
Ｒが必要だと思います。
観光などで需要があるのか不明、住民としては訪れたことがない。
この文章だけを読んで、木楽館の管理費、また育成・指導を行うだけで8百万も使ってい
る意味がわからない。もっと違うところにお金を使えばいいと思う。
来館者数を考えても、それほど必要性をかんじない
木楽館の木工教室とてもよいです！！仕事上なかなか行く事できないのでとてもおしいで
す。ツアーとか組んでいろいろな地域の人にもぜひ知ってもらったらすてきだと思いま
す。※卓球台とかも遠軽の木材を使用しているとＴＶで見て感動しました。
木楽館は、木芸を習いに行けたりするそうですね。今度、行ってみようかと思います。
木楽館を利用する機会が少ない。活気がないような気がする。1度行ったらもう行かなく
ても良いと思ってしまう。子供が遊んだりできたり、毎週、月1でも気軽に立ち寄れる
（露店とか）イベントを行ったりして、気にふれ合う機会を増やしていったら良いのでは
ないのでしょうか。子供が生まれたら木の何かをプレゼントするとかそういうのもどうで
すか？
もう少しイベント等を行うと良いと思う
他町村の人が木楽館の存在を知らない人が多いと思う。もっとＰＲしても良いのでは。
「木工室での木工教室の開催」あまり頻繁でないか、告知が十分でない気がします。あれ
ば子供たちが参加でき、とてもいい場所かと。「せっかくの施設が生かされていない」と
いうイメージが強いです。
人材の育成等は特に必要なのか思います
町のいい場所にあるのに、入場者が少なく思います。もう少し立ち寄ってくれる案を（※
南町には、日中人が集まり語り合う場所がありません。喫茶及びランチのできるコーナー
等はどうでしょうか）
取り組の姿勢は良いが、どれだけの成果をあげているのか疑問
2020年度オリンピックでも我町の林業がかかわっています。今後の発展とアピールを望み
ます。
予算の使いすぎ
マンネリ感がある。リピーターはあまりいないと思う
町の何かシンボルになるといいですね
木楽館の利用だが、展示・販売ではもったいない。
どんな時に利用したら良いのか、どんな時に利用して良いのかわかりません。子どもと一
緒に遊べるちゃちゃワールドのような所だとありがたい。
住民への認知度が無いので、広報内容の充実を。
木楽館はたまに行きますが、木工教室があるのは知りませんでした。生産組織の育成をし
たいなら、もう少し教室があることを知らせた方が良いのではないでしょうか？
指導員を育成し増員すること。
あまりアピールが感じられない。
林産業は縮小しているので。
営林署時代ほどの山の手入れはできていないと思う。松ばかりでなく広葉樹林も広く作
り、動物が走り回って土をやわらかくしてくれ、小鳥たちがいろいろな実を食べフンを散
らすことで木は生きられると思う。動物たちが安全に住める森林地帯を計画実行してほし
い。
存在がうすい感じがする。もっと周知させるべきだ。
木楽館の暖房、冷房など、もう少し節約しても良いのではと思います。
年配者の利用がしやすい施設にしてほしいです。
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質問
番号
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149

６

国産材需要開発センター木楽館管理事業

満足や不満の理由、その他ご意見
木楽館は何を行う施設なのかさっぱりわからないしＰＲ不足です。足を運んだことは結構
ありますが、入ると暗くイメージがあまり良くないです。もっと明るく、誰もが行ってみ
たくなるような施設にできたらと思います。
遠軽町の観光資源として、とても良い事だと思います。駐車場が少しせまいですね。
遠軽産として特化した物があるといいのですが。
木楽館の必要性がわからない
木工などもっと人の目につくよう、他の町への影響をもっとあたえたい。商業として、人
の仕事の場として広げられないだろうか。
ＰＲ不足と、今後どうするのか、方向性が見えない
特産品があっていいと思ったから
おみやげなどの購入で利用している
丸瀬布の木芸館と統一できないものなのでしょうか。木工に限っていえば、生田原や安国
にもあるので、あまり必要性を感じません。高規格道路の道の駅に特産品は展示・販売す
るでしょうし。
木楽館には入ったことがありません。置戸のオケクラフトは行った事があります。（良
かったです）木材の需要拡大は必要と思いますが、もう少し開けたピーアールが必要かな
と。
木楽館の行ってることはいいと思うが、その行っている事ことのアピールが足りないの
で、もったいない。どんな場所か分かりづらい。
木工芸品は売れているのか？
スケール的に丸瀬布の木芸館の方が大きく高規格道路の出入口に近く集客があり、木芸館
の集客力が悪いのでは今後は、新道の駅の活用も必要では
木芸館が十分に活用できているとは思えない
木工芸品、特産品の展示販売をもう少し工夫し、町民の関心が深まるようになればと。木
楽館への人の出入りが多くなるようになると良いのですが。
森林の管理をもっと考えては？基本の現場の木材が大切にされているのか？山々の枯木な
ど整備されていない気がします。
山で働く人、増やした方が良いのでは？
見た事ない、ムダにしか思えない
アカエゾマツの森、オリンピックの森、カラマツの森、いこいの森、e.t.c。目に見える
森林ＰＲ
観光客や町民が多く利用するための案が必要だと思う
生田原のちゃちゃワールドにも木工教室があるので一つにしてはどうか？それぞれどのく
らいの人が利用しているのか？
何をしているのか良くわからないし、身近な建物にも感じない。色々な会議室とかで使用
できないのか。げんき21の会議室（社協横）。結構、会議日が重なって使えない日が多い
（あの広さがちょうど良い広さ）。
子供たちへの木工教室を開催するとか、もっと有効活用があると思います。情報が入って
こないので何をしてるかわかりません
町のイベントばかりではなく、個人でやるフリマとかにも使用してもらいたい（町民税を
納めているからテナント料は無料）
林業経営できる方策をもっと具体化すべき
小中高校ともっと木材を使った授業があってもいいのでは
木楽館の来場者を増す努力が必要
宿泊客（観光客を含む。）に立ち寄ってもらえるようなＰＲや利用を促すイベントがある
とよいと思う。
展示の仕方が良くないと思う。木楽館の必要性が分からない。林産業の振興になっている
のか疑問。発信力がない。
行ったことはないですが、そこで作った木工芸品はもらったりします。よくできるなあと
感心します。すごい技術だと思います。伝えていきたいですね
経費支出額に見合った効果が明確に知らせていない。木工品の販売額（不明）や木工教室
の重要度が育成と直結されているか疑問
木工教室など、もっと教えてほしい。パンフレットなどで！！
価格が高く購入できにくい
一カ所にまとめることはできないのでしょうか？お金のムダを感じます
木材の需要拡大には対外的なアピールが必要で、町内にハコモノがある必要は少ない
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６

国産材需要開発センター木楽館管理事業

番号
満足や不満の理由、その他ご意見
150 道の駅に出店し、展示、販売すると良い
木材の町を昭和人としてのこして行くのは大事なのかと思います。なくすと町の目玉もな
151
くなる（町に１つあればいい）。
152 買いたいと思うものがなかった。木工教室がいつ行っているのかがわかりにくい
153 地域の資源を生かした良い取り組みだと感じます。
154 今後どう活用していくのかみえない
「木材の町」とも言われていましたが、必要な木材を買うことが出来ません。置いてある
155
商品で素敵なものは他の町のものでした。現時点では不要に感じています
156 需要の内容が目に見えない
木楽館がどのような施設なのかよくわからない。子どもが木のおもちゃで遊べるコーナー
157
等があると嬉しい
木工品はたびたび購入していますが、デザインの幅を広げていくと、もっと活用されると
158
思います
159 色々の催し事は大切ですね
ピアノの部品で有名だったり、なんとなく活用されてない。木材の産業のことも分からな
160
いが、自然の多い環境が生かされていれば良いと思います
広葉樹は、水害の予防にも貢献するといわれています。この様な木（水ナラ、ブナ等）の
161
植林は考えているのでしょうか
162 町にとって木楽館の存在アピールが足りないように感じる
163 木楽館がオープンしてから今まで変わりばえがしていないような感があります
164 木楽館に行ったことがないのでよくわかりません
音楽等、時に聞きに行ったりしますが、やはり気軽に行けますので楽しみです。料金200
165
円～300円でも払うようにしたらいいと思っておりますよ
箱物を作るお金を育成、指導に使えるのでは？開発センターを建てた事で、予算の使いみ
166
ちがけずられていると思う（今さらですが）
167 木楽館の利用者数はあまりないのではないか？
168 買いたい物がない
169 地元貢献度があまり良く分からない。経済活動の様子が認識が認められない
国産品はとても大事だと思いますが、もっと生活に密着を感じられたら良いと思います。
170 木工、特産品が生活に必要でリーズナブルだともっと良いと思います。林産業の育成・指
導はとても良いことだと思います。次の世代へとつながっていってほしいと思います
良い施設内容だと思いますが、もう少しいろいろな人が活用しやすくすると活かされると
171
思います
木楽館がもっと人（お客さん）が集まれる場所になれば。※このような立派な建物をもっ
172
と有効活用すれば
丸瀬布の木芸館と被ってしまっている。木楽館の方には行ったことがなく、町外から来た
173 人も気軽に行ける様になればいいのでは。場所が悪いと思うが、動かせないので工夫し
て。木工教室、そんなに人が参加しているかも自分には不明
近年、大雨の時流木による災害が増えています。遠軽でもその危険性があり気を付けた方
174
がよいと思います
私は木楽館がどんな施設か知りませんでした。周囲の人も知らないらしいので、周知不足
だと思います。何があって、何をやっていて、入館料がいくらなのか、気軽に入っていい
175
のか、知りたいです。コスモスフェスタの時に販売会やイベントを同時開催すればいいの
では？
176 あんまり行ってみたいと思わない。もっと活動を発信してほしい
177 木楽館は、少し入りづらい
何を行っているか具体的に開示されていなく、とても閉鎖的に感じる。よくわからない建
178
物、事業にお金かけすぎなのでは
今の状態では来場者数が少ない。何が良いかは思いつかないが再考の必要があるのではな
179
いか
町は木楽館の価値を高く見るべきだと思う。町内、町外から若いクラフトに興味のある人
が働き生活できる環境を作るべき。道の駅ができたら町に人の流れを作るにしても、もっ
180
と遠軽に木楽館のようなクラフトができ商品を扱っていることを発信すべきだし、人材を
育てるべき
181 相続とかで山林を相続した場合、その後の売買とかの相談窓口があれば良いと思う
182 木楽館が何をアウトプットしているのかが不明
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質問
番号
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217

６

国産材需要開発センター木楽館管理事業

満足や不満の理由、その他ご意見
町民の知恵も活用し、新商品の開発と町内外を含め施設の特色ある啓発活動を前向きに進
めてほしい
なんのためにあるのか、よくわからない。あの場所に子ども（就学前～小学校低学年）の
広場（美幌の「きてらす」のような）施設や、お年寄りのいこいのスペースなど、地域に
活用してほしい
町にとって林業の振興は大切だが、木楽館はその役目をまったく担っていない。町民にも
町外の人にも利用されていないのでは？これだけのお金を使っているなら、内容やイベン
トなど考えなおすべき
木工芸品は売れているのか？良質だと思うので、販売方法の工夫や新たなアイデアで皆さ
んに知ってもらいたいです
私的利用者が少なすぎると思う
遠軽は何が盛んかと聞かれて「林業」とは出てこない。ＰＲ不足であると思うし、必要性
が感じられない
バイオマスを利用した発電、燃料等の開発、山を大切にしなければ、その下流域の川、海
にも影響あるため。
ちゃちゃワールドと競合しているように思うが、どうでしょうか
交通便が悪いために、指導を受けたいけども受けられない
木や林業などのイベント等をやらないと若者は木楽館というものがどういう所なのかわか
らない。道の駅なの？と聞かれることがある。
周知されていると思いますが、あまり解りません。一般の人が会場に行くようなＰＲが必
要ではないでしょうか。
私は店舗という感覚で利用させてもらっていました。ちゃちゃワールドと重なる（利用面
で）所もありますね。定期的に子供たちに、木工教室など、楽しめる事があると良いです
ね
木工教室等、地域の特徴なので、良いと思う
8,000万も使い、成果を上げていますか？あの建物何だろーという感じで通りすぎるだけ
になってませんか？
事業所共同によるブランド作りは、この事業の趣旨に合致するでしょうか
若い人々にもっと感心をもつ様にしてください。
余り利用していないのでこうなっていると思います。でも木工は好きなので、今度ゆっく
りと行ってみたい
利用してないから
ＰＲ不足
これからの育成林は混合林が良いと思います
大変気にして木工芸品の展示には見物しています。道の駅が出来たら展示販売を楽しみに
しています
地球温暖化を防止するため、森林の保全、再生、整備が大切です
高規格道路に道の駅が出来るので、そこにひとまとめすれば木楽館はいらない。箱物は維
持費がかかるので同じものは2つとしていらない
木を切るな！！
遠軽町の木楽館だけが木工芸品や特産品を販売しているわけではないでしょう！他の地域
の事も考えて下さい！！
「アッシ織り」（道新で見た）の情報すら知らない人が店番してた。商品の見直し、出品
の可否に基準提示。だれがどうしているのかな
丸瀬布北見木材加工センターがなくなり、えぞ松製品がないのは残念。木楽館でもえぞ松
を使った製品があればと思う
林業を支える人材の育成は大切だと思います。山枯れや鹿の食害は深刻です。
利用者はどれくらいいるのか？利用目的を増やして、利用者の層を拡げるなどしないと
もったいない。
木楽館が林業の振興に役立っているのかな？
マンネリ化から脱却してほしい
場所が中心部から離れていることもあって、せっかくの機能が生かされていない。内部暗
く、置いてある商品も変わらない。ＰＲも足りなすぎる。
森林地域を多く含んでおり、そのシンボルとして重要な施設だと思う。
何時も駐車場はガラガラ、イベントなど多めに行ったら
〈林業の町〉と遠い昔に言われていた。子供達にもっと植林を体験させるとか
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６

国産材需要開発センター木楽館管理事業

番号

満足や不満の理由、その他ご意見
本来の目的を担っているか不明である。現在は、観光案内所やほかの目的利用が多いので
218
は、廃止しても良いと思う。
219 森林を育成するのにどのような取り組みがなされているのか全く理解できていません
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質問
番号
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42

７

保健福祉総合センター管理事業

満足や不満の理由、その他ご意見
そんなに必要なのか。高齢者に対して浴室も良いが高齢者ばかり大切にしすぎ。働き盛り
の者には提供しないのか。
これは高齢者の方が考えるべきだと思います。若者は実在に対象外という意識がありま
す。
げんき２１は色々な面で町民にサービスを提供していてとても良いと思います。
検診を生まれた年の偶数年と奇数年で受診できる制度を廃止してほしい。毎年受診したい
人もいれば、その年その年で受診できるタイミングがあるので、いつでも受けられるよう
にしてほしいです。
欲を言えば、少し狭いのと、サウナがあればいい。
独居者の保護も考慮していく必要有り。
保健福祉に力を入れることは絶対に必要なこと！高齢化社会に向けてしっかり対策をとっ
ていくべきこと
高齢者のみ利用とか限定しないで利用したい人ができるようにしてもらいたい。
母がお世話になりました
高齢者が健康に暮らすために大切だと思う。
サービスの提供を受けていないので
一部の人にとってはいこいの場となっている。Ｇｏｏｄ！
あまり親身になって対応していないと思う
活動の様子がよくわかります。
もう少し、具体的な使いみちが解らなければ、有効なのか判断できない。
６５歳以上の高齢者という表現に？（自分ではまだまだ若い気でいるので…）これから利
用する人も多くなると思うので大事な取り組みですね。
げんき２１はとても活躍していると思います
また実際に利用する機会がないのでわかりませんが、助けが必要な人にはとても重要な場
所だと思います。
げんき２１はとても良い所です。これからも色々とサービス、イベントなどをお願い致し
ます
高齢社会の現代には最も必要な事業だと思います
子供をげんきひろば等で利用させてもらっている。現在は週1～2回だが、できる事なら回
数を増やしてほしい
もう少し福祉等には予算を高くしても良いのではないかと思う
げんき２１が必要性を感じます
もっと力を入れて下さい。
私は夫婦二人暮らしです。誰か一人欠けたら一人暮らしは今から心配です。高老者が住め
る高老者集合住宅の整備
65歳以上の人の活用は多いが、それ以外はあまり活用していない気がする。健康の増進と
か特に。産後の母にヨガとか欲しい
グループでお世話になってます
よくやっていただいていると思います
駐車場が狭い
母親教室など妊婦が町で安心できる施策をしてほしい
地域の介護、福祉の充実については、体制の充実が図られていると思いますが、介護施設
の入所については、待人数が多く希望にもすぐに入居できる体制とはなっていません
毎日でもいいのでは？
福祉センター、毎週利用させてもらってますが、建物、部屋が古く、虫が多い
施設は有るが、それに対する従来者が少ない又、給料も少ない
高齢化に向けて必要だが過剰になりがち。
まだ６５歳になっていないので。
サービスは充実していると思います。
浴室のサービスは、あまり町民に知られていないのでは？一度みてみたい気がします。
身体が不調で病院へ行こうか？迷う時、その他等、保健師に相談ができ助かっています。
福祉の対応に、話は聞いてくれるが継続性が見られない。
もっとサービス提供の内容を周知させてほしい。６５歳以上の浴室提供は初めて知りまし
た。
冬場の駐車スペースが狭くなると車を停めづらくなり、足が遠のく気がする。
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質問
番号
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76

７

保健福祉総合センター管理事業

満足や不満の理由、その他ご意見
子供の為のセンターは充実しているが、６５歳入浴は有料化を望む。町の銭湯がなくなり
不便。
月に何度か子どもの過ごせる場として利用させてもらっています。保健師さんの話も聞け
て子どもの成長にも役立っています。
保健福祉をげんき２１で町民の健康の維持管理はこれから高齢時代になり保健の重要性が
理解できる。
これからますます高齢化を迎える。その為にはやはり保健、介護、福祉には予算がますま
す必要となると思う。
げんきひろばをよく利用させていただきました。
保健師さんのあいまいな返答に子育てで困る時がある。しっかり勉強するなり、わからな
いなら調べる姿勢を見せてほしい
自分の子供もお世話になっているし、浴室があるのは知らなかった
今後、高齢者は今以上に増えることが予想されます。今以上、高齢者にとって出来るこ
と、高齢者に住みよい遠軽町になることを望み、もっと予算を増やすべきであるとも感じ
でいます。
今ひとつどの様な活動を行っているのか町民には見えていないのでは…？（とても重要な
事をしている様に思いますが）
老人だけでなく、子どものイベント等、子どもが参加できる物をもっと多くしてほしい。
高齢者の入浴はあまり知られてないのでは？
近所の人で、センター利用している人に聞くと、とても楽しんで利用している事聞くと、
良いのでは
満足ではあるが高齢者のサービスやレクリエーションを増やしてほしい
住宅介護で体の不自由で自宅入浴ができない人でも入浴できる移動式のお風呂があればと
思う
お風呂を楽しみにしている方を何人か知っています。とても良いことだと思います
友人たちに聞くところによれば、浴室、娯楽室など評判は良いです。私も利用したいと考
えております（まだ1回も行っていない）。
今後の高齢化に向けてなくてはならない町の事業だと思います
よくイベントを行っており、とても楽しくいいと思う。特に障害のある方々、お年寄り、
子どもが一緒に楽しめるイベントがとてもよい
「相談体制の強化」とは具体的にどのような取り組みをしているのか。名前だけ聞いても
何をしているのかイマイチよく分かりません。
高齢者が増え続ける社会で、施設やサービスは重要です。一人暮らしも多くなり密接なか
かわりも増え大変ですが、他町村に参考となる元気で明るい老人社会をお願いします。
町のつかいみちと言われても中身が分かりません。やや満足と言えば月に2回の健康体操
だけ
体操教室などはいつかは利用したいと思っている
幅広い方が利用している施設であるが、各部屋のスペースが狭いように思います。利用者
に利用されやすい空間作りを
げんき21を利用したことがありません。
70才以上の健康な体を維持できるように個々町民が気を付けたいものです。
地域でささえ合う体制、相談体制も大切なのかもしれないが、今の時代にそっていない気
がする。予算のための大義名分だと感じる。
お年寄りの方が増えているので、お金を掛けることは良いと思います。
保健福祉の事は、げんき21に行けばいいという事で、利用しやすいと思います。室間も広
くていいと思います。
1人1人丁寧に対応してほしい
高齢になり不安、健康問題など夫婦でいる時であれば良いですが、一人暮らしになった
時、げんき21は大事な相談事の窓口であってほしい。保健師さんとの会話も安心できま
す。
当該事業費（36百万円）には、人件費は含まれていますか？
良い事と感じております
町内に風呂がないという事にすごく不満です。たまに行きたいと思っても風呂がないの
で！！！
年間を通して、町民の健康管理等に満足しています。
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質問
番号
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
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99
100
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106
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108
109
110
111
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７

保健福祉総合センター管理事業

満足や不満の理由、その他ご意見
高齢化時代になり、地域福祉の充実にありがたく思っています。特に1人住まいの人には
悲しい出来事がないよういつも思ってすごしています。
福祉はたいせつですよ。高齢者が多いですもね
子どもが生まれてから、利用するようになりましたが、少し遠くて、不便というか。近く
に住みたいです。
福祉全般のソフト広報、プチ冊子を。
利用させて頂いてます。
６５歳以上ならだれでも入浴できるのでしょうか？介護の必要な方のみ使用していると
思っていました。保健センターは必要だと思います。
温泉を使えば良い。
高齢化が進む中、重要だと思う。
介護人？福祉サービスが少ない？
浴室はげんき２１に近い人達が恩恵を受けているのではないか。浴室に来れるのは歩ける
元気な人。家で入るので充分。それより、寝たきりの人の所を訪問してアドバイスしてあ
げる方が助かると思う。
検診のクーポンという言葉が広報などで見られますが、いただいたことがありませんが、
無収入の方のみの支給なのでしょうか。
これから利用する人が増えると思いますので、継続が必要です
子どもを遊ばせる数少ない場所なので重要です
介護は重要である。しかし、金銭面的につらい者を助けられるようにしてほしい。本当に
大変な者達が苦労してる現実がみられる。
貴センターで扱う事業は、複雑・高度化しているため、これに対応できる職員の業務能力
向上が急務である。職員の研修・教育機会の充実を望む。
保健師による健康診断の取組みの懸命さには頭が下がります
町の健診クーポンが１度も来たことがない！もれがないかきちんと確認してほしい。
高齢者が多くなってきているので、そういう事業はとてもいいと思いました。
元気で車に乗っている人などはどうして65歳には必要か
検診の案内、相談など利用させていただいています。これから年を重ねるとともに（身体
の）健康面において、相談等、利用することなど多くなると思いますので。
高齢化が進んでいるからこそ、そのような施設を気軽に利用できるのはいいと思う。
将来的に介護する・される立場になるのでとても関心があります。いろいろなサービスに
ついても分かりやすく教えてくれると安心です。
高齢化が進んでいる町には重要です。高齢者は何をするにも手助けが必要になっていま
す。この町に住んでいたら安心な老後を送れる！町としても真剣に考えてほしい大きな課
題と思います。
おフロ家にあるでしょ。自力でムリならヘルパーにたのめばよいのでは？
保健師さんは様々な方の福祉に取り組んでいるようですが、連携がとても不備に思いま
す。どこか現場に送り込めばそれで終了ですか？最低でも数か月は経過を観察すべきでは
ありませんか？あまりにも杜撰です。
施設より対話
げんき広場の様な所を毎日開放して、いつでも毎日遊べる所がほしい
町の中心にあり便利だと思う。
高齢者ばかりではなく、もっと違うことにも目をむけるべきです。高齢者だけしか優遇さ
れていません
学田ＨＳＰに通院しており、お金は掛るが優秀なソーシャルワーカーや作業療法士がいる
のでわかりません
何をしているのか不明
入浴の場でいろんな人話ができ、1人暮らしの人などは話す機会がふえて、良い事だと思
います
未利用なのでわからないが高齢者へのサービスは引き続き高めてほしい
こちらもいつ親や自分がお世話になるかわからないので、その時に困らないようにお願い
します
高齢化に伴い必要度が増してくると思う
特養が少ない。順番待ちが長すぎる。待ってる間に、本人も家族も死んでしまう
赤ちゃんからお年寄りまでに優しい施設と思っています
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質問
番号
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129

130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141

７

保健福祉総合センター管理事業

満足や不満の理由、その他ご意見
ふろがない人に取っては必要かもしれないが、ある人にとってはどうなのか？利用した事
がないので。（社会参加の面としてはいいのかな？）私もお世話になる身なので
どこの町でもそうですが、老人がふえてきているので大切なことだと思います
雰囲気が悪い。役場特有のくらい感じ。相談しづらい
私も将来必要になると思うので、充実してるとありがたい
これからは高齢者が増え、介護・福祉のお世話になる人が多くなると思います。これから
も福祉の充実をはかってください。
利用している高齢者をよく見かける。げんき広場に参加したこともあるが、乳幼児とも触
れ合える機会を設けてはどうか
浴室は1部の人に限られるような気がして必要ないと思います
げんき21は大切な場所と思っています
サービスの内容がいつも分かりにくいと思う
高齢化が進むにつれ、益々重要性は高くなると思います。この目指す方向性が正しいかど
うかは、年々変化していくと思われます。町、有識者、一般の代表者による議論が定期的
になされる様望みます
浴室の提供は高齢者だけでなく障がいを持った方も提供しても良いのではと感じました
特に子どもが育てやすいと思ったこともないし、困った事もない。子育て支援にもっと予
算をかけてほしいし、高齢化の町でもあるので高齢者も暮らしやすい町になればと思いま
す
げんき21は障害者にとって大切な役割があり、私も保健師さんにお世話になっておりま
す。主人のＤＶのためですが知人の夫の悩む方はおりませんので、本当に毎日戦っており
ます。同じ状況でないと理解されにくい事と思います
使用して始めて自分には必要か不要かがわかると思うので、今の時点では分からないで
す。高齢者時代で必要だと思いますが
高齢者ともっと距離感を近づけ、家庭見回りを積極的にして下さい
高齢になっても夢や希望をさらに持てる世の中であって欲しいと思います。不安をあおる
事が多く、自信を失う様な対応も多いと思えます。自己責任、あまり手を貸さず、自分の
事は自分での精神だと思います
げんき広場等で行くが、おもちゃが壊れていたり電池切れがほとんど。赤ちゃん広場の回
数が少ない。1歳以上は平日午前、児童館があるけれど赤ちゃんは行く所がない。児童館
はおもちゃがしっかり管理されている。げんき広場はＡＭ10：00～12：00だけどＡＭ9：
00～11：30にしてほしい。12：00までいるとあるいて帰って、ごはん用意して昼寝させて
大変。でも子供は最後までいたがる
よく案内を見ていないけれど、げんき21も有効活用されているのでしょうか？
今年、初めて、げんき21で子宮がん検診を受けたが、わかりやすく説明してくれてよかっ
た。浴室の提供は、身体が不自由なお年寄りはダメなのだろうか。詳しくわからないの
で。いわね大橋が壊れたために歩道橋は使える様になっても、徒歩では行けない、車を使
う人では不便な人が多いと思う。今、お年寄りで行きたくても行けない人いるのでは？
多くの行事、会議等に使われていて、職員は多忙です。職員の増員を
げんき21も何をやっているのか分からなくて入りづらいです。健康診断以外には何をやっ
てるんですか？
げんきひろば等すごく助かったので
精神面にシビアな部署です。対応次第では心に傷がつきます。人事異動では適材適所でお
願いします
利用の仕方がわからなかったり、行っても教えてもらえない人もいます。なぜ教えてあげ
ないのか？
今後も高齢者の増加、若者の減少が更に進むと思われます。安心して住める町、遠軽町を
目指す為に更に充実させてほしい
用事があったらセンターに来訪でなく、地域に出向いて願いに応える体制を期待したい。
他の部署から比較すると頑張っていると思います
私は、今自分で出来る事は、自分の力で頑張っております。きっと、力がいつおとろえこ
まることが来ると思います。出来るかぎり、頑張事に心がけ毎日、ハイヤーのいらない所
へ行きたいと祈っております
子どもと一緒に毎回通えるスペースがあると嬉しい。持参したお昼を食べるスペースもあ
ると助かる
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質問
番号
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
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156
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161
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７

保健福祉総合センター管理事業

満足や不満の理由、その他ご意見
センターの浴室が65歳以上のためのものということで、老人のための施設という印象。
サービスが必要なのは、色々な世代がいると思うが。
庁舎が夏場とても暑いと聞くので、町民のためにも職員のためにも環境の改善が必要かと
思います
高齢化社会が進むにつれ、今後も重要な事業であります
高齢者はどんどん増えるのでもっと増強すべき
予算的に高いのか低いのかわからない。特に福祉関係職員の給与は低いと言われていま
す。サービス向上の一つの目的として、働いている人のモチベーションも大切。国、道、
町の支援は大切。
浴室の必要性は感じません。丸瀬布や生田原の入浴施設の利用促進を図ったほうが良いの
では？
今のところ、満足しています
自分も、身近な人もサービスを受けていないので、具体的にどんなことをされてるのかわ
からないので。でも今後は、重要になってくるのだと思う。
これからなくてはならないと思います
町民（老人・障がい者等）が気軽に楽しめる場所がもっと多くあって欲しい
げんきで行われている行事には、生田原からはほとんど参加できません（交通の便なども
あります）
65才以上の人に浴室提供しているとは知りませんでした。健診の案内等で利用しました
が、対応してくれた職員も感じの良い方でした
保健師さんなどとても良い方です。あかるい場所
これが高齢者の数が増える中で、利用者の声を聞いた上でのサービスの向上は重要と思わ
れる
町外の通院するのが大変です。
（重要）今は自分で病院へ行けますが、いつ動けなくなるか思いつけます。
高齢になって来ると、こういう相談等出来る施設は欠かせない処となる
利用してないから。でも、福祉のためには、利用しやすく整備に力を入れてほしい
私も週に一回浴室を利用しております。大変ありがたいです。どんどん増えると思います
が、今後ともよろしくお願いします。
子どもよりも高齢者向けの施設の方が充実している
たまたま利用しています
まだ使用した事がない
白滝・丸瀬布等げんき21の様な高齢者の浴室が各地区にあれば良いと思います。出来なけ
れば地区からげんき21まで定期バスが走れば高齢者もたすかるのにね
人間がやがてお世話になります。高齢者（戦後の日本を支えた人々）を大切にしましょう
ヨシ！！
遠軽町内から遠い地域の高齢者はどうやってげんき２１を利用したらいいのですか！
重要だと思うが、それがどこにあって、どんなことやってるのか不明。たぶんフツーの60
代の男はそんなものかも。行ったことないもん
浴室提供。遠軽の方は良いですが、他の地域の人は、遠軽まで風呂に入りに行けないで
しょう！
浴室の提供は知りませんでした。大変大切ですが、大変疲れると思いますが、とても頼り
になる存在だと思いますので、人数不足にならぬ様、お願い致します。
地域福祉の充実？白滝地域の人事不足は深刻です
実際に使用した経験がないため
今まで利用したことが無い人も利用しやすいように、小規模イベントを開催し、気軽に施
設内を見る機会を増やしてはどうか。
もっと障害者に関わりを持ってほしい！
地域に合った積極的な福祉の姿が見えず、通りいっぺんの印象。テーマを持った施策が必
要と考えるが「司令塔」の姿が見えない。
子育て支援でげんきひろばをやっているが、もっと増やしてほしい。
他の町村などの優れたところはできうるところは取り入れていった方が良いのでしょう。
浴室は一定の人たちに使われていて、ない方が良い
高齢化の進む町として重要なところだと思います。「げんき21」の件も一つであるが各地
にも目をむけて欲しい。中央にはなかなか足ははこべません。
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質問

７

保健福祉総合センター管理事業

番号

満足や不満の理由、その他ご意見
祖父母の介護の件等で相談した際、役場管轄なのか社協なのかよく分からないと感じた。
180
この年で分からないのに高齢者はもっと分からないんじゃないかと思う
181 最近はあまり関わりがなくなりよくわからない
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質問

８

重度身体障害者通院交通費助成事業

番号
満足や不満の理由、その他ご意見
1 ハイヤーチケットが少ないのではないか？バスも数本なのに老人がかわいそうだと思う。
2 身体だけなのはどう？
そもそも詳しく知らない。身体障害者は助成があって精神障害者には何故ないのかなど不
3
明な点が多い。
4 交通費助成事業について知られていない部分があるので、もっと広げてもらいたいです。
5 母も長い間透析していましたがハイヤー料金の助成でとても助かりました。
6 もっと助成すべきだと思う。
7 弱者にやさしい町づくりを大切にすべきことだと思う
本当に重度の障害がある場合は仕方がないと思うが、きちんと調査しているのか疑問に思
8
えるような人もなかにはいるのでそういう人たちには使用して欲しくない。
9 障がいのある方の生活の幅が広がっていいと思う。
10 これは必要！
11 必要な人にはもっと手厚くしても良いと思います
12 良い。
今はお世話になっていなくても、必要な人はいるし、いずれお世話になるかもしれませ
13
ん。
何でもかんでも世帯全員が町民税非課税の方との制度があるが、必要な事は誰でも利用で
14
きる制度であってほしい。ほんの少しの収入の違いで線引きされるのはどうかと思う。
15 助成金で住宅のバリアフリー等してる様ですが、結構無駄使いが多くみられる
全員の家族が町民税非課税の方の助成が本当に必要としている人が、収入等しっかり調べ
16
て欲しい。
17 助成金はとても助かると思います
18 私の母は生前とてもお世話になっておりまして、大変感謝しております
19 隔離的な地域なので交通弱者にやさしい町づくりだと思う
20 障害者にはとても良いことだと思います
21 自身が障害者になってしまいました。歩行障害で対応が心配。
22 他ではもっと充実しています。
23 身近に居ないので
24 あまりバスを利用しないけれど有りがたいです
25 助成金だけでは、タクシー代は足りないとよく聞きます
26 福祉の車の送り迎えと、ハイヤーでの通院がどう違うのかわからない
27 引続き検討してほしい（回数なのか？代行者を使用するか）
28 遠軽町では年間どのくらいの数の方が利用されているのでしょうか？
29 核家族・身内が町内に別居等、確認する必要ありか？
30 正しく利用して頂けるのであれば良い。
別な話になるが、現在６５歳以上の人に乗りもの券が配布されているが、一回100円では
31 何の恩恵もない。その時の事情に応じて１年間で使い切る施策が必要。免許返納など考慮
して他町村を参考にすべき。
実際に祖父がこの対象者でした。家族もみんな働きに出て、病院に連れて行けないときに
32 この助成はとてもありがたいと思います。実際に使いきれていない場合もあるので、もっ
たいないと感じたこともあるので見直しするのもいいかと思います。
小生も足を骨折して足が不自由になり、歩く事に不自由が感じて、階段が登り下りがとて
33
も不安でバリアフリーが少しずつでも増えれば良いと思う。
34 助成制度を知らない障害者が多い。周知方法を考えるべきではないか。
重度の身障者を持つ家庭としては、一家族だけで見るのは大変だと思いますが、非課税の
35
方々にもすべて税金であるとの自覚を持ってほしい。
36 良い事だと思う
あまり自分の身内に必要としている分野ではないので自分にとってと言われれば？？みた
37
いな感じ。必要な事ではあると思いますが。
38 もう少し多くても良いと思う。障がい者は大変です
1ヶ月に4回、年間48回分では足りないと思う。通院だけでなく、買い物等の移動の際にも
39
利用できる方が良いと思う。
しょうがい者はこれ以外いろいろな支援があると思う。交通だけでなく全部含めて考える
40
べき
41 本当に困っている人は、何としても助ける気持ちが大切。
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質問
番号
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80

８

重度身体障害者通院交通費助成事業

満足や不満の理由、その他ご意見
人事ではなく、自身の事をとらえて大、重要だと思います。今後、一層の向上をお願いし
たい
内容を詳しく知らず評価できないが、とても重要な事でお金をかけるべきところと思う。
身体の自由が思う様に行かない人にとっては、大変ありがたいと思います。
生活保護世帯の方達が、いわゆる”悪用”している例を知っています。税金のむだ使いは
ゆるせません。
これから先を考えると不満です。町から1回につき100円出ていますが、100円つかっても
行き帰り2枚使うので年金としてはもうすこしバスの事を考えてくれればいいと思ってい
ます。
むすこが利用させていただいています。ありがとうございます。
利用したことがありません
福祉に対して手厚くない町は町民が離れていくと思う。金銭面でも助成していくべき
いいと思います。
身障者に優しい町は、すてきだと思います。
色々な手続きをスピーディにしてほしい。人員の確保
やはり弱者は保護をして安心な生活ができるよう要望
身体障害者の人には助成があり、難病者には全員が助成してもらえなく、町民税を出して
いる人には、通院費も出ない？どうして差別するかわからない。難病者にも全員助成出来
る様にしてほしいです。
障害者と高齢者、歩行については同じである人もおります
世帯全員が非課税の方々はどの程度の割合になっているか不明。在宅以外の施設入居者で
も介護タクシー利用（有料）でリハビリ通院、外来通院をしているが、その費用負担は診
療報酬よりも高いものになっている。
続けて頂きたいと思います
通院助成費生活費の軽減の一部となっていると思うから
障害者と暮らしてますけど、手帳まではないんです。病院行くのにハイヤー使ってます。
大事です。
今は不要ですが、この事業にお世話に成る事があったら助かります
ありがたいけど、それだけでは行き届いてないのかもしれないなと。
所得が無い人にとっては大事か。
通院するためにハイヤーが必要な方には必要なものだと思います。
町民誰もに知らされているのでしょうか。
車イスの方が1人住いができるのも町の支援があってのことですね
良いと思う
ハイヤーを使うのではなく、仕事をしていない人を採用し、町民の流出をおさえるような
会社的なものを作っても良いのでは？
ハイヤー利用に代わり、町の運営による車両活用も考慮すべきではないか。
立場の弱い人を手助けしているので、そのまま続けてほしいです。
直接、身近に関わる人がいないので、分かりませんが、当事者の方々が（不便）利用しや
すい事業を行って欲しいです。
高齢で重度の障がいを持った方も多いと思うので、みんなが生活しやすい環境が必要だと
思う。
障害者の方々にとって町民の手助けはなくてはならない事業だと思います。公の支援はこ
れで良いとはならない思います。福祉の町遠軽でありたいですね！
病院・買い物の足
高齢者、買い物難民e.t.c。交通手段がない。重い荷物が持てない。近くにコンビニ、そ
の他（限界集落）もない。交通手助け対策。
困っている人にとってはいいと思う
健康で運転できるから！身体の不自由な人達にとっても助かる事業だと思う。
精神疾患者である自分は障害者年金はもらっていない。精神障害者はハイヤーの他にも、
ケータイ割引、一部の非課税扱い等、年金をもらっていながらそんなに優遇する必要は無
い（1級、2級の人のみ、3級はあまり優遇されていない）
有効に感じる
親も2級でしたが、その様な話は初めて聞く気がします
もう少し手厚くした方が良い
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質問
番号
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94

95

96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115

８

重度身体障害者通院交通費助成事業

満足や不満の理由、その他ご意見
友人のお子さんも体が不自由だったりするので他人事ではないです。少しでも力になって
あげてください
限度回数を撤廃し、通院だけでなく、買い物、生涯学習参加等も対象にし、外出し易い環
境を構築する
現在は自分の車を運転出来ているため必要性は感じていないが、高齢者が車を手ばなせる
ことができるよう町での助成が今以上に必要だと思う
障害者福祉の予算は全体的に少なすぎだと思う
もう少し助成を増やしてほしいと思います
年金暮らしには負担が。もう少し出ると助かる
我家にも１級の人が１人います。もらってはいますが一度も利用なしですが、ありがたい
と思っています
今後も進めていただきたく思います
遠軽地域ではない方には、どの程度助成されていますか
今の所主人が居るのでタクシーにのる事はない。歩いて行ける場所なので
タクシーに限らず、バスもバリアフリーに対応した車両を増やすなど高齢者や障害者が利
用しやすい交通体制を整えてほしいです
全ての方々の思う様には無理が多いですね。でも高齢者の多い昨今、大切な事ですね。大
変でしょうが、頑張って下さいます様にお願い致します
通院外で使用されても把握出来るのか？と疑問ですが！
各店の車イス用の駐車スペースをもっと増やしてほしい。病院も
とても必要な事だと思います。必要な方には、とても安心だと思います。生まれながらに
身体障害、発達障害と云われてしまう子供達、色々と障害があります。誰も障害者として
行きたいと思ってはいなく、自由、希望を持って人生を自立して謳歌したいと思っていま
す。人の人生の未来は誰にもわからず、何故、何を基本に人の人生の目を摘んでしまうの
でしょうか！人生の目を摘まれた人の事を考えた事があるのでしょうか。誰人も、人の人
生を人格を否定してはいけないし、そんな権利もないと思います。誰がどんな権利を持っ
て判定されるのでしょうか！判定した人の名前、何している人物なのか、公表すべきだと
思います。判定される人の表にも
実家の祖母がおそらくこの制度を利用しているのだが、ヘルパーさんも必要なので、急病
の時はハイヤー利用できない。急病だと、ヘルパーさんがついてくれず、家族が付き添っ
てこのハイヤーを使うことが出来ないようなので、時々不便なのかなと思う
公共施設、医療等中心部にあり交通の便が必要です。介護タクシーがあると便利ですね
災害時に限り避難所から自宅への往復料金も数回に限り助成してはいかがでしょうか
該当はしていないが、施策としては重要ですねえ
毎日が体の調子が良いとは思いませんので、重い荷物を持って歩くのは少々苦しいです。
助けが必要な事が、生活の中にすごく体にこたえます
タクシー代の他、今は車で通院中でものちに車で通院がむずかしい（生田原、丸瀬布方
面）の助成がが知りたい
少しでも外出の機会が増えて生活に潤いができると良いと思います
障がい者の方々には、必要な政策であり、今後も継続した方が良いです
自分はその立場ではないが重要な事だと思う
地方の交通機関を守ってほしい。
大変重要な事業と思います。今後もつづけてほしいと思います。
生田原はハイヤーがありません
社会福祉協議会で行っている、通院支援などと重なるところがあるように思います
障がいのある人は、歩いていても危ないと思う事もあるので、ハイヤー代を出すのは良い
と思う
必要な所へお金をかけるのはよいことだと思う
重度の障害者に対するサービスのあり方と予算が少なく不満
バス割引券で今は満足しております。
人はいつどうなるかわからないもの。その立場に立てばとてもありがたく、たすかるで
しょう
もう少し多くてもいいと思う。
私は今のところ町民税払っています。まだ、車ははなせはしませんが、先のことはわかり
ませんが、この事業は大事です。よろしくお願いします。
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質問
番号
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128

８

重度身体障害者通院交通費助成事業

満足や不満の理由、その他ご意見
この人本当に障害者なの？と思うことがある
いつも有り難いと思っています
区分がわからない
予算の使いみちに有効に感じます
今後も実施してあげて下さい
なしで！！
助成から100%出して無料で利用できるようにするべき。1,051千円を105,100千円ぐらいに
すべき
とても不便な思いをされているかもしてませんので、せめて、通院などの補助は必要最低
限必要だと思います。
ハイヤーの基本料金の助成だけでいいのですか？
条件をすべてクリアしている人は、そんなにいないのではないか？世帯全員非課税の条件
を緩和した方が良い。
身体だけでしょう。なぜ精神は入らないのか？
身体障害者にあますぎると思います。手帳がなくても歩くのが大変な人が沢山います
関わりはないが、必要な助成だと思います。
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質問
番号
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41

９

家庭教育事業

満足や不満の理由、その他ご意見
子ども育てる保護者事業少なすぎ。高齢者に使う額と釣り合いないくらい少ない。子育て
しやすい町づくり、子どもに使う、保護者にあてるのが少なすぎ。
そんなの知らんかったわ。
給食費の未納が多い。現在の親で無感心、無責任が気になる。
必要な人もいるんだろうかという疑問がありますが、人によって違うと思うので言及しま
せん。集客率が高ければ続けてもいいのかなと思いますが…。
予算の使いみちとして有効だと思います。
講座、講演会等は、子育てしている人は子どもの習い事で忙しかったりして、わざわざ参
加する人は少ないと思う。それだったら、小冊子等で配ってもらった方が手の空いた時間
に読める。
教育現場の教員の質を高めることが第一優先。
628千円の予算では足らないのではないか。
もっと予算をつけてもっと子育てに力を入れた家庭教育充実に努める必要が大いにある
そういう事をしても最近の子供はしつけもされておらず、町で機会を作っても時間とお金
の無駄だと思う。
いろんな研修会があっていいと思う
どのような事業かいまいち不明です。
子どもはいますが、あまりよく知らないので、浸透していないのでは
子供達より保護者の教育が必要と思う。
生活スタイル上、あまりかかわったことがなく良くわかりません。
家庭教育はとても大切で情報社会ではありますが、考え方や常識のとらえ方が違うので学
習の機会あれば参加したいと思います
必要だと思う
子育ての家庭にとって、意義のあるものにしてほしい
家庭教育事業にお年寄りを参加させて、地域として、子供の教育支援をするべき
こんなにお金を使っているほど充実しているとは思えない
引きこもり児童に対する指導不足
どこでやっているのかさっぱりわかりません。何回か広報で見た気もしますが、年3回く
らいでしょうか？
せつめい書きがわかりづらい
高齢者と同じ又は、それ以上に重視すべきと思います
どのような事をしているか知りません
あまりかかわりがないが、重要だと思います
家庭教育学級は、以前参加しておりとても良かったのですが、働いてしまうと参加する機
会がなくなってしまいました。平日以外でも参加出来ると良いのですが。
利用者調査と効果の研究必要。
もう少し予算が多くても良いのではないか。
これからの子供達にとっては重要。都会と田舎のレベルの差があるのはなぜか？
核家族家庭が多いので必要と思う。
もっと講演会等増やしてほしい。
働く親としては参加できない活動が多いです。日程や時間を工夫してほしいです。
小生の子弟３人とも引籠りになり、相談させて頂き大変感謝致しております。今後とも教
育等の情報を活用したいと思います。
もっと手厚く、貧困がないように。
家庭教育事業のＰＲ不足。
たっち学級は知人に言われるまで知らなかった。家で子育てしてる人ににも広報見ない人
もいるのだからもう少し幅広く情報が入るようにしてみてはどうか。せっかくいい取り組
みだから、もっと色んな人が知れるようにした方が良い。（子育てしてる人に手紙や健診
時に伝えるなど）
講演会に参加できなかった場合（得たくても情報が得られない場合）のために、講演後の
報告等、町の広報等にのせたりして欲しい
自分もまだまだ勉強不足で積極的に活用したい
上記のものがあるのを知らなかった。
講演会の回数を増加させ、もっとＰＲが必要。親を含む教育者の意識改革を助長させて欲
しい
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質問
番号
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66

67
68
69
70
71
72
73
74

９

家庭教育事業

満足や不満の理由、その他ご意見
少子化は止まらず、子育てしやすい町にする為にはもっと幅広く若い人たちの話を聞き、
今何を必要としているのか聞く必要があるのかと思います。講座を実施した！（やりまし
た）ではいかがなものかと。人数は集まりましたか？興味のある人しか行かないのでは？
未来の子供達の為に予算もっとあってもよいと感じ、内容を深く掘り下げ実施すべきなの
では。
「60万円で家庭教育の充実」、なにが出来るのかわからない。
たっち学級に参加していました。交流する場があり、良かったです。
とても重要と思う。内容を知らずに評価できない。
上記のような取り組みをしていることを今初めて知りました。啓発資料を配っても、そも
そも読まなければ意味ないですよね。本当に必要ですか？
せっかく高校に入っても、いじめ、仲間外れ等で退学せざるを得ない話をよく聞きます。
その様な事が絶対無くなる様、切に希望します
将来に渡って遠軽が存続できるかは教育にかかっていると思う。教育環境は整っているの
だろうが、この家庭教育事業については身近に子供がいないのでわからない。
他市町村と比して、普通としかいえません。
保護者の交流といいましても、なかなか人の交流ありません
少ないように思う
子育て応援Ｂｏｏｋの活用方法は情報提供や資料配布だけでなく資料を用いて主旨を説明
し理解してもらいことが大切だと思います
わかりませんが、こんなことやっても親がもともと人間としてちゃんとしていなかったら
子どもはちゃんと育たないと思う。
地域地域の意見交換等を行い、スキルアップがあるともっと良いのかと思いました。（札
幌、帯広良い所の意見交換したりしていると話を聞きました）
共働きが増えるなか、学びやすい環境が大事です。おせっかい者といわれればそれまでで
すが、子供達は周りの人も見守っていかなければ。
講演会など興味深いものが多いのですが、仕事等で行けません。ＨＰなどで一定期間動画
視聴などできるとうれしいです。
続けるべきと思います
取り組みがみえない（子育て世代ではないので）
子ども少ないですから大事ですね。
今の私は重要ではないが事業については必要だと思います
私には、小さな子どもはいますが、遠軽町の教育について、知らないことばかりです。ど
う情報を皆さん得ているのでしょうか？
もう小さな子供がいないのでよくわからないです。
保護者には大事な情報。
子供達のためにも、お母さん達のためにも、必要な取り組みなのではないでしょうか。
定員割れの高校も多く、道央に比べ家庭学習が少ない。
家庭は親の姿を見て育つと言われていて、その通り。親がストレスをかかえるから子がそ
れを感じる。ストレスの原因は母親が働く事。家庭の仕事は無限。それなのに働かねばな
らない。子に愛情を注ぐ暇がない。お金が足りないのだ。私は妻金を与える国になってほ
しい。家庭に入りたい女性も大勢いると思う。昔のように。家庭教育事業するより１円で
も多く給金を配ってほしい。
講演会に参加したくても、小さい子供を連れての参加が難しい。たっち学級の人以外も使
える託児があれば良い。
家庭教育に関する啓発資料について目にしたことがない。
旧遠軽町中心のイベントが多いのではないか？市街地をはなれ出前の講演会のようなもの
をやれば行きやすくなるのでは？
塾や英語の教室が少ない。又、今少子化となっているので、中々大変だが、子供一人一人
を考えて欲しい。
小・中の学力テスト上がるの期待してます
この事業で成果が得ているのでしょうか
是非、参加したくなるような企画を期待します
あくまでも家庭の問題が大きい。叱る事の出来ない親の問題である。
いわゆる不適切な養育を防ぐには、家庭に対する教育は欠かせない。これからは様々な職
種が協同して成果を上げる「多職種連携」を推進していくことが効果的と考えられる。
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質問

９

家庭教育事業

番号
満足や不満の理由、その他ご意見
75 どのような活動か分からない
76 講座、講演会など実施されていることを知らない
少子高齢化してる時代なので、子供たちの教育が重視されていると思う。学校等のいじめ
77
等の差別意識も減ればいい。
今の子供や親の方々は大変な時代と思います。もっとゆとりのある教育現場、忙しい父母
78 の皆さん。そのため子どももゆっくり育ててもらえない。町独面のあり方、サポートなど
大いに期待します。
79 で、結果どーなん？
80 教員にばかり責任を転嫁するような風潮にはないでしょうか？
81 講演会などもっとためになる話を聞きたい
子どもの教育。子供ではなく、親（大人）がもっと勉強すべき。それが子供の教育に繋が
82 るのです。学力を上げるだけが教育ではありません。最近は子供のせいは親のせいを忘れ
ています。
83 将来を担う子供達にはお金を掛けるべきだ
84 有効に感じる
85 教育にもっと取り組んでほしい
学力テスト等で、北海道が、オホーツクが低いのを考えると、底辺を上げると共に、伸び
86 る力のある子を伸ばす取り組みを学校の勉強では、基礎はついても、応用が地方と比べ物
にならないくらい低い
87 たっち（コスモス）学級の回数が増えたら良いと思います
88 子供を持たないので良くわかりませんが、大事な事だと思います
89 情報をどこで発信しているのか分からない
90 もっともっと予算を付けて下さい
91 子どもがいなくて分からない
92 関わりはありませんが、これから社会をになう人材のため大事な事と思います
93 重要だけど町に期待していないから普通
94 将来遠軽町に住むかどうか考える重要なポイントになります。
昔は拡大家族が多かった。今は核家族が多いかと思います。私も核家族なのですが、身内
95 のフォローとか友達同士とかでやってきた。子育てに自信がないのかな？私もそんなにあ
る方ではないけど。
96 使用している家庭がどの程度あるのか？
親と子の家庭における教育は、子供が何歳になっても続けていくものと思っています。子
97 が小さい時と高校、大学生では問題も大きく変わりますが、より充実されるべきと思いま
すが？
子育ては終わりましたが、広報や回覧で小学校だよりを見て教育のあり方を学ばせていた
98
だいております
99 もっと子育て世代など若い人達にも予算を増やすべきです
子育ては過去の事の年令ですが、古の中の生活での重要さを感じます。これからの大切な
100
事、よろしく頑張って下さいます様に
101 子どもがいないので、子育てに関することはわかりません
102 成果はどのように知ったら良いのかわからない
103 どのくらい成果があるのかわからないので
予算の事はわかりません。只、教育の機会は子供、大人も学事が出来る事はとてもありが
104 たい事だと思います。学事がどれだけ幸せか、自分の倖せにつながるのかを知ってもらい
たい
105 託児有りの事業を増やしてもらえると嬉しい。子供の昼寝と重ならない、午前中で
106 保育所も幼稚園も保育料は同じにすれば良いと思います
107 働いている両親が多く、講演会等に出席できるのでしょうか
自転車のマナーが悪いので、中学生と高校生にも（あと親にも）講習会をやってほしいで
108
す
講演会に参加させていただいた事がありますが、とても役に立つお話なので、もし重要度
109
が低い結果になっても、絶対に提供を減らしてほしくないです
教育力も必要だが、学力向上の方が必要なのではないでしょうか。文武両道には程遠いと
110
思う
111 存在を初めて知った。知りたい
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番号
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146

９

家庭教育事業

満足や不満の理由、その他ご意見
不満ではないのですが、親もそうですが、遠軽町は基本となる挨拶すらできない人が多
く、学力が上がってもどうかと思います
子供参加型、親参加型等々、色々と工夫して少しでも多くの親子に参加してもらえる方策
を考え出してほしいと思う
総合学習のみにこだわらず、地域の中でも学習企画が持てるように配慮が必要ではと思い
ます
子育てに関することなど、より色々な機会を増やしてほしい
子育て世代の親としては、多くの興味を持てる講演会があると嬉しいです
子どもたちが少なくなってきているので急！
家庭教育は教育の基盤です。もっと充実させていく必要があると思います。
自分はこれからその立場になるので、重要だと思う
人間教育の充実
子育ての親子には良い事業だと思う
高校の学費を無料にして欲しい
生田原も子供の数が少なくなっていますね。家庭・保護者とせまい分け方をしないで、地
域でという考え方もあっても良いのではないでしょうか？講座・講演会を町民全体にして
も
こういう事業が本当にこれを必要としている親子まで届いているのか、と思う
もっとすすめていって良いと思う。共働きなどの人も、男性も行きやすいように考えてい
くともっと良くなると思います
予算が少ない。これからの世をつくっていく子供たちへもっと予算を増やすべき
若い親等、子どもへの愛情が足りないと思います。
少子高齢化の中、子供の教育には親だけというのは不可能に近い、いろいろな人たち等の
協力も必要
学校だけじゃない場所での学習機会があるのは良いと思う。
小中学校で、学校に行けない、行きたくない人たちのサポートもあれば良い。
箱物予算に比べると非常に予算が少なすぎる
予算の使いみち有効に感じる
継続してください
終わった
予算額がマトモではない。628千円では何もできないと思う。少なくとも100倍ほしい
現代社会生活に於ける親子関係は重要と考えられる
これからはこの事業に「力」を入れていただきたいです。
親が学ぶことは大事だと思う。講演会だと参加しない人がいそうで、資料は読まない人も
いるから。健診や家庭訪問などの機会だと効果的か？
実は私の孫は発達障害で中2男子なのですが、恩愛してます。
何が行われているのかよくわからない。情報発信不足と感じます。
１人ぐらしで応答の仕様がありません
孫がおりますので関心があります。
参加者が少ないという事は、違った形での交流学習機会の提供が必要だと思う。
参加したことはないけれど、遊べるくらいいくつもあるのは良い事だと思います
文化講演会などの機会は他市町を比較に多いとは言えないと思います
魅力的な講座を見たことがない。子育てしながら行きやすい、平日午前、託児有りでやっ
てほしい。（幼児向け）子が幼稚園等に入ると平日は仕事する人が多いし、未就園の時期
が知りたいことが多いと思う
「親としての正しいあり方」だとしたら、学びはおしつけに感じて、ますます苦しくなり
ますが、親同士の交流の場があるのならばとても有意義に感じますし、ありがたいです。
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体育館管理運営事業

番号
満足や不満の理由、その他ご意見
1 限られた方にしか利用できないのになぜ税金を投入するのか？
2 スポーツ好きは良いが…。
そもそも集まる機会やサークルがありません。高齢者の健康寿命のためには重要だと思い
3
ます。
4 予算の使いみちとして有効だと思います。
スポーツ協会で管理している体育館は、中高生の部活でびっちり使用されているので、小
5 学生がもっと使用できる体育館があればいいと思います。（小学生の各スポーツ少年団の
為に）
予算額を見ると、どれだけの町民が利用しているのか解らないが、費用をかけすぎ。無駄
6
な施設もあると思います。
7 使用料が高い。
トレーニングルームは現状の広さではとても狭くて、息がつまりそう。
２階のテラスがあいているのに、なぜ広げてくれないのですか。広げてほしい。
8
ランニングマシンが下にあり、とても満足できない。マット運動も部屋にしきられてとて
も窮屈です。
9 スポーツは社会を明るくする力があるから、そして、人を元気にする力を持っているから
10 普段スポーツしないので、そういう人対象のイベントなどあると良いかも。
11 何の特長もない町なのでスポーツぐらい頑張ってほしい
12 あまり利用する機会が無いですが、サッカー場は立派できれいなので
13 プールはシルバー割引があるが、上にある施設は割引がないので使えない。
力を入れているのは分かります。良く考えて作るべきで、あちこちに過去に作った使われ
14
ない施設がありますね。
白滝中学校体育館の設備が悪すぎる。床面は板にすき間があり、すべりこんだりすると危
15
険。音響、照明設備も故障したままでは。
16 温水プールにあるトレーニングジムが利用しにくいと聞きました。
17 子供から高齢者まで運動は絶対必要
18 集約化すべき
19 特に遠軽地域、施設が多すぎるのでは
体育館管理において、管理人が常駐していないのが問題あることがある。（いじめの巣に
20
なっていることがある）
21 健康管理の為、運動は必要不可欠だと思いますが、利用者の人数が少ないのが残念です
22 就学前の子供でも遊んで体を動かせる場所があればいいなと思う
23 体育館がとれない（平日決まった人しか使用できない）
24 色々な行事を考えてほしい
25 各スポーツ施設が遠い。車を持つ人しか使えないところも多い
体育施設には直接関係ありませんが、東小学校の遊具は（すべり台）危険だからと撤去さ
26
れてから新しくなる気配がありません。小学生に必要ないですか？
27 町民の健康維持対策と位置づけてパークゴルフ場の無料開放をするべき
28 活用できていないので。
29 地元の町民が利用する為の施設の割にプール、スポーツジムの使用料金が高い
30 予約が多すぎて個人では使いにくい
31 運動はしない
スポーツをしたいと思っているが、私のまわりまで、その事業が行われていることが伝
32
わっていない。何が行われているのか？
33 利用度は？
34 他の地域の整備が平等ではないと思う
35 総合体育館の新築を希望します
体育館を利用する機会はあまりないのですが、総合体育館の雨漏りがすごく気になりま
36
す。
37 プール料金をもっと安く。
38 各体育館の使用にもう少し柔軟な対応してほしいと思う。
39 成人の健康増進の為の施設器具が少ないように思う。トレーナーの教育・増員を要す。
40 体育施設の利用料金の安いのは、良いです。
41 スポーツに関しては遠軽町は充実していると思う。ただ、指導者の育成は？
42 施設の利用料金を、温水プール並にして欲しい（トレーニングルーム）
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番号
満足や不満の理由、その他ご意見
43 （やや満足）温水プールがある。
44 月曜日の利用が全く出来ないの不便がある。
45 とても利用時のサービスが良くなった。
他の市町村に比べてスポーツを手軽に楽しめると思う。料金も低料金となっていてとても
46
驚いている。
47 あまり利用したことがないのでわからないですが、管理費用が高いと思いました。
体育館の管理については大変良好な状態になっているので、現状を維持される事を思いま
48
す。
49 利用料金が高くてあまり利用できない。
重要と思いますが、施設等をそんなに提供する必要はないと思う。（健康は自己管理その
50
ものと思う。）
51 もう少しスポーツやレクリエーションの活動回数を増やしてほしい！
52 例えば体育の日に体育施設が休館になるのを見るとやる気のなさを感じる
なぜ？障がい者はプールは無料なのに体育館は有料なんですか？プールは無理でも夏の暑
53 い時期、体育館の中を歩かせたかったのに有料でお金がかかるので使えなかった。なぜ、
プールだけ無料なんですか？今だにわからない。
54 １人生活者が参加できる。
55 歩いていける近所にスポーツ施設がない
56 皆さん、利用して楽しんでいるようです
屋内施設ばかりではなく、サイクリングロードの延長及び整備、クロスカントリースキー
57
の練習場整備等が必要
58 もう少し気軽に使える様にしてほしい
施設使用時間が過ぎるとすぐ電気を消され施設出る時は真っ暗などいろいろ問題有。投書
59
箱など設けては
ナイター終了時間を1時間延ばせば、開始時間も1時間遅くすることが出来る。これによ
60 り、試合に出られる方が増加する。地域住民の了解を得る事は可能。近隣他町で行ってい
る。
運動教室やシェイプアップ教室等のイベントは、夜間も（たまあに）実施してください。
61
（働いている人は、参加できません。）
62 いろいろなスポーツの発展には、大賛成です
63 体育施設は冬期に体を動かす為に利用させて頂いてます
64 他の事業と比較して予算が使われ過ぎでないでしょうか
65 多くの人が利用できるスポーツ施設の整備は重要。
66 遊び場所の少ない所もあるので、いつでも使える場があるのはいいと思う。
67 体育施設。スポーツレクリエーションのできる場所を
68 利用しづらい（体育館）
使用料について、体育施設は1チーム1シーズンで使用料が徴収されているが、体育館の使
69 用料は1会員年間で徴収されている。子供の指導に大人がつくことで別途徴収されてい
る。改善を求めます。
70 人口減少なのに施設が多ぎる
71 施設を更新して欲しい
管理費にこんだけお金がかかっているのであれば、団体（大人）からは使用料をもう少し
72
とっていいと思う。
立派な設備があり、気軽に行けることが良いです。料金がもう少し安ければ通いやすいで
73
す。
家の中にこもってばかりいては認知症にもなりかねないです。となり合わせてさそい合わ
74
せて表（外）へでようではありませんか。
使用しているメンバー、団体が数年にわたり固定化していることはないのでしょうか。新
75
参入可能な状況でしょうか。
76 必要と思いますので続けていってください
77 町外からの企業か学校の合宿前の誘致も力入れてほしい
78 団体に入っていない町民が年間を通して健康づくりの場を増やして頂きたいと思います。
79 総合体育館で週に1回体を動かしている
80 若い時からのスポーツ運動にかかわるのは大事ですね
81 体育館の利用料金の見直しをしてほしい
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体育館管理運営事業

満足や不満の理由、その他ご意見
体を動かしたいなとは思いますが、時間帯や交通の便など、自分は利用できなくて、少し
残念です。色々な機会が低価格、無料などはすごくステキです。
遠軽町内の体育施設等をおかりする場合、施設使用料が高い。
体育施設でのイベントに参加したい、利用したい。方法を。
たまに体を動かしたい時に体育館は必要ですね。
湧別川右岸サッカー場等の堤防斜面に施工されている観覧席等の管理がなされていないよ
うだ（草刈等など）
総体等老朽化が目立つ。
参加したことがないのでわからないが、今の若者は体力を養う場がなく、社会に出た時、
耐えられない体力・気力になっていると思う。自分の考えを述べる、相手の意見も聞く、
しかし押しつけはだめという基本的な生き方をしっかり学ぶのも体力につながると考え、
そのような教育者を増やしてほしい。
遠軽パーク場と関係するのであれば、草刈する時間等を考えて欲しい。（草刈優先ではな
いよう）
週2回体育館使用してます
短に体育館があり、スポーツを楽しむことができる。健康且つ元気になれる。夜の体育館
を明るくして欲しい
体育館、スポーツセンター等を団体に貸すのではなく一般市民がもっと使いやすいように
して欲しい
不十分な施設が多い。大会をちゃんともってこられるような施設を作ることを心がけてほ
しい。中途半端な施設はダメである。
個人で運動ができる場所はどこ。スポーツジム的な場所はどこ？
マラソン等のランニングできる所を整備してほしい。たとえば、陸上競技場とかで周りを
走れる様にするしか、音楽ばかりに金使わないで少しはスポーツに使って欲しい。
体育館管理運営事業に、これほどの多くの予算が必要なのですね。健康の面、子供達のス
ポーツ活動にはとても重要です。（陸上専門のトラック等はありますか？）
室内スポーツができる場所は多いけど、野外スポーツを気軽にできる場所が少ないように
感じる。
外部に委託してるでしょ。
運動をする場は多くあっても、後フォローの設備はなっていません。大学合宿を誘致でき
るような設備を整えるのが必要。
毎週木曜日のシェイプアップ教室のような講座をもっと作って欲しい！
若い時は良く体育館を利用し、運動していた
建物の老朽化が目立つのでたてかえを。
年々、高齢者認知症増加防止にも人とふれ合って体を動かし認知症にならない為にもス
ポーツ活動は必要だ
施設の使用料を上げる。使用できる老人（６０歳以上）余裕のありそうな方が多いようで
す
体育施設の受付担当等が悪い！！言動、行動、態度、教育が必要ではないか？
高齢者のスポーツ施設を充実すべきである
スポーツ活動で各大会を誘致し、オホーツク管内で知名度を向上するような活動を期待し
ます
体育館を使うことが今のところないので正直良くわかりません
サッカーラグビー場（福路）よりトレーニングルーム。福路の公住の南側にスポーツ施設
とは？近代都市の計画を知らないのではないのかなあ
施設が古く、使いにくい。冬は寒い
体育館が寒い
社会体育施設は重要と思う。健康の保持、増進の為、スポーツ活動に取り組めるようさら
に進めて下さい
関わりがない
個々に実施できる器具の拡充が必要ではないでしょうか
健康管理のため予算というよりはスポーツレクリエーションのための予算としては多すぎ
る
町内にこんなに多くの施設があったのですね。予算もすごいが、利用率はどうなのでしょ
うか？
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番号
満足や不満の理由、その他ご意見
117 両足を悪くて何もできない
社会参加の一つとして週２回施設（総体の横の所）青少年会館）。料金も安くてお金のな
118 い団体としてはこのような所をなくさないでほしいと、切にお願い致します。冬寒くても
我慢できます
「いつでも気軽に」と書いてるが、小さい子たちは、雨の日どこで体を動かすのか。ずっ
119
と動いていたい小さい子にとって、家でしか遊べないのは苦痛です
運動施設は大事だと思うけど車運転出来なかったり、お金かかったり、そういう場所には
120
なかなかいけない。私の場合は自宅で運動、食事をやってる。
高齢者センターを使用させてもらっている者ですが、室内は掃除できていますか？ガラス
121
戸の汚れが気になります。一度見てください。室内温度の１０°は少し低すぎるのでは？
総体をリニューアルしてもらえると子どもたちや町にとってもより快適で使いやすいもの
122
になると思います！
健康づくりにスポーツは重要で有効と思いますが、一部の人しか使わない福路のスポーツ
123
公園は必要なかったと思います
124 使用料金の見直し！体育施設の使用料金が格差があり適正の料金ではない
125 スポーツのできる身体ではないのでわからないですね
126 幼児向け、親子向けのスポーツ教室を実施してほしい
127 体力は若いうちから付けて置くと良い
町内で実施される各種大会が、広く町民に伝達され、町をあげて応援できる様な体制が作
128 れないのでしょうか？広報を見逃したら、隣で競技が行われていても知らない事がありま
す。
体育施設が町の規模の割には多過ぎる様に感じます。ある程度の統合を行った上で、遠軽
129
市街地に総合スポーツセンターのような大きめのものを造っても良いかと
多くの問題の中での、重要な件への努力、頑張って下さいます様。新しいスポーツも多
130
い。今は良く、フットサルなどよく聞く様になりましたね
スポーツ観戦は好きですが、自分でするまでしてません。ある程度、集約して充実した施
131
設にしてほしいです
132 スポーツ施設が足りない（特に体育館）
133 団体等で予約が入っていて、好きな時に利用できない
幅広い年齢層に対応して、色々な場所が増えていくと良いと思います。プールにできたク
134
ライミング？中高生向けにも作ってあげてほしいです
135 4ページに記入した通り、ものづくりに頑張っていらっしゃるので（町では）
予算の事はわかりません。卓球台とかバスケのポール、打ちっぱなしのテニスの壁とかの
備品がいつでも、単人で行っても、使用出来たら行ってみたいですね。又、体のケガをな
136
くす様なトレーニング用品もあったらいいですね。サイクリングロード今ではセグウェイ
等新しいものをとり入れたら。
町内（旧遠軽）の体育館でかなり古くなってしまっているものも多いと思う。全部は改修
137 できないと思うので、トイレなどだけでもきれいに直してみたらいいと思う。災害で避難
時、トイレが古くて汚いとイヤですよね
138 他の所に比べ、遠軽は施設が整っていると思います
139 総合体育館の新設が待たれます
学生が部活動で使用していることが多く、一般人や小さい子供連れでは使いにくいです。
140
空いている時間をネットで表示できるようにできませんか？
施設利用に当り、青少年スポーツ活動において、ボランティア等で青少年指導員を行って
いる方々がおられますが、施設利用に会場利用料を支払って青少年育成に努力されていま
141
す。指導員の認定制度を作り、会場料を無料にすべきと考える。他町村では、指導員は登
録制で、無料である。遠軽町は有料
スポーツ施設（野球場やラグビー場等）はとても整備されていて気持ち良く使用できる
142 が、合宿や遠征として使用する宿泊施設の環境は良くないと思う。特に集落センターに泊
まるとアレルギーが出る子が多い。寒いので冬の使用もさけたくなる
143 利用したことがない
健康を推進するのであれば、もう少しプロの目から食、体幹、楽しく続けられるメニュー
144
を考える方向性の方がよいかと
プールの中にあるトレーニングルームみたいなのを総体にも作って欲しい。（プールの所
145
はいつも混んでいるので）
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番号
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183

体育館管理運営事業

満足や不満の理由、その他ご意見
施設中心の健康づくり、スポーツ振興では普及活動ではありません。もっと地域の中に魅
力ある活動を広めるべき
総合体育館が古く、駐車場も狭い。古い施設は廃止し、集約してはどうか
施設の老朽化に伴い、統廃合なども必要かと思います
必要な備品の充実が求められていますが不十分。
町のスポーツ推進、町民の健康づくりは重要で人口減少が進むなか、健康づくりはこれか
らも推進していく必要があります
生田原スポーツセンターが古すぎる
施設があるだけで活用できていない。使用できない施設もある。
施設は整備されておりますが、各スポーツの備品を整備してほしい。
安国地区ピノキオハウスの中の施設が長年使用出来ないでいるので使用出来るようにして
ほしい。
利用する人が少なく、業者による清掃や暖房など経費のかかり過ぎ
気軽に参加出来るイベントがあると良いと思う。合計26施設で1億8千万なら、仕方ないの
かなと思う。高いけど
不満の声はあまりない様ですので。
福祉施設と同様、健康等の維持のためには必要であるがこれ以上ふやすこともない
利用しないから
私も施設を利用しています。少しでも健康のために体を動かしています。
全然充実していない
利用させて頂いています。プールとトレーニングルームのおかげで健康維持に役立ってま
す。
スポーツセンターを利用しています。健康のため
老人にもスポーツの場を安く使用させてください。丸瀬布ならタモクで使用されてない日
は自由に、使用料は安くしてください。高齢者割引等を
健全な心身を育成する重要な要素です
スポーツは不要！！
散歩の途中で入ってみたい。が入りにくい
老朽化
良くわかりませんが、身体を動かせるうちはスポーツしたければスポーツした方が筋力は
大切ですし、こもっているよりは良いのではないでしょうか。
体育館、管理人などの問題もあると思うが、孫などが遊びに来た時に冬場は特に休みなく
開けてもらったらありがたい。
けっこう事業費がかかっていますね。紋別や網走のような屋外で運動できる場所（簡単な
物）が公園にあったら良いと思います。
子供達、大人の為により充実してください
冬は外で体を動かす機会が減るので、屋内施設は必須。心と体の健康の為にもスポーツは
やった方がいい。
雨もりがする様な体育館ではもう古いと思う。今の位置に又、リフォームしてほしい
スポーツサークルに入っていない人にもスポーツ、運動を促す仕掛けがほしい。
生活の基は健康であることで、本来は自分で考える事なのでしょうが今はいろいろなこと
を提供していただける。ありがたいことです。
運動に行きたいけれど車などなく遠すぎていけない
若い時からスポーツに親しむことにより、健康寿命アップを奨励する事が大切。高齢者の
スポーツ施設利用料0円が必要。リフト代も高すぎる。2時間券ではなく、3時間無料が望
ましい。高齢者スキー客が少なすぎる。
合併してから十年以上になるのだから、もう少し集約してはどうか。
私は健康の為にパークをしています。病院にもなるべくいかなくても良い運動を
えんがるプールが高い。年金生活だと通いたくても通えない
遠軽町の体育施設は大変充実していると思います
運動は大事だと思います。
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番号
満足や不満の理由、その他ご意見
1 全く関わりのない事に町民税のムダ使い。一部の人達だけ。無駄。
自分にとってもメリットがない。その歴史を知ることで何に繋がり、町の活性化になるの
2
かイメージできない。
3 地元である白滝地域での盛り上がりがない。
4 使いみちとして有効だと思います。
一部の人の利用だけで、全く必要のないものだと思う。そんなに予算が出ているのがもっ
5
たいない。不必要です。
6 費用がかかっている割に、町民に浸透していない。わざわざ見てみようと思わない。
ただセンターがあるだけでは、認知も収容もできない。若者に受け入れられるよう（アイ
7
ヌ文化、カムイ）な企画が必要。
人が行っているのを見たことがない。未来があるのかわからないがあまり知られているよ
8 うには思えないから。積極的に発信…と言っているのであれば皆が知ってる！と言うくら
いやってみるべき。
行ったことがないので。遠軽の文化センター？郷土資料館？がちょっと雰囲気がこわいと
9
きいたので、子供が利用しやすく、明るい感じにしたらいいのに、と思った。
古い宝に力を入れるより、今活かせることに力を入れてほしい。未来につなげなくてい
10
い。歴史はそこに保存さえされていればＯＫ。
11 伝統の継承は大事だと思う
12 施設が小さすぎて集客につながらないのが残念。
お金をかけすぎのように思います。町民にとって必要なのかではなくて、もっと別な学術
13
的な面とか、からの重要性のように思います。
14 それに16,472千円って、どうなの。
15 ピーアール性にかけている！！
16 必要性は感じない
17 歴史や文化の継承は大切な事だと思う。しかし、上記の存在をまったく知らなかった
展示施設に人があまり入っていない。図書館や福祉センター、各学校とも協力して、まず
18 町民の学習意欲を高める様にすべき。町民が知らないと町外の人に発信しても伝わりませ
ん
19 まだ行けていないので。
20 体験が他の地域の施設と比べると安い。小学生の子に良い経験ができると思う。
21 1度見たら2度は行かない、交通不便
周知が不足していると思います。勉強不足ですが、なぜ保存活用を重視するのか、もう少
22
し周知して欲しい
23 ２度行きました。とても立派な展示と思いました
町の歴史に興味ない若者。高齢者は白滝まで行けないし。地方の人も行くのかな。知って
24
るのかな。
25 埋蔵文化財展示施設を日曜日も開館して欲しい
26 アピールが低い。チラシ等の作成
年間、どのくらいの方々がここに訪れているのでしょうか？発信の仕方等更なる工夫を感
27
じますが
28 町の歴史に対する研究・資料の収集。博物館＋資料館の充実が必要。
29 予算が多いと思います。
30 町の発展、観光面からも必要。
31 あそこを利用している人をほとんど見たことがない。
32 せっかくなので、もっと町外にアピールできたら良いなあと思います。
33 郷土資料館もそうだが、おもしろみがない。ただ展示してあるだけで興味がわかない。
関心を高めるには行事の一貫として、地域交流の場としてもっと活用すべきだと思いま
34
す。
埋蔵文化は先祖の貴重な財産と思います。特に黒曜石は日本の財産でも有ります。子孫に
35
正しく継承して頂きたいと思います。
36 予算高すぎ。町の財産は町民。町民に金をかける。
37 何をやっているのか良くわからない
38 行った事が無いので今度行ってみる。
39 「遠すぎてなかなか行けない。」と思ってる人が多いはず。行けないからいらない。
40 街のなりたち
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番号
満足や不満の理由、その他ご意見
41 文化財を保護する事は良いと思います
形、モノを残す必要なし。「人」と「心」を残すのが大事では？伝統・文化は変化してい
42
くものです
43 郷土資料館（遠軽神社近く）が古い。新しい見せ方を考えてほしい。
44 子供の方に予算を優先させては
ボランティアガイド育成ルールを作り実践する必要がある。町職員ではなく、民間人が中
45
心となり、事業推進する事が大切。興味ある人が集まれる仕掛けが必要。
46 残念ながら、行く機会がありません。施設の良さを知るために今度行ってみたいです。
町の財産です。大事に育ててください。お金もかかりますが、もっと専門の学芸員など、
47
多数作ると良い
個人的にあまり興味がない。もっと低予算でやっては？昔の事より、今のこれからの方が
48
重要で、お金をそっちにまわすべき。
49 旭山動物園等の工夫を参考に、もう一度行きたくなる施設に。
50 文化財センターといいましても場所まで行くのに大変である
51 同じ町内だが行った事が無い事もあり、情報も身近に感じられない
大切なものではあるが、興味がない、これだけの予算を使っている以上まずは町民に理解
52
と必要性を伝えることが先決では。
53 維持費がけっこうかかっているのではないか
54 年間使用している人はいったい何人いるのだろうかと感じたときにすごい無駄使いに思う
大変申し訳ありませんが、今読んで知りました。もっとピーアールして知ってもらうこと
55
も重要かと感じました。
56 歴史のある物は守って、後世につなげていかなければなりません。
57 若い人の関心を持てる様な工夫があると良い。学校の見学とか。
58 もっと広く認知されるような取組みが必要では。
59 予算使いすぎ
60 町内から白滝までは行かないし、興味なし
61 未来につなげるため大事ですね
62 黒曜石は白滝の山にしかない石なので重要
63 行ったことがない。今の時代は、社会科見学などで行ったりしているのでしょうか？
64 文化の継承は大事な事なので予算を増やすのに賛成。
65 アクセスが不便。
文化財の重要性は、いまいち理解していないことの方が多いですが、それでも、そういう
66
事・物を管理することは必要なのだろうとは思います。
興味を持って矢じりなどの発見された後の歴史観を展示しているのか疑問に思う。エンガ
67 ルが昔どのような状況で和人が入り込んでから今日に至るまでのアイヌと和人の苦労図や
談など絵巻などでたどるのも見たいと思う人が出てくるかもしれない。
68 これからも力を入れてやるべき。
白滝のジオパークは整備され、専門職員さんもいて、とてもわかりやすい説明を聞くこと
69
が出来ます。
正直なところ興味がないです。こんなにお金を掛けているんだと思いました。年間何人の
70
方がいらしてますか。
71 遠軽町のシンボル・瞰望岩をもっとＰＲすべきと考えます
72 全く興味がありません
73 いらない！なぜ白滝なのか！
文化財を保管、展示していろいろ町のことを知れるのはいいけど、それを今後どうするの
74
かわからない。いつまで大事に守るのか。
遠軽に住んでいると交通が不便なため、中々すぐ見学という事は大変。定期的にバスの運
75
行を考えてほしいです。春、秋など。
76 遠軽じゃないし
毎年報告書（研究紀要など）を。年２、３回遠軽町で発表を。町民でもなかなか行けな
77
い。町の宝を町民、国民、世界へ発信してほしい。
78 小学校の勉強などにはいいが、一般の人は一度行ったらもういい。
79 1度も足を運んだことがないし、行こうとも思わない。広報では目を通すが
もっと魅力がもてる様に工夫したらいいと思います。1度行ったら足はもう向きません
80
し、遠いです。
61

質問１１
番号
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120

埋蔵文化財センター管理運営事業

満足や不満の理由、その他ご意見
地元の人間はそんなもんに興味がない
末端町民への具体的な普及が欠けている
発信不足。興味が湧くようなイベントを。
他にはあまり無い貴重な遺跡なので大切に残すことが大事だと思います
センターに足を運んで頂けるような情報発信を引き続き行ってほしい
歴史を大切にする気持ちは大切だと思う。ただ、身近に感じられない
こういう文化財は大切にしてほしいです。どんどん町内にも町外にも発信して欲しい
石は自然の中で見るのが一番。この事業は止めたほうが良いと考える
事業の内容の周知が足りないと思う
文化財のまわりにも、人が立ち寄る施設（飲食店）がないと発展しないのではないです
か？
やはり予算が少ない
このアンケートで初めて知った。対外的アピールが足らないと思う
文化財として保存大切と思いますが、大きな出費ですね。見学してすごい。先人たちが生
きたあかしですが、良くわかりません
今度行ってみたいです。
あまり身近な事に感じない
町内外に出土品に関する発信はまだまだ足りてないように思います
文化財センターがどこにあるかもわかりません。役場の中でもよいのでは？
予算の事はわかりません。余り白滝総合支所埋蔵文化センターは知られていないのかも知
れません。今知りました。見てもらって、知ってもらってからだと思います。催しものを
常時行ったら良いと思います。1度行ったら、2度行きたいと思える何かがあれば、未来に
つながって行くのではないでしょうか
残念ながらまだいっていない。いろいろ努力されていると思いますが、パンフレットなど
でも「今度いってみよう」と言う気になれていない
出土品がたくさんあるのならば、もっと見てみたいと思う。展示を増やしてほしい
立派な施設です。いつ行っても体験ができると良いですね
役場の人は頑張っていると思うのですが、ほとんど認知されていません。もっとインター
ネットとかで発信しないとダメだと思います。インスタグラムとか。文化財系は、英語圏
の人の方が食いつき良さそうです
夏のイベントはおもしろかった。文化財センターもきれいで興味深かった。これからもイ
ベントなどをやってほしい。
休日のイベントを増やしてほしいです
図書館や児童館等、もっと子供たちの未来や現在に投資すべき
白滝だけでなく、えんがる町全体に認識してもらえる取り組みが必要だと思う。観光資源
としての取り組みも！
行ったことがない
管理するのは大切だともいますが、町民がその大切さを何人知っているのでしょうか？一
部でひっそりとやっていてもビジネスにはつながらないかと
2、3度行ったが、施設がとても良いのに利用者が少ないのが残念に思う。
施設の運営では良くやっていると思います。しかし住民全体に関心を広めるとすれば、一
層各地域の中に啓発機会が必要です
予算を見直す、高すぎる様に思えます
遠軽地域からは、遠くて活用できない
子供が楽しめるクイズや体験など頑張っていると思います。マニアックなジャンルなの
で、大衆が喰いつくものとのコラボなどあると良いと思います。（スイーツ、ゲーム、マ
ンガ）
観光の目玉としてもっとＰＲすべきだ
少ない人数で手入れをしている。
旧生田原町の文化として「ヤマベまつり」を実施しております。ほかにも各旧町村の文化
があるので、それを大切にしてほしい。
地域の文化として広めていくのは大事だと思う（町内外に。）。
各種文化財の広報や住民理解が低いと思う
発信の方法をもう少し考慮しては
センターを見学した事が無いので、行ってみようかと思いました
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満足や不満の理由、その他ご意見
前に行ったが、人もいなく、どこが展示場か分からずだったので、もっと分かりやすくす
べきだと思う。あと高すぎです。何が使いすぎですか？
他町村でも何かを大事にして行くことは良いことですね。
ジオパークをめざしておりますが、町、地域の発信が少ない？！高規格道を走っていても
ジオパークの町、地域ですよとわかるような看板等、各町内でも走っていても楽しいと思
えるような工夫があれば
文化が廃れるとすべてが廃れる
予算の使いみち有効
町の知名度アップや交流人口の増加につながります
重要文化財を守りながら、町の観光にもつながる必要があり、町の活性化にもつながりま
す。
文化財いらない
たぶん遠軽地区の小中高生はほとんどキョーミないと思う
露頭に行けない
すみません、白滝に住んでいてまだ行ってません。今度行ってみます。素晴らしい建物で
すので嬉しいです。
地元住民（特に白滝の住民）と、気楽に取組やすい環境作りを進めてほしい。学実的な取
組も大切ですけど
ガイドできる人を増やして、もっとたくさんの人に知ってもらいたい
地域の宝として色々な催しや計画等々に努力されている担当部署の方々には心から感謝と
ご苦労様を申し上げたいと思います。
お金かけすぎ
色々な所に行ったが参考になる！
昨年から始まった企画展にはスタッフの方の努力を感じます。内容も良く、ぜひ続けてほ
しい。ただ、常設展は内容はすばらしいのにＰＲや集客の工夫が足りず、もったいない。
周辺整備（ちょっと休めるカフェなど）を含め、一考してほしい。
この地域に生きた者として未来へ伝えていく大切な事業の一つだと思います。
1日この施設に何人行っているのでしょうか。場所、在り方、重要性などもっともっと深
く考えてほしい
未来につなげて大事にしてください
ＰＲ不足。町内の方々は皆、分かっているだろうか。
遠いため気軽には行けないが、地域の文化財として今後もイベントなど続けてほしい
このまま重要文化財を保護してほしい
歴史・文化を守り、継承することは町づくりをする上で最も大切なこと。何故これが「出
来るのか」「有るのか」原点（基本）の上に立って考えなければ。今は良くても、後々後
悔することにならないように。
今の時代、体験型でないと人が集まらないと感じました。（白滝のジオパークに行って感
じました）
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質問１２
番号
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42

行政改革事業

満足や不満の理由、その他ご意見
3.000名といわずに…。
反映されている実感がない。ただ、町民の話を聞く大事な行為であるとも思います。
維持管理コストの見直しの徹底を。
不必要だと思う。
町がめざすべき像とは何ですか？
自治会運営のアドバイザーのような人がいて、効率的な自治会運営ができるようになると
良い。交流も必要
自治体が不要。何のためにあるのか意味不明。区費を取られて何に使われているのかわか
らず、役をやっている人は結構なお金を持っていく、一体何の為にこんなことをやってい
るのか、、、？
町民の意見をとり入れてもらって良いと思う。
具体的なサービスがよくわかりません。
全然わかりません
人口減によるまちの縮小を、ただ見ているだけ。昔の活気がなつかしい。
行政の基本であって、大事なことだと思います。
遠軽地域以外の人が置き去りにされている気がしてならない。確かに人口比では少数かも
しれませんが他３地域からは困ったという声しか聞こえない。
本当に真剣に行政改革に取り組んで下さい。
形として見えてこない
アンケートがはんえいされているか疑問です
町の自治体の事業にもう少し行政サービスが多くあってもよい
町の将来について行政改革はとても必要なことだと思います
町民の声を聞いてくれるのは良いと思う。
ゴミの分別がきびしい
すこしピントが外れていると思います。もっと町民が参加出来る行政改革推進委員会でな
ければいけないと思います
アンケートにかける予算がムダ。ネットアンケートにした方が良いと思う
行政の方々には親切にして頂いています。ただたまにＨＰの電話番号が目的の所と違って
いたりするので、見直してみてはいかがでしょう。
よく分かりません
必要と思う
本当に？アンケートして何か結果みえないけど
地区・地域の意見を聞いて取り入れてほしい
何度かこのようなアンケートに協力してきましたが、抽出者を変えていないのでしょう
か？できれば多くの方に意見をお聞きしたほうが良いかと思います。
行政改革は進んでいる。支所を早く出張所にすべき。
期待して居ります。
たった１４万円の予算で行政改革を行おうということに無理があります。お金を払ってで
もコンサル等利用してみてはどうでしょうか？
行政サービス、行政改革等、今後さらに活動を期待しています。
まず時間がかかりすぎ。効率悪い。
アンケート用紙がわかりにくい
行政改革は常に意識していなければ忘れてしまう。恒常的に委員会を開催すべき。
このようにアンケートが書けて意見を言える機会を作ってくれている所に
もっと聞いてほしい。ここにみんなが書いた問題点の回答や説明が聞きたい
町の人口の割には議員が多いのと日本で2番目に収入が多い
自治会長のなりての不足。会長への手当の助成などをして会長に地域の意見をすいあげて
もらい、町議は減らしてもいいのではないか
「行政改革推進委員会」だけでなく、誰でも、いつでもアイデアを出せる仕掛けが必要。
個人からのアイデアをもらえる様にする。町議会の議案に上る前に、町がやろうとしてい
ることを、町民が知っていることが大切。何でも見える事が大切。
業務改善希望→図書館で購入する雑誌の付録はどこに行ってるのでしょう？図書館まつり
で活用したらいかがでしょうか？中湧別ではそうしている年がありました。
町の団体等の代表者が出す意見が良いと思えない。若い人中心にまちづくりしないから観
光などうまくいかないんだと思う。
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行政改革事業

番号
満足や不満の理由、その他ご意見
43 医療・福祉を重点的に活用してください。
行政改革事業は一般町民として町の中を吟味して、アイデアを出して、見学に来た人も満
44
足するもの。かえてほしい
45 何が改善されているのか実感がわかない
行政改革。いわゆる削減。本所には各部署数名配置されているが、支所の職員は2課で広
46
範囲の仕事をしている。その中で休みがちの人もいる。地域の実情は把握できていますか
行政サービスは「キリ」が無いと思います。職員の人数も少ない折り見当たった限度でい
47
いと思う。
本当に町をよくしたいのであれば、本当に町を大切に思っている人を採用した方が良いと
48
思います。ただの仕事だと思って業務している人ばかりでは町は良くならない。
49 1人でも多くの声を聞いて生かしてほしい。定住したいと思える町へ
人口減少の中、財政難になることはまちがいありません。空き店舗に若者や人々が何か出
50 店がやりやすい（家賃安）ものがあればチャレンジできると思う。町民が外に出やすい環
境が大事。
「町がめざすべき理想像の実現」それはなんですか？広報等も読んでいますが今いち見え
51
ておりません。
組織機構の行財政改革はスピード感が必要。その他ムダ排除や効率化への意見・考え方を
52
吸い上げる機会（公の場）はあるのでしょうか？
53 町の発展向上の為よりよい意見の交換・推進は大切と思います。
54 質問がわかりにくいので答えづらい
55 ちょっとわからなくてごめんないさい。行政改革事業が少しわかりません
意味があるのか。声を聞いてもらえるのはありがたいが、良い結果につながるのかどう
56
か。
行革推進委員を選ぶ時、意見の違う個人・団体等から選び（今もそうだと思います）意見
57
を幅広く頼り良い充実したものを…。※他の委員を選ぶ時も同様に。
私のアンケートがどれだけお役に立てるかわかりませんが、よりよい町づくりのひとつに
58
なれるのでしたら、良かったです。
行政は遠軽の未来を安定させるためにあるものと思う。今、一番遠軽にとって重要なもの
は何かについて議論してほしい。私は第１次産業を重視してほしい。どこもかしこも「観
59 光」と叫んでいるが北海道は自給自足が５０％達成を目指してほしい。大企業はこちらに
は来ない。しかし、１次産業の進歩も目覚ましい。農産物育成に力を入れておくことが、
将来に大いに役立つと思う。
60 この事業で改革されるのであれば良いと思う
61 町民と行政の考え方に乖離がみられます。議員さんの活動が見えないのが残念です。
62 行政の全般を役場だけでなく色々なところで手続きできるようにしてほしい、コンビニ等
仕事も大切だが役場職員の態度が気にかかる。親切でない。上から目線のものの言い方が
63
気にかかる
64 窓口対応が悪い。愛想がない。
65 この予算額で十分なのですか？
自治体を通して行事・イベントを盛り上げるのはいいけど、個々の感じがする。町として
66 は盛り上がりにかける。自治体合同とかでのイベントがあれば少しは盛り上がるのかもし
れない。
67 とりあえず役場の建てかえしてほしい。夏場は暑くてくさいし
68 結果の発表だけに終わらず、政策に活用してほしい
意見した事がどれだけ実現されているのか？それにたいしての答えもあいまいな感じだと
69
思う。
70 行政サービスの効率化。身近に感じないし
自分が意見を述べてもすべてが受け入れてもらえるわけではない。ムダな税金を使うな。
71
早くいわね大橋直せ！
委員会の活動内容はよくわからないが、企業とも連携し町民が便利に利用できるサービス
72
を提供してほしい
73 あんまりどういうものかぴんとこない
74 どんどん遠軽が錆びて行く気がします
75 町の理想像の具体性がわからない
76 住みやすい町づくりを目指し、行政改革事業の取組お願いします
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質問１２
番号
77
78
79
80
81
82
83
84
85

86

87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105

行政改革事業

満足や不満の理由、その他ご意見
まちの声や意見の取りあげ方、そしてその後の行政の取り組みの説明が詳しく伝えていな
い
人口減少・財政不足の中で、これ以上の予算をかけるのは無理かと思いますが、もう少し
予算を付けても良いのでは？
アンケートで住民の意見を聞くことは重要だと思いますが、このようなアンケートがある
というのを印象付けてから行うことも必要だと思います。「前回行ったアンケートに基づ
き、こんなことをしました」というのも解りやすく周知していけば、次第に協力的な人も
増えていくように思います
行革推進委員会の顔が見えないのは少し不満ではあります。役場は自らが行う事業が100%
町民に理解されることが原則であります。「幅広い団体・職域の参加が必要」
目に見えて行政改革が行われていると感じにくいのでもっと町民へ向けての発信を行って
ほしいです
直接関係の無い様に感じますが、大切な事です。軽々しく希望を言う事は出来ませんが、
重要さを感じますので、宜しく頑張って下さいませ
業務改善等に取り組むまでに、時間等がかかりすぎ！！敏速に
町民に理解される様な、一体感が必要
ジオパークは不要！！
予算の事はわかりません。役場の業務の事は役場で働く人たちが各々考えて業務を行うも
のだと思います。皆さん大変な思いをされて業務をされているのだと思います。遠軽町を
良くしたい、定住の人を増やしたい、若い人が多くなってほしい等魅力のある遠軽町にだ
と思います。ご意見箱を郵便ポストの横にポイントでおいてみてはいかがでしょう。子供
からお年寄り皆様ご意見を何でも書いてみてもらってみてはいかがでしょう。1年位ため
しに置いてご投函してもらったら良いと思います。
もう少しアンケートを送付する人数増やしてみたら？回答しない人も多いと思いますし。
多くの人に聞いた方が良いと思います。
何でも行政に頼るのではなく、自ら町民として関わることが重要だと思います。ごみ、
雪、道路、出来る事は自分でする。出来ない時はお願い致します
ここ5年くらいで遠軽町の取り組みは本当に改善したと思います。でもやっと普通になっ
たくらいです。まだまだ古臭く周回遅れ。しかしこのまま改善していけば遠軽はもっと
もっと住みやすい良い町になると思います。役場の皆さんの業務改善への努力を一町民と
してこれからも応援しています
本当に効率、適正になっていくのなら重要だと思います
意見を言える機会があるのは有難いと思うが、強要されるのは不満
まず町民全体がめざす町作りを理解しているのでしょうか？町一丸となって進まなければ
薄っぺらいもので終わるのでは
現状で良いと思いますが、各委員会、審議会での話題がわかれば住民も町の動きがわかり
関心を持ち協力できるでしょう
どのくらい改善されているのかわからない。ただ、このようなアンケートは必要だと思う
厚生病院の運営に協力
民意を聞くのは重要だと思う。全世帯対象にした方が良いと思う。
行政改革推進委員会の委員から、もっと町民目線の意見はないのか。マンネリ化の感があ
る。
行政改革事業について、大変であり、色々な手法で行っておられますが、今後もよろしく
お願いします。
きっと、始まったばかりなのでしょうか？14万で会議とこのアンケートを行ったら、残高
は無くなるのかな？ですね。どんな遠軽町か、町がめざす理想なのか楽しみです
アンケートの郵送費だけ見ても、上記の金額を超えると思うのですが、どういう計算なの
でしょうか？3,000名には送ってないんですか？
いろいろな意見を聞いてもっともっとよりよい町にしてほしい。便利なだけを考えるので
はなく、環境問題のことなども考えて子供達の未来につながって行くことを考えて進めて
ほしい
予算が少ない
理解されない部分多いので、少し聞く耳を持ってほしいです。
全てにおいて、ロスの少ない、出ないように頑張ってほしい
生活していて実感がない
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質問１２
番号
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116

行政改革事業

満足や不満の理由、その他ご意見
町がめざすべき理想像の実現に関心あり。頑張って下さい
なにするの！！
活動がよく見えない。145千円では、コピー代だけみたい
理想像？何をめざしているのか分からない
町がめざす理想像がどんな内容なのかわからない
すみません、高齢者で車運転できない方は、住民票とか印鑑証明とかとりに行くのがきび
しいと思うので、ＴＥＬで頼んで持ってきてもらう体制というのは厳しいでしょうか？
意見を聞いて反映された事例はあるのでしょうか？具体例が知りたいです。
何をしてるのかよくわからない。どうせやるならもっとやってることを知らせてほしい。
委員の顔ぶれや意見が固定化している。そこで出た意見がどのようにフィードバックされ
た（もしくはされなかった）かを明示してほしい。
現在から未来に向けて、子どもたちがこの地域に生まれ育って良かったと思える。そして
住み続けたいと思える町、地域であってほしいと思います。
冬に町中のロードヒーティングは、足元が危険な高齢者や一般の町民にとっても大変あり
がたいと思います。安心して歩けるので続けていってほしい。節電等の事もありますが、
安心安全の為に。
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自 由 意 見
１

公共施設等について

1 文化センターの建設地？
2 役場の近くにある、前の図書館の使いみちは無いのでしょうか？
プール上の体育施設
3 ①シルバー割引があったら良いと思う（あれば行く）
②活動内容を広報等で知らせる。
高齢者センターを利用する人が少ないにもかかわらず、無駄に税金が使われているのではな
4 いか？陶芸においては、出前と称して実績をつけているように見受けられます。改善を願っ
ています。
5 公住、町住、空家が多いのに新しく建立しているのは無駄かなと思います。
公園用地となっている土地が多いが、何もなく草むらになっているだけなので、公園にする
6
なら遊具をおいてほしい。
7 図書館の閉館時間をもっと長くしてほしい。仕事帰りでも寄れるように。
道の駅楽しみにしています。札幌にあるほのかのような1日中過ごせるお風呂施設みたいな
8
のがあるといいなあと思ってます。頑張ってください！
福祉センター内のトイレが和式ばかりだったと思いますが、老朽化しているとはいえ、障害
者や高齢者に優しくないと思います。（間違っていたらごめんなさい。）各階に1台くらい
9
洋式が欲しいです。股関節や足の不自由な人には酷です。その他の施設でも、洋式化してい
ただきたいと思います。（優先的に。）
太陽の丘公園は広大な面積があり、施設も多数ありますが、老朽化のため使用されずに閉館
している施設もあります。町内外のお客様がもっと公園に足を運んで楽しめるような有効活
10 用、施設設備の充実が図られたらいいと思います。ドッグラン施設、遊具の設置、コスモス
園の冬期間を除く期間、コスモスだけでなく様々な花を楽しむことのできる花公園としての
活用。広大な公園を巡るウオーキングコース、サイクルコースの整備。（借自転車など）
11 文化センター（福祉センター）は本当に必要ですか？
図書館の本をもっと増やしてほしい。
12
プール料金をもっと安く。
遠軽公園、虹のひろば周辺がマンネリ化している。整備に工夫があってもいいのではないか
13
と思う。
14 遠軽パークゴルフ場の水捌け、芝の状態も悪いので整備してほしいです。
コスモス公園にお願いしたいことがあります。
１、入口くらすぎる。
２、入口にアーケードの設置した方がいい。
15
３、入口に花を植えたらどうですか。
４、花は二段にして下から上まで植えた方がいい。
５、春さく花、夏さく花、秋さく花にわけて植えたらどうですか。
音楽や演劇が好きなので、町民センターの完成を楽しみにしています。また、完成後の企画
16
等、良い作品を招致する事は大変と思いますが、センター独自の企画等期待しています。
もっと利用できる施設の充実を希望します。木楽館や文化財センターも地域の教育に必要と
17 いうのならもっと行事の一貫として、地域の交流の場として活用してほしいです。ただ建設
費として税金がとられているのはあまりうれしくないです。
18 公園が少なすぎる。いつも同じ公園だとあきてしまう。
乳児向けの施設や、小さい子用の施設（屋内遊び場）がない。充実していない。屋外の遊具
19
も高度なものばかり。
20 小さい子から学生まで学べる様な施設を作って欲しい。
文化会館を建設する計画を実施しているようですが、土地の選定から始まり、あまりにも財
21
政に負担がかかりすぎと思われる。町人口の減少等将来を見すえた、計画を考えられたい。
広報や新聞等のメディアを頼った情報ではありますが、道の駅も文化センターもコーディ
ネーターやアドバイザー？の意見が第一義的意見で、町の意思としてさまざまな決定の材料
22 となっていることに合点がいきません。
町民の意思、意見とはかけ離れたところでいろんなことが決められているような気がしま
す。
現在、私が関わっている事項につきましては、満足しています。スポーツ施設、福祉セン
ターの立替えなど、年々町の進化があり、楽しみになっています。町民が利用しやすい施設
23
の充実に期待しています。福祉の面でも、介護施設の入居待ちが減っていく事も願っていま
す。「道の駅」施設の遠軽町の「目玉」、「売り」に期待していますが。
24 新しい建物もいいかもしれないが残っている建物の活用性を考えてほしい
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自 由 意 見
飲食業に携わっている人が皆さん車の停める場所がなくて困ってます。町の無料駐車場が
あっても良いのではと思ってます。
ロックバレースキー場ロッジと道の駅の建設が進んでいますが、施設内に入るお店とか、商
品内容等も案として提示してどうでしょうか？他に町民から置いてほしい品物のアンケート
を取るとか？年中販売できる地場産の物は何があるか、又は、他産でも売れそうな品物を置
26
く等々、色々と考えてはいると思いますが、町民は具体的に何を売るのか、どんなお店が入
るのかは、知らないのではないでしょうか？今後も遠軽町の発展に協力し、安心安全で将来
に夢を持てる町作りに寄与していきたいと思います。
25

２

交通・道路・除雪等について

1 いわね大橋が１日でも早く修復してほしい。
今回の大雨で橋が壊れた影響で交通が不便になりました。なので橋をもう１か所橋をかけて
2
不便を少しでも解消すべきかなと思います。
いつも除雪をきれいにしてくれるので、ありがたいです。
町のバスとかないですか？（丸瀬布はありますよね？）学校であるといいなという声があっ
3
たので。
いわね大橋を早く直してほしいです。国道が朝や夕方の通勤時間にいつも混んでいるので。
4 清里通や福路通等車の往来が多いので歩道を設置して欲しい
いわね大橋が不通でほんとうにこまっています。すこしでも、一日でも早く通れることを
5 祈ってます。町での何とかもうすこし補助的なことはありませんか。ガソリン代がすごくか
かります。
6 早くいわね大橋を修理して下さい。
７月４日の大水により「いわね大橋」が損壊しました。２年の歳月が必要といわれています
7
が、遠軽から佐呂間に赴く用件が多くありますので、早く修復することを願っています。
自宅前は、交通量がやや少ないながら、付近の住民以外の車も通りますが、今だ個人の私道
8 となっています。そのため除雪も個人が各家庭で行っています。どうにかならないでしょう
か。また街灯もまばらで、安全ではありません。
70歳以上のバス等の利用券について、1年ごとに発行していますが、通年使えるようにして
9
はいかがでしょうか。1年ごとの発行はムダです。
北見バスで運行してる町内線の路線について！厚生病院・南町のコープについては敷地内へ
の乗り入れ、また役場前経由に路線の変更を考えてみてはいかがですか？
10 婆ちゃんがバスを利用していますが、不便だ！！と言う事です。
町民の為の役場だと思うので、役場の方からぜひバス会社にはたらきかけてください。婆
ちゃんの友達も同じこと言っている人が居るみたいです。
11 北見バスの車両が古いので、補助金を出してください。
いわね大橋が使用できなくなり、町内の交通事情が大きく変化しています。
これから冬道となり、除雪が大変かと思いますが、例年以上に大通や脇道の除雪、雪山の排
雪等をお願いしたいと思います。
12
命にかかわることなので、ぜひ、町民の命を守っていただきたいと思います。
また、自治会や学校等にも冬道の交通安全指導、なお一層の指導をお願いしたいと思いま
す。
13 バスの便をもっと増やしてほしい。始発をもっと早くしてほしい（西町南町まわり）
14 道道の橋が一年、一月、一日でも早く通行できることを祈っています。
国道の道路が汚すぎる。雑草が広まっている。もっと国道をきれいにした方がいいと思いま
15
す。
広報等で通知されても道路への雪出しが改善されません。役場職員にも見られます。厳しく
16
改善をお願い致します。
○通学路について
岩見通～学田病院～東小学校の経路は、いつになったら歩道を作ってくれるのか？なぜ白線
17 のみ！※事故が起きてからでは遅い。
○安全パトロールの活用
道路状況（通学路）把握、不審者予防をしてもらいたい。
18 橋の復旧をなるべく早く終わるように頑張ってほしいです。
19 いわね大橋を1日も早く通行出来るようするべき。
20 いわね大橋の復旧に全力で取り組んでほしい。（生活に不便）
21 いわね大橋を速やかに修繕願います。
サイクリングロード、冬場の運動不足解消にもなり健康の為にも良いと思われる事から除雪
22
して欲しい。
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早くいわね大橋を直してほしい。交通は渋滞するし、不便だし、街の商店の売上も減ってい
て悪循環です。今後、台風、大雨で流木が川周辺にあった場合、すぐに撤去してください。
また同じ事になります。遠軽大橋が同じ事になったら大変です。自分はこうなるだろうと去
年から思っていました。秋になっても撤去されず、春新年度になっても変化が見られなかっ
たからです。
概ね満足です。ただ一点、都市計画と関係あるかもしれないと思い書きます。南町生協駐車
場から出るときに出にくい。カーブで安全確認が不十分になる。右折寿町方面に出るときに
雪山があり、障害物となっている。事故の起きる前に対策をお願いしたい。えんしんへの徒
歩での横断も不安が伴う。よろしくお願いします。
遠軽大橋の渋滞と安全のために矢印式の信号の設置をしてほしい。これからの雪道の事故を
防ぐためにも、通学中の子供を守るためでもあると思う。
〈地域の安全について〉町へのお願いではないかもしれませんが、丸瀬布支所前の信号が赤
になると停車したくない人は、歩道を走り抜けます。歩道はお年寄りや子供が歩いている時
もあるので危険です。私も何度もあるいている横を走り抜けられました。マナーが悪い運転
手がいけないのでしょうが、本当に危ないので走り抜けられないようコーンを置くなどの対
応をして欲しいです。☆赤信号になりそうな時も歩道を走り抜ける人がいます。信号待ちを
している背部を走り抜ける危険行為もあります。
町道の維持管理
①舗装の穴及び亀裂の補修
②側溝の整備（土砂が崩れていたり、草がかぶっていたりしていて、水の流れの妨げになっ
ている）
上記について、手が回らないのか。訂正な取り組みを望みます。
遠軽に住んで4年。町営バスに乗ったことがありません。乗り方も良くわかりません。一定
期間をもうけて無料にて乗せていただく等の計画はありませんか。
いわね大橋損壊に伴う橋の復旧に最短でも２年とあるが、北海道と協議し概略的な工程を町
民に知らせて下さい。
これから雪ですので、早目の仕事をサレマスヨーニ！よろしくお願いします。
自動車を運転できなくなった時の病院、その他の施設の利用にハイヤーばかりを使えないの
で交通機関を充実してほしい。
いわね大橋回復に２年と言われています。色々な面で影響が出ています。各関係機関にもっ
と働きかけて、一日も早い回復を願っています。
車のマナーが悪すぎる気がします。小学生が青信号で渡ろうとしているのに、平気で信号無
視をする車がたくさんいます。自分の子供にも、車には気を付けるように言い聞かせていま
すが、毎日不安です。子供達がどれだけ注意して歩いていても、車が信号無視するなら意味
無いです。私自身、何度か車にぶつかりそうになった事もあります。
これから冬期に入ります。広報に掲載されているが、除排雪については苦労なされていると
は思いますが、国道優先は仕方のない事かも知れんが玄関前のこぼれ雪の処理については、
当然と思うが吹雪途中の車道確保のため縁石ぎりぎりに４０ｃｍ以上の雪を置いていく、吹
雪もたいした事なくやめばそのままだ。寄せた雪は最後まで処理すべきだ。（置かれた雪は
ブルで押すため重いのだ）
以前、生田原ノースキングに入浴に行った際、大学生らしき人達（合宿？）が入浴後、町の
バスに乗り込んでいきました。その後、宿舎に戻ったのか、どこにいったのかは皆目見当が
つきませんが、遠方から、町内に合宿等で遠軽を訪れた際には、町のバスが運行されるので
しょうか？地元の小中学生にも町のバスをもっと積極的に運行してあげてほしいなあと感じ
ました。（運転手さんの勤務の問題等、考慮すべき点はありますが）
台風で壊れた橋ですが、もう少し早く直す事が出来ないでしょうか。（生活道なのです。）
いわねの橋がなくなり道路がいつも混んでいます。冬になるにつれ大事故等なりかねないの
で除雪や街灯など町民が安心できるような街づくりを目指してください。子供が小さいので
なにかと不安です。
町道、舗装道路の傷みが多く見受けられるので、道路環境の整備をお願いします。
・東一線の通り、南中通りの信号をＬＥＤにしてほしい。
・見和商店からの所に、街灯をつけてほしい。
・道路の除雪をきれいにしてほしい。道路の横にかたまりをおいて行くので、やめてほし
い。
除雪について。白滝地区の、国道333号奥白滝踏切から奥白滝高規格サービスエリアまでの
道路除雪を常時通行できるようにしてほしい。早朝、夜間利用時に通行不能がある。
いわね大橋を早く直してほしい。
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いわね大橋について。橋の東側、南町、東町では、橋の通行不能により、人の流れが変わ
り、１１月までに２軒の店が営業を止めました。住民にとっても、買い物、通勤とどこに行
くにも不便です。出来るだけ早く通れるよう、町としても、もっと取り組んでほしいと思い
ます。
除雪だけはこまめにしてほしい
ＪＲに早いところ廃止を伝え、バス転換のための支援を引き出してほしい。ＪＲには乗らな
い！
難しい行政に取り組んで下さってご苦労様でございます。18年？20年ほど前だったと思いま
すが、三日三晩ほど雨が続きまして、その頃からいわね大橋、駅から向かって左側の川の中
に中洲が出来まして、最近は強い雨が多いので、その中洲が年々成長しているように感じら
れます。大雨のたびに流れが悪くなるような気がして不安が大きくなります。毎年どのくら
い大きくなっているのかちょっと気にとめてもらえればありがたいと思います。
道路（国道）に段差があるのか？大型トラック等が通ると大きな音がし、振動があり、夜中
でも間が覚めたりするので、直してほしいと思います。（トリトン付近）。町道の整備をし
てほしい。（アスファルトはがれ、穴）
ＪＲ問題を提起しながら、これといった方策が見えていないのは何故なのでしょうか？不便
で料金も高いＪＲは本当に必要なのか疑問です。遠軽駅も階段があり、バリアフリーではあ
りません。せめてエレベーターでも設置するべきで老人には上り下りが辛く、町営バスの方
が便利です。乗りもしないＪＲを守るより、安価な都市間バスを守ってはどうでしょうか。
もっと本数を増やして利便性を高めてもらいたいものです。道の駅や高規格道路を整備しな
がらＪＲも守りたいとは、遠軽町サイドは一体どちらを重視しているのか？前述のとおり都
市間バスの充実をさせた方が、インフラ面は国が整備するので、安価ではないか。ＪＲだけ
でなく都市間バスも守っていかないと、撤退されてからでは遅い。生半可な交通施策では公
共交通機関はいずれ滅びると思う。
町では、ものづくりに一生懸命ですが、町の中心でもある、いわね大橋を早く進めてほしい
です。東町から遠高の方を回って行くのですが渋滞で遅刻です。これからはアイスバーンに
もなります。関係者の方は解かっておりますか？現場を見て早く工事を進めてほしいです。
もう一つの橋も必要かと思います。昔からの遠軽大橋に何かあってからでは遅いと思います
よ。宜しくお願い致します。
町道の細い枝道沿いの家の前は綺麗に除雪されているのに、幹線道路沿いの家の前は人力で
除雪するのが大変なくらい雪が除雪車に置いて行かれるのはなぜなのか？広報にはこぼれた
雪は自分で除雪してと書いてあるが、こぼれてる範疇を超えています。置いていかれること
によって業者に依頼して、自分で代金を支払って除雪している人が沢山いるので、担当部署
及び担当者は適切に対応していただきたい。不公平で不愉快です。請負業者によって違うな
ら、指導して下さい。

ごみ・環境・まちなみ等について
町内各地にあるゴミ収集箱ですが、私共の班では、ある人のかなり前に木材で作製して提供
して貰ったものですが傷みがひどくなって来ています。他のものを見ると鉄製物に作成され
丈夫で、きれいなのですが、自分たちで新たに用意すべきなのか伺いたく思います。
せせらぎ公園の上の歩道の件。ウォーキングにはとても良いコースですが、休みどころが無
いので困ります。ベンチを1カ所か2カ所に備えてほしく思います。健康の人ばかりでは無
く、足の悪い人や高齢の人も歩きますので、休むところがほしいです。せつにお願い致しま
す。
ずーっと遠軽に居たい。死んでからも。是非とも共同墓地を作ってほしい。利用したいで
す。
空き家が多くなってきた中、あぶない場所も増えてくると思います。簡単に壊せるようにし
てほしい。
電池の事ですが、年間、家で使う事、かなりあると思います。町で集める一年の量はその事
を考えると少ないと思います。どうしてかと言いますと、いつも人に聞くのですが、燃えな
いゴミの中に紙で丸めて捨てる話が多いのでびっくりします。今はげんき２１や福祉セン
ターなど電池持参するのが大変です。私は1年に1回か、2年に1回持参しています。これは1
年に1度でも良いです。ゴミ捨てる日決めて、電池捨てる日があればと思います。考えてみ
てください。お願いします。
街灯が少なすぎる気がします。特にふくろ団地からプールに通る道に街灯が1つもないの
は、おかしいと思います。早急に付けてほしいと思います。子供の安全が危ないと思いま
す。よろしくお願いします。
空家解体の補助を望みます。
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遠軽町はゴミ収集にとても厳しいですが、おいていかれたゴミの始末を町内会に丸投げして
いると思います。改善を望みます。
町のためのアンケートですが、子供たちのためのことがなかったですね。通学路などの街灯
9 などが少なく町が暗くて日が短くなったころはあぶなく、車も多時間は危険だと思います。
そのへんも考えてほしいと昔から思ってます。よろしくお願いします。
10 河川敷の整備、雑木草の伐採等。河川敷らしく、みんなが散歩出来る様に２～３年計画で
8

４

産業・雇用等について

1 若い人達が増えるよう、企業等を誘致できないでしょうか。
今後増える高齢者を町としては支えていけるのか、この町で最後の時まで生活できるのか心
配があります。この町で仕事をし、生活したいと思っている人材を、満足できる職場に就職
2 して安定できなければ、町を出なければなりません。もっと町の軸となるもの、生活を支え
るものを町民に見せていってほしいと思います。これからもまだまだ元気だ！！と思える町
で生活していきたいと思います。
3 とにかく働く場所がないのをどうにかして欲しい。
公共建築物を発注するのはいいが、工期にもっと余裕を持ってほしい。いい物を作りたくと
4
も、どうしても突貫工事になってしまう。人材の減少は重大な問題だと思う。
高齢化社会に向け、若い方々が統治で暮らしていこうとか、働いてみようとか思える町にな
るよう、皆様に何とか考えていただきたいと思います。
新しい事業者を迎える努力とか、ここに拠点を置いてみようとか、企業の方々に働きかけ
や、また、何らかの理由でえんがるで短期間でも移住された方には、ここで新しい家族を作
5
り、育ててみたいと思っていただけるような援助や協力や補助をされる等の努力をしていた
だきたいと思います！！
町の上の地位にいられる方々や、議会で討論されている（？）方、もう少し今の自分の立場
だけではなく、本当に何十年も先のことを考えて働いていただきたいです。
6 私はパートで10年間働いていますが、賃金が1回も上がりません。町の仕事をしています。

５

保健・医療・福祉等について

1 不妊治療の補助金制度があれば嬉しいです。
バスの料金の助成やハイヤー料金の助成は私たち年をとると外に出るのが出ずらくなります
2
が、とても役に立っています。これからもよろしくお願いします。
課税世帯であっても長年通院（運転ができない）する場合、経済的にかなり厳しいものがあ
3 ります。課税額や病状によって、通院の助成していただけないものでしょうか（町内に専門
医がいない場合）
○のりもののシルバー割引について
4 現在は一律１００円の割引になっているが１００円、２００円、３００円等の差額の補助が
あった方が使いやすい。
5 医療費を中学まで（できれば高校まで）は無料にしてほしい！！子育てしやすい環境整備。
6 子どもの医療費を無料にしてほしい（１８歳まで）
遠軽町のみならず、高齢化社会、独居暮らしが多い中、福祉課（保健師）、地域包括セン
ターに、協力をもらって高齢・独り住いの方々の動ける又、話し合える場所etcの相談をし
7
ても、その場で終り進展性がない。年齢なりの動きが不能な高齢者の心身の動きが痴呆や独
り住いの事故を防ぐ一つの方法でもあるのでは。
手足の不自由な方に対するバリアフリー化の設置（公施設）。特に階段の上り下りに大変不
自由をしているので外出等を控えてしまい引籠りになります。手擦り取り付けることで少し
8
は不自由が解消される事と思います。バリアフリーより安価にできるものと思います。まず
検討を希望します。
乳幼児の医療助成を中学３年か高校までにしてほしい。２歳までだと困る。一番病院に受診
9
するのは２歳以降だと思う。
忙しいなか業務お疲れ様です。町の高齢化に伴い、微力ですが、医療の現場から町の為にサ
10 ポートしたいと思います。介護施設や職員不足等、医療だけでなく介護についても更なるサ
ポート環境の充実化をよろしくお願いします。
私、現在79歳です。健康でいますが、入所施設でお世話になりたいと考えています。入れる
11 か、お金が年金で間に合うか心配です。
現在、私、妻、むすこ（障がい者1種の2級です。）
・生田原にグループホームを作って欲しい。
12
・生田原に独居老人が1つの施設で安心して暮らせる施設を作って欲しい。
13 今の不安は病院の事です。
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６

厚生（小児科）の待ち時間が長く辛い。セカンドオピニオンの視点からも、個人病院の小児
科があれば助かる。
「医療」の充実に取り組んでいただきたい。北見市の医療機関で多くの町民に会います。ま
た、通院においてもバスの交通機関がもなく、通院に不便であり、高齢者にとってはたいへ
んな問題です。ぜひ力を注いでいただきたい。
げんき21のお風呂すごくうれしく思い、初めて行ってがっかりしました。前から入っている
人か、11時は、だれだれ、時間がきまっている。職員がついていてくれるといいと思いま
す。私は、足が悪いので、お風呂できて良かったと思ってましたが、二度入っただけ。今は
週に二度上湧別のお風呂に行ってます。
特別養護老人ホームが”花の苑”１つしかなく、これから老人が増えるのにどう対処してい
くのでしょうか？道路を新しくするばかりでなく、老人ホームの増設に力を入れていった方
が良いのではないでしょうか。不安で、この町で老後は住めません。
町の広報で、議会で婦人科の病気や生理について学生が困らないよう苦しまないようもっと
考えるべきなどと、話す女性の町議の方がいましたが、遠軽厚生病院の今の常駐の医師2人
は、産科が専門であり、婦人科の病気での入院・手術はできない状態です。北見・旭川に頼
るのではく、遠軽町で、婦人科の入院・手術が出来るようにしてください。以前は出来てい
たので、またできるように。婦人科の病気を抱えていても、以前、遠軽で手術したので、今
は不便で仕方ないです。出産しなくても、女性はずっと婦人科と付き合っていくので。妊婦
さんに手厚いのはよいですが、産科だけでなく、婦人科を復活させて下さい。これからいず
れ閉経を迎えますが、この町で年をとる事に不安を感じます。婦人科入院出来るようになれ
ば、ＪＲ使う人（遠軽方面に向けて）や、遠軽に住む人も多少増えると思います。年を取っ
て、おばあちゃんになっても、子宮脱等で手術することもあるので、自分が年を取ってか
ら、手術を違う土地で受けてくれって、きついです。
遠軽に厚生病院があるのにどうして対ガン協会の健診が多いのか？町が地元の企業（病院）
をつかわないから、赤字になり、医者がへっているのでは？今以上に赤字になり、病院の職
員が減ると、税金がへり、役場職員の給与もへると思うけど！！

子育て等について

1 紋別の流氷公園や網走のてんとらんどのような大きな公園と室内遊具で遊べる施設がほしい
道の駅で子供の遊べる所を作り、親子で遊べば町内の人、地方の人が集まりやすいと思いま
2
す。
遠軽町には、子供が遊べる施設がない。
子どもたちから、どこで遊べるの？という声も聞こえる中で、親も子供も楽しめる場所で考
えたところ、車でわざわざ紋別の流氷公園に行くことが多くあったため、遠軽にも紋別流氷
3
公園のような場所があると、子どもたちが楽しめるえんがるになるのでは？と思います。
遠軽以外に遊びに連れて行くのではなく、遠軽に遊びに来てもらえるような施設を作ってい
ただきたいと本当に思います。
単身赴任者なので、町の事業は詳しく知らないが、子を産み育てやすい環境の整備として、
4
子ども医療費支給事業は、子を持つ親としては必要性を感じます。
子供の遊び場（特に雨の日や冬場）が極端に少なく思う。子供の医療費なども隣町などは、
高校まで無料などになっているが、まだまだ病気になりやすい就学児から、大人と同じ金額
5
の負担は厳しい。他の市町村では新生児が生まれた際にオムツ用のごみ袋を１年分配布する
などの気配りがあるが遠軽は一切ない。子育てをしづらい町だと度々思う。
6 子供が遊ぶ所があっていいと思います。遠軽に何１つありません。
子育てに対する政策が不十分すぎる。
・町中に子供たちをいつでも遊ばせる広場がない。あってもげんき２１に週２回のみ。ちゃ
ちゃワールドがあるが遠すぎる。利用しづらい。なぜあんな所に建てたんだ。
→無料で平日、土日も毎日遊ばせられる施設がほしい。
・子供も医療費が高い。空知地方出身ですが、遠軽は子供の医療費が高すぎる。今どき３歳
以上で１割なんて都会だけ。人口流出の多い空知の市町村は、中学生まで医療費が無料だっ
たり、保育料も無料だったり…。人口流出をふせぐのにありとあらゆる策を講じている。特
7
に岩見沢市の子育て支援を見習うべき。あそこは市長さんが子育て支援に力を入れていて、
医療費も小学６年生まで無料、町中に子供遊ばせる施設をつくる…など努力している。遠軽
も自衛隊があるから人口が多いだけで、実態は高齢者ばかり…。あと１０年もしないうちに
第２の夕張市のようになるのは目に見えている。もっと次世代の子供たちへ目を向けるべ
き。子供を産んで育てやすい環境づくりを第一優先にすべき。正直、引っ越してきてまずそ
こがとっても残念でがっかりした。今後はもっと子供を産んで育てやすい町になって人口流
出をふせぎ、町外からの人を招く努力が必ず必要になる。
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遠軽は基本的に子どもに対しての支援がないと思います。町づくりには子どもに対しての支
援や施設が必要だと感じます。実際に、湧別町の方が子どもに対しての支援も厚く、お母さ
ん世代は湧別に住む人も少なくないです。病院代もタダにしてほしいです（高校まで）。保
育所・保育料も見直してほしいです。実際に共働きしたくても保育所に入れられないことも
多いと思います。
子どもの人数分のおむつのゴミが多量に出ます。置き場所にも困る方もたくさんいると思い
ますが、燃えるゴミの日には４５ℓﾉゴミ袋いっぱいになります。ゴミ袋代もバカになりませ
ん。２人以上の小さなお子様がいらっしゃる家庭は皆さん思っている事かと思います。
オムツを捨てるのを無料化にしてほしい。有料袋で捨てるのは子育て中の家庭には厳しいと
思う。
出産や子育てしやすい環境をもっと整えてほしい。
小さな子供が雨の日や冬に屋内で遊びが出来る場所がない。年配者には優しいが子どもには
良い環境ではないと思う。子育て世代にはやさしくない。
子どものいる母目線になってしまいますが、冬場でも遊べるような室内の施設を作ってほし
いです（土、日もやっているような）。夏は瞰望岩の下の公園で遊べますが、雨の日や冬場
は行けないので、紋別の流氷公園は無料ですし、室内でも遊べるので、遠軽からも行ってい
る家族が多いと思います。総体も老朽しているので、体育館も兼ねたそういう施設があった
ならといつも思っています。よろしくお願いします。
子供が遊べる場所をもっと増やしてほしいです。（車を持っていないので、普段子供と出か
けられないため）
介護職をしており、夜勤もしたいが、子ども（現２歳）の日曜、休日、夜間の預け先がなく
困っています。町内に１か所でも良いので、預けられる場所があれば、仕事がしやすいで
す。
保育などが手厚い行政になるとうれしいです。
子育て施策を充実させてほしい。
子育て家庭を支援する事業がもっと充実した方が良いと思います。乳児養育支援事業など、
赤ちゃんが生まれたり、1歳未満の子供がいる家庭に町内で使える商品券を交付するなど。
私が生まれ育った町では去年までは商品券2万円分だったところ、15万円まで引きあがりま
した。子供を持つ母としてとても魅力を感じます。地元に帰ろうかな～とさえ思えてしまう
ので、遠軽町でも何か取り組みをされてはいかがでしょうか。
子ども達の遊ぶ場所などつくってほしい
保育施設について。保育に携わる方の説明がそれぞれの保育所、又は保育士さんによって違
います。何故、統一されないのでしょうか？管理はできていますか？とても子供をあずけに
くい環境にあります。幼稚園の方が親のニーズに答え、親切ではありませんか。
保育士さんに子どもの事を伝えても、他の保育士さんに伝わっておらず、とても不快な思い
をしました。1度や2度ではありません。（その保育士さんはとても年配でえらい？人です
か？）保育士さん同士の連携は取れているのでしょうか。とても不安です。これでは保育も
きちんとしていただいているのか、とても心配です。安心、安全な保育の場の提供を心から
望みます。働けなくなってしまいます。改善をどうぞ宜しくお願い致します。保育士さんの
名前を記入しても良いのですが、それでは子供を見てもらえなくなりそうですので、今回は
控えます。どうぞ宜しくお願いします。
遠軽は公園が少なすぎる。子供が遊べる場所が少ないと感じます。高齢者にお金を使うこと
も大切だと思うが、これからの将来を担う子供にお金をかけた方が良いと思う。
遠軽町の福祉について高齢者に対するサービスは、とても充実しているが、子供（保育）に
関しても充実させて欲しい。特に町内に存在する保育所は民間経営の施設に比べると老朽化
している。せめて暑さの厳しい夏場の熱中症対策としてエアコンの設置はできないものだろ
うか。公共工事に予算を付けることも良いことだが未来のある子供達の環境にも配慮して欲
しいところである。
子育て世帯にもっと優しい町になってほしいです。プールやスキー場など、子供料金は安い
ですが、親も一緒に教えてやらなきゃならないので、大人の料金が高いように思います。
今回のアンケートでは、子育て支援に関するものがあまりなかったように感じる。
町として、将来どのようにしていきたいのかというビジョンが町民には伝わってこない。
特に、子育て支援には力が入っていないと感じる。他市町村で、医療費の助成や、出産祝い
金など出している所が多い中、今の遠軽町の助成は何もやっていない印象しかなく、子育て
世代には住みにくい町だと思う。せめて、就学前無料、小学生1割負担にしてほしい。
子供の数が激減している中、子育て世代に住みやすい町作りを目指さないと、町民は減る一
方だと思う。
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いつも町民のための取り組みありがとうございます。高齢者の方々への対応も、もちろん大
切ですが、子育て世代が遠軽から離れてしまわないような視点での活動をお願いしたいで
す。あくまで希望です。
各保育所に1台だけでもよいので、エアコンの設置を切実にお願いします。全国一の暑さに
なる日もあった今年の夏を考えると来年の夏に何も対策なく、小さな子供たちと保育士さん
24 にまかせる姿勢は危険だと考えています。死者が出てからでは遅いので、せめて36℃を超え
そうな数日に、一時的に避難できるよう、1台だけでも設置をお願いします。お年寄りの施
設だけでなく、自分では体温調節の難しい子どもたちに安心安全な場をお願いします！！お
墓の管理、スポーツ施設の管理も大切ですが、命の関わるところにお金をまわしてほしいで
す！去年の実際の気温を見ても「北海道にエアコンは不要だ」とおっしゃる方がいまだにい
るのでしょうか。
25 子どもが遊べる場所を作ってほしい
子どもが室内で遊べる施設を作ってほしいです。例）紋別流氷公園、網走「ころころひろ
26
ば」、北見オホーツク木のプラザ（有料でもいいので）

７

1

2

3

4

5
6

芸術・文化・スポーツ等について
少ない財政の中で運営してくことは大変なことであると思い、感謝申し上げます。しかし私
には１つ大きな夢があります。第１次産業に力を尽くすべきと言いながら観光とつながりを
持つ「美術館設立」を強く要望します。文化センターには湧別が担当しています。しかし、
有名美術館は札幌のみです。オホーツク海にも１個あれば観光巡りにも寄ってお金を落とし
ていきます。私の希望としては、駅やバス会社に近いほど良い。絵は、私の好みになります
が、具象的であり、誰もが心を癒される有名画家の大作１、２点で良い。外国の美術館には
有名人の大作が陽も当たらず長い間眠っているはず。だから、目利きのきくコレクターを捜
し、何年かかけて捜す。その間に建物。必ず建物の前には建物を覆うほどの庭や小道、池は
いらない。多分絵購入だけでも何千万円かもしかして億単位かもしれない。それを土地購入
（今あいている東町か豊里方面もいいかも。定期バスが必要になるが。）、建物設計者確
保、庭造りなどにかなりのお金がかかることは必至だが、これから更に元気な高齢者が増え
てくると心を癒しに外出したくなる。そんな時、その絵を見て何かの感銘を受ける場。小さ
なカフェもつけてもよい。もし成し遂げようとしたら、１０年あるいは２０年の長い年月が
かかるだろうが、人間の心にともしびをと強く決め、綿密な計画を立てて少しづつ実行して
最後に１、２点で充分だからかかげることができたら最高。最初は大作を借りて展示する方
法も良い。札幌の道立美術館でルーベンスの絵を見たが生き生きして美しい色彩に驚いた。
フェルメールの絵も庶民的で暖かい。心を動かす素晴らしい絵が外国に眠っているはずだ。
３０年かかっても良い。台湾の広大な荒地にダムを作り土をよみがえらせた八田与一のよう
な人が現れるのを望む。必ず助ける人が出てくるのだから。フランダースの犬のネルロ少年
のように死の直前にあんなに見たかった大きな祭壇画を見て満足して死ぬという絵の力を信
じたい。
今じゃ保険にも入られているが、個人でランニングやウオーキングをしている方々もいま
す。（自分もその１人ですが）また、人によっては、ジムトレーニングしてる人もいます。
健康のためにスポーツをする意識が高い時期だと思います。そういう方々に何かしらの政策
を入れるのも、１ついい事だと思います。
白滝ジオパークをもっとＰＲしてほしい。町民の大多数がジオパークが何かはっきり理解し
ていないのでは。ＨＰの情報発信だけに頼らず。
①年２、３回、福祉センターなどで町民講座、調査報告会などしてほしい。
②ジオパークの町が伝わっていない。町中に「垂れ幕」「ＰＲポスター」「看板」設置を。
③遠軽の街中にも拠点を置いてほしい。町民へのＰＲ企画がない。
・スポーツの町づくりでは、スポーツ指導者に対する支援が大切だと思います。指導者の育
成も大切ですが、支援が無いのでは。会社に勤めながら指導していただける方など、町と会
社と連携をとりながら出来たら良いかと思います。
・ファミリーで利用割引があると助かります。例えば、プール、スキーなどファミリーで一
緒に利用すると、大人2人で900円、子供も2人で120円、1,000円以上になります。スキーで
も、1日券、大人5,800円、子供2,600円と、8,400円と高額で何度も遊ぶということが出来ま
せん。ファミリーで遠軽町で気軽に遊べる様にしてもらいたいです。
文化センターのこけら落とし公演は遠軽町は吹奏楽が盛んなところなので取り入れたらよい
のではないでしょうか。
作品展示場所が少ないと感じます。木楽館は狭く、福祉センターは暗く展示場所に向いてい
ないと思います。写真とか手芸とか絵画とかもう少し気軽に発表出来る場所があるといいの
ではないでしょうか。
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高齢者が元気に生活する上に於いて、体育施設を大いに利用することだと思います。運動能
力を維持する事が大切で、併せて認知症予防にもなると思います。当町も人口に対する高齢
者の割合率が、年々高くなってきました。
町社会教委として春～秋季は、外でのスポーツ（特にパークゴルフ）、秋～冬季は、温水
プールで歩く事をより多くの町民に推進伝達する。現在の利用料金の内、60歳以上の申請者
には20%の割引券を配布し、70歳以上の申請者には50%の割引券、75才以上の申請者には無料
券を配布する策があっても良いのでは無いでしょうか。
7 年間3,000万円以上の補助金を拠出している。遠軽地区担当の体育協会には町として一言申
し上げ、実行に移して欲しいです。
パークゴルフの瀬戸瀬コースが整備された後、河川敷コースが廃止されるとのことですが、
もし廃止された場合、車が無い方は、毎回10km先の瀬戸瀬コースに行くのは不可能です。
河川敷コースの土壌下に埋まっている物品の為なのか、水浸しになる事が多いですが、現行
の手入れで存続してほしいです。
高齢者になっても通院せず、薬にできるだけ頼らず、元気に過ごす事を願っている毎日で
す。
遠軽パークゴルフ場は瀬戸瀬パークが新しくコースも増えたとしても残して運営して欲し
い。これから高齢者が増え続け健康維持の為にも手軽で有効な運動です。瀬戸瀬にできても
車で行かなければならず、毎日出かけるにはガソリン代等も負担が大きく自転車でパークに
8 来ている人には行けなくなります。少しでも健康年齢を長く保つためにも、1番気軽にで
き、運動量も満足できるパークは毎日欠かせません。
遠軽に移住し、パーク場へ行ったときは他の地域と比べのびのびと思いっきりクラブを振
れ、他のコースを気にする事なく広い所で遊べるパーク場にとても満足しました。

８

観光・イベント等について

1 コスモスの畑にお金かけすぎです。
町内における年間のイベント・行事をもっと増やしてもらいたいです。計画する方々はご苦
2
労ですが、検討願いたいです。（集客アップ）へ丸瀬布地域をお手本に！！
私はペットの犬を飼っていますが、町内にドッグランがないため地方へ行きます。太陽の
3 丘、コスモス畑周辺にドッグランを設置すればもっと観光客が増えると思います。どうかお
願いします。
4 小さい子供が集まるイベントを増やして欲しい。
何年？かはわかりませんが、ロックバレーの所が遠軽のインターチェンジになるとか。そこ
には行ってみたいと思える様な、たとえばパンが美味しい、お焼が美味しい、シュークリー
5
ム・エクレアが絶品。何か魅力がある物ができればと思います。今の人はすぐＳＮＳとかで
宣伝してくれます。ただ一回きりでなく何回も行きたくなる様な。
太陽の丘公園の整備は、もう良いのではないか→町民が利用しているとは思えない。縮小し
ても良いと考える。
6 コスモス園って毎年どれだけの利益あんの？？
前に券１枚買えば出入り自由で、人が変わっても普通に入れてる人がいた。１枚買えば実際
券買わなくても誰でも何回でも入れるから、対策考えたらどうですか？？
コスモス園への取り組み。
・何度も失敗続きは大変なこと
・素人ばかりでやるのではなく、成功している例を勉強する必要があるのではないでしょう
7 か。
・個人宅では自然生えのコスモスが立派に咲いている。毎月種を植える事が正しいのかの検
証が必要ではないでしょうか。
・コスモスは、元々近くで見るもの。近くで見せるための工夫が必要ではないでしょうか。
「太陽の丘」は広く整備されていて、良い公園だと思いますが、その広さと美しい自然の地
形を利用して、秋のコスモスの時期だけでなく、春・夏も人が来てくれるような場所にして
いく工夫が必要だと思います。
○自分で思いついたもの。
8 ・小さな汽車を走らせる
・ミニチュアホースの牧場を作る
・大型のアスレチック遊具を置く
・カートを走らせられるコースを作る
（富良野の花畑を走っているような）
コスモス園の事で一言。近年花がさくのがきれいでない？天候のせいでしょうか？蒔く時
9
期、発芽遅い。考えてください。皆が楽しめる事を？
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９

東京に居る知り合いが、がんぼう岩がもう少し観光に使われればいいのにと言っていまし
た。ロッククライミングなどでＳＮＳで話題になったりすれば遠くからでも来る人がいるの
では？とのことでした。古い岩なので、手をかけたらくずれてしまうかもと思いましたが、
町民が思っているより、町外の人はがんぼう岩がもったいないそうです。何かの形で、観光
の目玉になったらいいと思います。
遠軽公園（虹の広場以外）いつもきれいですばらしい事ですが、ただ広いだけ。もっと活用
法無いのですか。トイレも古すぎます。観光に対する積極性に欠けていると思います。見晴
展望台に向かう途中にある桜の木、町民すらあるのがわかりませんよ。もっと見物に来ても
らえる様に工夫したらどうですか。
観光資源をもっと上手く活用して、町内外から集客できる様にすると良いと思う。
今年のコスモスフェスタは災害により中止になりましたが、町民センターが建設されること
により、天気に左右されることがなく、新たなイベントを企画ができるようになると思いま
すので、少しでも今後、町が活性化する事を期待しています。
・毎年、夏休みにちゃちゃワールドにジャグリングのＫＵＲＯさんが来るが、もう５年位同
じ人なので違う人にして欲しい。色々な芸術に触れたい！
・今年はまだだがここ３年位福祉センターで親子で観覧する観劇のようなので「トゲラーと
まほうの王子」みたいなものをやっていたが、話が毎年同じで飽きる。これもなぜ毎年同じ
人なのか？色々な団体のものを見たい。
観光施設関係の整備を充実させる受付、案内人の態度等をしっかり、お客様に失礼のない対
応するべきでしょ。
太陽の丘のコスモス園は毎年開花時期、開花のばらつきが多いので、今後は播種時期や土づ
くりの基本を一考を要するので検討すべきである。関係機関の情報交換が実施されていな
い。今後積極的に行うべき。
コスモスフェスタは、あまりに花がおそまつで、友人に見においでとは言えません。長期計
画で花の種類をかえるとかしたほうが良いのでは。私はアジサイが種類が多く花期が長いの
で良いのではと思います。クレマチスも展示方法を工夫すると花の色も多いので良いので
は。遠軽町でしか見られない花にすると、太陽の丘の景観を楽しみながら人もくるかも。台
風のせいで花の出来が悪いとかは、言い訳としてはいかがなものかと。
コスモス園の運営について。
・毎年コスモスの開花時期が遅れているので、コスモスフェスタでのＳＴＶラジオの公開放
送を9月下旬、又は10月上旬に変更してみてはいかがでしょうか。
・コスモスだけでなく、チューリップやダリヤ等数種類の花を植えて、春から秋まで、色々
な花々を楽しめ、来園者が訪れ易い環境にしてみてはいかがでしょうか。
・コスモス園を維持管理されている担当者の方々は、広大な敷地や施設管理で日々大変な事
と思いますが、他の公園の花壇や施設の見学研修を行って、今後のコスモス園の運営管理に
役立ててみてはいかがでしょうか。（滝野スズラン丘陵公園：10月に行きましたがコスモス
だけでなく、色々な花が咲いており、私だけでなく、春、夏にも行ってみたいと思った公園
でした。）
丸瀬布に「紋別ラベンダー公園」のような公園を創って欲しいと常々願ってます。
・新しくできる道の駅には遠軽町の持参物を置かずに来客者には、パンフレットなどを見て
ネット注文をさせるときいたが（今の駅長が言った）本当なのか。来客者は品物を見て買う
のではないか。
・新道の駅スキー場でスキーをシーズン中保管しておくスキーロッカーがないという事は本
当なのか。シーズン券を買って利用する物は毎月お金を支払ってスキーロッカーを借りて使
用している利用者が多い
町で催される諸イベントについて、周知広報活動が少なく感じます。国際的なイベントで町
が主催者でなくとももっとマスメディア等を介して周知すべきと思います。また、夏祭り
等、交通規制をして行われる催事がありますが、街頭になんの飾りもなく、その雰囲気も伝
わってきません。町として再考していくべきかと感じます。
コスモス祭りの廃止
町民や他町村の人が集まるようなイベントなど、町主催の手作りのワークショップなどを開
催して欲しい。（湧別ではワークショップをやってるみたいです。）
遠軽には何も楽しめる所がないと言われない様な場所、施設などあったら良いなと思いま
す。

広報広聴等について

町のサイトに全国の人がアクセスできる世の中であるため、もっと興味をもってもらえるよ
1
うな改善ができるのではないかと思う。
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町のＨＰがさびしすぎます。今の時代、ＨＰは町の顔です。ＰＣ版とモバイル版の両方必要
だと思いますし、町に興味を持つ方は町内外の方問わず検索して町のＨＰがヒットするので
2
見ることが多いと思います。経験的にも町のＨＰが美しい町は「町としても面白い所が多い
な」と感じます。例）東川など
胆振東部地震により、町内が停電になった際、情報の発信が少なく不安だった。特に住まい
は集合住宅の上層階であり、停電に伴うポンプの停止により断水となったが、町のホーム
ページも更新されず、街宣車もなかなか周ってこない状況であり、何も情報が得られなかっ
3
たのは残念だった。しかしながら、あまり被害のない中でライフラインが途絶するという経
験ができたと前向きに考え、改善に臨んでいただけると幸いであると意見させていただきま
した。
広報にとてもわかりやすく記載されていると思います。町民と一緒に取り組むところが遠軽
4
町の良い所だと思います

１０

税金・公共料金等について

1 どうせなにを言っても変わらない！税金だけでも安くしてください！

１１

町村合併等について

合併により環境の違う４町村の職員が仕事をしているが、住民との接し方に少し差があるよ
1
うに思う。
合併によりエリアが広域となっており、様々なご苦労があると思います。お疲れ様でござい
ます。いまだ、旧町のローカルルール的なものも残存している事もあるでしょう。それでも
2
何とかお互いを支え合って住み良い街であれば良いと思います。どうぞ良き取り組みとなり
ますように。

１２

1

2

3

4

5

まちづくり等について

高齢者のための町づくりとしてはかなり良いとは思います。でも、このままでは若い人がい
なくなることも必然です。私は親の介護等もあるためここにいますが住みやすいと思ったこ
とはありません。以前働いていた時も、お金もない、時間もない、行くところもないと思っ
ていました。今の若者は貯蓄できるほど余裕がありません。車を持つのもほんとに精一杯で
す。その状況では活性化するとは思いません。まさに今は悪循環の状況といえます。新しい
企業が遠軽に参入しても栄えない。未来を担う若者が圧倒的少数派になってしまっているこ
の状況では高齢者にうけないものが廃れるのは必然。まず何から始めるべきなのかを考える
必要がありそうです。人を集めるも、町を知ってもらうにも情報の発信力が鍵です。今はも
うテレビなんて見ません。Facebookは現実の繋がりのある人しか情報が届きません。
Twitterやinstagramは不特定多数の目に入りますが、SNSの中でも強い発信力のある人が情
報を扱わなければ結局埋もれます。オホーツクには今、ゴールデンカムイで注目されていた
り、結月ゆかり観光大使がついたりと、嬉しい状況が舞い込んできています。そういった物
をどう扱うかだったり、そもそも「日本の町」「日本の考え方」というものから外れたりし
なくちゃいけないのかもしれませんね。
毎月の町広報でいろいろな情報を読みながら、感謝して生活しております。最近、朝のＮＨ
Ｋラジオ放送で、世界最初の大学はボローニア大学であるとの話を聴きました。教授もいな
いし、校舎も無いのに大学ができたというのです。自分が知りたい事、学びたい事を求める
人達が集まって、話し合いをし、討論しながら学び合っているうちに、大学になったという
のです。遠軽町の人口が20,000人を割り込みそうな状況ですが、何か全国、全世界から興味
をもって、一時でも集って話し合い、学び合う事のできる場となる事はできないでしょう
か。その為の和気あいあいと、いろいろな事に興味を持っているたくさんの町民が、集い話
し合う場と機会を創造していただきたいと考えました。遠軽町は、大学を創ろうとして発足
したところですので、ヒントにならないでしょうか…。
町民の高齢化にともない、福祉の重要性、子供達の少なさを感じ、自治会を通じてより良い
町民が安全・安心出来る町創りを望みます。
遠軽町は、北見－札幌間や、湧別からの中継地点なので、人はよく通ります。「人がよく通
る」からこそできることがあると思います。人が集まる大型の公園や室内のスペースがあれ
ば（とよさと辺りに）、通るだけの人も興味を持つし、町民も住みたくなる町として認識す
ると思います。中途半端に「特産」を作っても今さら伸びないでしょう。人がよく通る中継
地点としての意識を高めて人が集まる場所、あとはおいしい料理を提供するおみせにお金を
かけたら町は盛り上がります。
人口減少、高齢化社会が進む世の中、若い人がドキドキ、ワクワクして集まる街になるよう
な施策をお願いします。企業の誘致や起業に対する助成など、働く場の充実や子育て、出産
などの若い人向けの取り組みをもっと沢山必要と思います。
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白滝地域には食品を購入できる場所がなく、その他の物品を購入できる場所もありません。
道の駅の売店は経営難、北大雪スキー場は休止中などあらゆる施設に疲弊感が漂っていま
す。中心部では様々な施策が行われているのに比べると差がありすぎるのではないでしょう
か。他の地域では、買い物難民解消のため、セイコーマートに出店を打診したり、自治体が
資本を提供したりと知恵をこらしている例もあります。町としても何らかの対策を取るべき
ではないでしょうか。
表面だけで物言いをしないで、もっともっと町民全員が納得出来る、参加出来る町政をお願
いしたい。給料がもらえるから町議員になっているなんて考えの者は全くもって許せない。
選挙にならない町議は定数の減を実施して欲しい。遠軽町としての名物を作ってほしいし、
人が集まってくる良い町にしていただきたい。
「この町に生涯住みたい町」になるためには。働く場所があること、住む場所があること、
医療が充実していることではないでしょうか。山の恵み、海の恵み、沢山で魅力ある町で
す。他の町では「そば祭り」や「スイーツ」でも人が集客できることを知りました。ぜひ我
町えんがるもアイデアと行動力で発展することを願っています。3,000名の1名に選んで頂き
ありがとうございます。何か少しでもお力になれたら嬉しく思います。とりまとめ宜しくお
願いします。
もっと住み良い町になるよう、皆さんでこれからも力を合わせて取り組んでいってくださ
い。期待しています。
遠軽町行政については費用を切りつめてよくやってくれていると思います。これからコスモ
スロード”道の駅”と遠軽町文化センター（仮称）が出来る事は本当に楽しみにしていま
す。それが完成して見に行けるまで長生きのするハリあいになります。
ただ、子供達が遊べる遊園地が遠軽町から他市に行かなければならないので、ぜひ創ってほ
しいという小さな小さな子供達をもつ親があれば良いなあという意見があります。
あと精神・神経に障がいをもつ人が伸び伸び生きて行ける町になってほしいと思っていま
す。障がいの区分が無く福祉の充実がはかられれば一般の人も幸せになるのではないでしょ
うか？
昭和２６年旧遠軽町の人口16,000人強。平成３１年１月１日合併後の人口約20,000人。一番
大きな違いは、行政区域（面積）は2.5倍。インフラ整備費2.5倍となった。（お金のかかる
町となった）
・町の集約化（コンパクトシティ）への取り組み。
・産業の開発、製造業の誘致又は企業支援
・町のにぎわい作り（商業の活性化又は起業）
・滞在型観光の構築
・一次産業の復興（農林業）
広域行政圏の中心地となるべく整備を。
レストランやジャンクフード的な気軽に食事する所や遊べる施設がないため、北見や旭川な
ど長距離で移動が必要のため不便である。ゲームセンターや他の場所にはない施設などを
作ってくれると、遠軽という町を知ってもらう良い機会にもなるし、足を運んでくれる人も
多くなるのではないでしょうか。私はたまたま実習で縁があって遠軽に来た事があったが、
生田原のちゃちゃワールドより子供が遊べて気軽に食することができる場所があれば、遠軽
から出る人も少なくなるのではないだろうか。
町の利益も必要かもしれないが、未来を背負う子供達の安全及び住みやすい町作りが必要。
病院跡の音楽ホールは、本当に必要なのか！
病院・店・バス・鉄道の維持を、これからもなんとかお願い致します。
人口を増やすには、人を集められる事業所の誘致が必要かと。
遠軽町に住んで、7年経ち、その間に子供たちが高校を卒業し、町を離れていきました。進
学の為ですが、大きな街での暮らしを始め、それぞれおもうこともあるようで、戻ってくる
かわかりません。高齢化が進む時代、魅力ある街づくりを行うことは大切だなと、実感して
います。生まれ育った場所で暮らし続けることができる、他の街とは違った素敵な所があ
る、ふるさととして自慢できるところがある、そんな街づくりをお願いします。夫の生まれ
故郷、遠軽町は私の第二のふるさとなのです。町のイベントにもたくさん参加させていただ
きました。それぞれの地域で魅力いっぱいあるなあと感じています。
今後どのようにして町を維持していきたいかという具体的なイメージがわかない。とりあえ
ず今までこうだったから今年もこれでいいやというように感じる。今の時代にあった目的、
指針を明確にすべきかと。
へき地が益々、疲弊してしまわないようにお願い致します。
高齢者に優しい街造りをお願い致します。
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今後とも町の発展を願うとともに若い世代の町民に魅力ある街、希望ある町、として期待で
きる町の育成に取り組んでいただきたくお願い致します。
小学生から年配者までそんな遠軽町にしたいか、又、そんな施設があったらいいのか。どん
な活用支援法があると良いのかなどアンケートを募集すると良い（期間もうけずに）
困った事やクレーム等からたくさんのアイディアが生まれるので、そういう事から素敵な町
づくりに変換できればと思います。
遠軽町イコール○○というものがないです。
あの○○で有名なえんがる町！！ってなる日が来る？来て欲しいが私自身ではアイディアが
浮かばない。
ガンダムの町なのに東京のイベントで使われた大きなガンダムを町においてほしかったで
す。
遠軽町が将来どのような街でありたいか、またなりたいかについてのビジョンに乏しいよう
に思えてならない。観光等多方面に力を入れる事は決して非難されるべきものではないが、
いまだ方向性が定まっていない印象を受けてしまう。他の町で行われている方策を学び、ぜ
ひ将来性の持てるビジョンを提示する必要もあるのでは？それには町職員の一人一人の力、
そして組織力、団結力の向上が求められます。町職員の力量が向上すれば、町もきっと活気
を増すのではないでしょうか。（ぜひ頑張って下さい。）
オール遠軽、道の駅オープン、町民センター含め、あと３年で遠軽は大きく変わろうとして
ます。ＪＲ問題、自衛隊存置等々、町のトップから、１年生まで一丸となって、リーダー
シップを取ってもらいたいと思います。生き残るために！
６０代の一人暮らしですが、色々な不安をかかえながら暮らしていますが、最近は、色々な
サービスがあるようですが、こちらから聞きに行かなければわからない。こちらとしては、
どこにどう聞けばいいのかがわからないと言うのが現実です。一日も長く、遠軽町で暮らし
たいというのが希望ですが、自分の子供も町外へ出ているのに何とも言えませんが、若者が
帰れる町作りをしてほしいと思う。
北方面はいろいろと飲食店、ビジネスなど開拓されているが、南町方面は飲食店１つにして
もこれと言った物が無い。インター（高速）も出来る事なので南方面の開発もお願いした
い。
こんなに不便でお店もなくてあそぶとこもなくなった町から出るつもりの住民はこれから増
えるでしょう。特に役場の方々は退職金たくさんもらって遠軽捨てる人多いでしょ！そんな
人たちが町のために働く？
このアンケートがどの様に活かされるか解りませんが、とにかく現在の遠軽町には活気がな
いと思えてなりません。やはり、皆さん高齢とともに先の心配があるのです。自分の死後は
どうなるのかといった心配を多くの人が抱えています。核家族の中で墓守りをする人も段々
と居なくなっている時代です。自分と、その家族が安心して終の時を迎えれらるような対策
を立てていただくことが必要と思います。そのことが解決されたならば、高齢の人にはもっ
ともっと活気が出てくると考えられます。何せ自分の終活が保障されるのです。他に、地元
を活かした起業を考えるべきではないでしょうか？誰にでも考えつくような単純な事ではな
く、プロジェクトチームをつくり、町民アイデアを結集する中から何かが生まれるかも知れ
ません。とにかく町民として昔懐かしい繁栄を祈るものです。
毎年、変わり映えの無いイベント。新たな試みで、道内外の人たちが遠軽町を知り、来たく
なるような町づくりが感じられない。チャレンジの姿勢が必要だと思う。コスモス園にして
も認知度が低すぎ。ここ数年の天候や開花などを考えると思い切った改革が必要だと思う。
民間では有志が集まって太陽戦士エンガイザーなるヒーローを誕生させ、テレビやラジオ等
町内外でショーで、遠軽町を宣伝している。何度か拝見したが良い活動だと思う。町として
もこの様な団体をバックアップするとか、町政はもっと柔軟性が必要だと思う。
人口減少で街が年々暗くなって活気もなくなる。高齢者も人生100年代と言えわれても自由
に運動できる場所も無く、あっても高額使用料で何度も行かなくなる。役場の職員がもっと
気やすく声掛けてパークゴルフやゲートボールを進めて下さい。そして職員が退職したら率
先して加わって活気づけて下さい。
町の良い所、悪い所を考えてみては？
遠軽町にとって重要、ふさわしい取組みを望みます。
特別不満はありませんが、これからも子供達の為に住みやすい街、きれいな街であって欲し
いです。
町の発展と町民の幸せにつながる施策がみえない。町の活性化のため人口増加につながる施
策が必要（大型産業の誘致、又、建築、大型レジャー施設等）。人口減少に伴う商店街の閉
店が多い、空家も同じ。
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2040年に北海道の人口の40%の人口が減るという予想は現実的になってきています。この遠
軽町もそのまま40%減となると人口は1万2000人。そうなると病院、水道などは現状の町財政
では維持できなくなるでしょう。これはすでに20年以上前に（1990年後半）道が試算してい
たことを聞いています。さて先20年、指をくわえてただ観光や地域の有力企業先の事業だけ
で町を発展させていけるのでしょうか？皆で本当に考えていかなければならない時がきたと
思います。町内への移住促進、若者の事業支援、老人福祉の拡充、こどもへの支援など、町
の独自のオリジナル施策が問われていると思います。将来、道も国もそんなにお金を出して
くれなくなると思いますし、新しい血をどんどん入れる工夫をしていかなければならない。
・若い人達の働く場所、施設など多く作っても良いのではないでしょうか。
・老人に対して、今までたくさんの事をしていただきました。先人の苦労に対してのいろい
ろな場面での対応には感謝していますが、時代はますます若い人達の肩にかかっています。
楽しく働くことのできる環境を作ってあげて下さい。
・他の市町村から見るとイベント等がいまいちの感じがします。他の市町村はいろいろなイ
ベントと言いますか、催しごとがあるように思えます。特産物にしても。
・体育施設等ですが、東町には球場、武道館、福路にはプール、ラグビー場等もう少しまと
められないのでしょうか。長期的に計画しているようには思えません。遠軽町が観光客の通
りすぎる町にならないようにと願います。
私の実家は湧別町です。湧別は医療費・授業料などの補助や助成があります。遠軽ももっと
頑張ってもらいたいです。近隣の町ではそういう制度があるのに、どうして遠軽町はないの
かと思います。
今の子ども達が大人になってからも、この街で過ごしたい。遠軽町はとても素敵で住みやす
い町だよと自慢できるような町になってほしいです。
私達は遠軽で最後まで暮らして行きたいと思っています。住みよい遠軽であるよう、努力し
て下さい。
遠軽中学校と東小学校の間の道に信号をつけてほしい。なんてことはどこに言ったらいいの
でしょう。町で気になる事があっても、どこに訴えていいのかが分かりません。今年は災害
も多かったし、何かあってから対処するのではなく、普段から町民の声を聞いてひろいあげ
ていくことが重要になってくると思います。役場の人たちも町民なんだから、不安な所や不
満な所をどんどん改善していけば、住みやすい町になるのではないかと思います。
道外の人からみると豊かな自然と恵まれた森林資源は非常に魅力に感じるらしく、他の町で
はこうした人材誘致に力を入れている所もあります。お年寄りは大切ですが、そのお年寄り
を支える若い人が町から出ていく状況をもっと考えてほしいです。木楽館には、片桐さんの
ように立派な職人がいるのにその後を引き継ぐ人がいないのは大変もったいない。道の駅が
できたら中心部に人を呼び込む可能性がある場所をもっと若い人も含めて考えるべきだと思
う。高速道路ができて便利になったが、その分商店が閉まったりと商売が難しくなってきて
いる中でも、戻ってきて商売をやりたい人や道外の方で住みたい人もいるので、若い人が住
みたいと思える町づくりを考えてほしいし、人材育成にも力を入れてほしい。4町村合併し
た強みをもっと考えても良いのでは？お互いに町のいいところを対等な関係で話し合うべ
き。
子育て世代です。転入組だけではなく、遠軽出身者からも”遠軽は子供施策がうすい””自
分が老後に遠軽には住めない”と耳にします。
魅力ある遠軽、遠軽を大切に想うすべての人々が安心して暮らす事、定住の決意ができる
様、よろしくお願い致します。
人口減少が進む中、若者の町からの流出を防ぎ、魅力ある町づくりをして、過疎化を遅らせ
る手段が必要。このままでは、オホーツク管内の市町村の人口が減少していまい、それとと
もに町の行政サービスが難しくなってしまう。これといった対応策も思いつかないが、その
地域で生活出来るだけの収入が得られる仕事と生活して不自由を感じない施設、人的資源が
様々必要。
色々と文句を言うのはとてもかんたんですが、ではどのようにしたいの？と聞かれれば上手
に答えられません。町がこれからも健全に進んでいく為に、私の意見が取りあげられるので
あれば、その様な場が欲しいです。
婦人の力も必要ではないでしょうか。住みやすい町、遠軽です。若者がもっと増えてくれる
ようにしたいですね。

１３

行政・町職員等について

先日、丸瀬布支所利用しましたら、係の人いませんのでわかりませんと言われました。遠方
1
から来ているのに不親切な対応がっかりしました。
2 職員の一部だとは思いますが、上から目線でなく懇切丁寧に説明して欲しい時もあります。
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私たち素人、役所等に物事の件で、尋ねに行っても、役所の方からは教えてくれる事もな
く、こちらから聞かなければそれまでの事とよく聞きます。そりゃ言えないこともあるで
しょうが、どうなんでしょうか？以前げんき２１で、年金相談をしたのですが、それも２
回、その後病気で退職し、年金の件で相談に行ったらなんと３０ヶ月未納になっているとの
事。本当に信じられない。
９月の災害の時、各農家が発電機の貸出で困っていることがあり、レンタル屋に問い合わせ
をしたところ、遠軽町ですべておさえているため貸出ができませんと言われたことがありま
した。話を聞くと、「コスモスフェスタで使用するため」とのこと。災害の時は、すぐ役場
の職員（トップの方）が気付き、対応してくれないと困ります。時と場合によっては、その
発電機がなければ、酪農家、一般家庭などが困っているとなぜ、考えてもらえないのでしょ
うか？今後、町での緊急時対策に目を向けるべきだと思います。町民あっての遠軽町だと思
います。もっと、町民の意見を聞き、考えて下さい。今後の遠軽町、町政に期待していま
す。よろしくお願いします。
遠軽町は、転勤により来町する方が多く、なかなか定住までは考えられないといわれまし
た。買い物・学習塾・外食など不便であるとの事です。私もインターネットでの利用をフル
活用して、欲しいものがなければ北見や旭川へ車で買い物に行きます。病院も厚生病院があ
るのは有難いのですが、専門となると町外へ受診へ行きます。今は、車の運転もできている
ので、遠軽町に不便を感じませんが、何か地元で出来る、人が集まる魅力があると、もっと
良い遠軽町になるし、これから高齢になって不便だから、移住しようと考えてしまわないよ
うに行政の方に知恵を絞っていただきたいです。
少子高齢化で税収も減となる中、大変な面もたくさんあるかと思います。税金を無駄なく利
用する精神を忘れることなく、努力されることを望んでおります。町長を中心に職員の皆様
と一緒に少しでも協力できることは惜しみなくお手伝いしてまいりたいと思っています。皆
さん頑張ってください。
行政改革、福祉事業ともに、若い年代からの意識改革が重要です。単なる事業として考える
のではなく、全世代の町民がお互いに助け合い生きていくという観点から、自分が社会に何
ができるかという意識を育て、広げていくことが重要だと考えます。
私が現役のころから考えていたことは、例えば、1つの建物の中に、1階は保育所、2階はお
年寄りが住み、日常的に触れ合いをする。この中では、長幼の国保なく安流が自然に行われ
ます。口で年寄りを大切にとか若い人は冷たくなったという意識の改善につながると思いま
す。以上は1つの例であり、すぐに実現は難しいとは思いますが、縦割り行政の壁を破るこ
となく、地域の発展はないものと考えますが、いかがでしょう！もう数十年前ですが、全国
の役所に”すぐやる課”という課があちこちでできました。もう、あまり聞きませんがこの
試みはどこに行ったのでしょうか。
役場に行き感じる事は、皆お役所仕事。明るい雰囲気が無い。笑顔でいれとは言いません
が、町民と目が合った時などは、一言「おはようございます」の言葉が自然と出る様な役場
であってほしい。
今回のアンケートもそうだが、内容を理解していない町民にとっては判断できない項目ばか
りで、何の為に誰の為に行っているのか、ただやれば良いという事しか感じられず、真剣さ
が足りない。これから益々高齢化が進む中、公営住宅、文化センター、道の駅等、建物を建
てるのは良いが、今後維持していくのは子ども達で、本当に必要なのか疑問。今のままだ
と、それらに関わる一部の土木業者だけが潤い、町の借金が増えて、返済していくのは町民
…。他都市からもっと人を呼べる施策、もっと魅力のある遠軽町を考える、考えられる職員
を増やして検討していかないと、駄目でしょう。
積極的な町長の取組はとても感心する。これからも財政基盤を整え、今後も町づくりをして
ほしいです。自衛隊は大切だと考えます。
遠軽町はとてもすみやすい町です。これからもそれを維持していけば、外から移住する人も
増えてくると思います。行政のみなさん、これからもよろしくお願いします。
建設業に職についているので、正直なことを言うが、公共建築物等を施工中、施工後に町議
が視察に来ることがあったが、ぞろぞろと見るだけ見て帰っていく。お金と時間の無駄だと
思う。
役所業務の遅さ、最悪。都会ならこの程度の仕事は数時間で終了する（田舎の町の特有
か）。もっとすべきことあり。役場の人間は甘すぎ。お役所仕事は３０年前に終了。もっと
進化してほしい。予算のかけ方も、毎年１１つは大幅見直し。
11／19道新朝刊記事で本別町社協で「死後事務委任」の取り組みとの記事がありました。遠
軽町でもあの様な取り組みをしていただければ死後の不安を解消し安心して遠軽町に住み続
けることができると思います。この様に思っている老人は多いと思います。
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概ね、町政に対しては賛成です。今後も続けて下さい。中には心無い人もいると思います
が、遠軽町発展のため、関係者の皆さん頑張ってください。期待しています。
役場職員の身分証などをどうにかしてほしい。訪問など来た時にどう確認すればいいのか。
印鑑を押してくださいと書類を持ってくる時があるが、もって丁寧に説明して欲しい時があ
る。
以前、学校給食に従事する人はパートだった様に思いますが、いつの頃からか町の職員に
なって広報に笑顔で掲載されていますが、調理師（士）の資格もない人を町の職員として採
用する必要があるのでしょうか？町の財政難などと聞きますが、まったく無駄遣いじゃない
でしょうか？是非回答をいただきたくお願いします。広報の一部でも結構です。
取組、全般は大事。その内容の小さい所からの意識、目線で理解できるよう、サービスがで
きるよう、低所得・弱者の立場目線で進むよう、お願いです。
以前、町でも複数の仕事を覚えるには異動をし、サービスの促進に努めると伺っていました
が、異動がなく、同じ課で昇格などが多いように感じられます。幅広くサービスするには、
人事交流も大切かと思います。
「人事に入り込み、申し訳ありません」
官庁関係は毎年予算額が決められているのか今年度も使い切らないと、来年度減らされるか
らと無理して使うところがありますが、気になるところです。
それぞれの事業が将来に向けて、これからも高齢者は若い人達を支えながら住み良い活気あ
る町づくりに期待したいと思います。
行政の仕事は、机に座っている事だけが仕事ではないと思う。本所・支所の職員はもっと外
に出て、住民と接する事が必要と思う。相変わらず、合併後も、各地域の催しや行事も、各
地域の職員単位で行っている感がある。オール遠軽の意識が不足している感がみられる。そ
のためにも職員の人事異動は、広範囲で行うべきである。同じ職員が同一支所を行ったり
戻ったりしている職員も多い。首長のリーダーシップは、命令だけではない。職員の個性を
出せる配置をしてほしい。
町職員の手当等の公開をお願いしたい。例えば住宅手当、通勤、他色々とお願いしたい。
町議の方で一生懸命学校の行事等出席されている方もいるが、反面、何をやっているのかわ
からない方もいると思います。定員であるからと、全員がストレートに町議になるのはおか
しいと思う。定員以内であったら、その人がふさわしい人であるかどうかも投票してはどう
かと思う。町の大切な税金を払っているのですから。
議員さんや町職員の方々は沢山の給料をもらっているので、町をもっと良く楽しい町にして
ください。無理なら給料を安くして、その分、町の予算にしてください。
町の施策、町政に関しては概ね良好～良好ではないでしょうか？現町長の仕事振りは十分に
評価できると思いますが、人手不足による企業の対応については、どの様に把握しているの
でしょうか？最低賃金は、最低であり、都市部の賃金との格差はかなり大きいと思います。
企業の体質、内容により、時間給も変わってくるとは思いますが、良い人材を集めるには、
より高い賃金を支払うことも必要であります。又、人数も集まり易いと思いますが、やらな
ければならないことだと思いますが？
質問に対する意見等は全体を把握できていませんので、大変難しいと思います。
遠軽町行政について私の考えを申し上げたいと思います。私は現在、生田原町に住んでいま
すが、四町村の合併が実施され一つの線引きがなくなると同時に、企業の転出や廃業が続き
ました。
次は人口減に伴い商店街の町が消えてしまいました。若い人達は他町村にしか就職先を求め
る事しか残っていなかったのです。後に残ったのは高齢者だけとなってしまったのが生田原
の現状だと思います。今後は高齢者が抱える問題に行政は対応していただきたいと思いま
す。
各地で防災に対する活動が進められておりますし、遠軽町でも色々と考え行動をされていま
すが、理想論が多く、その状況判断が出来ていないと感じます。形にこだわらず実践的スキ
ルアップを望みます。
もっと町の中でも色々な面での才能を持っている人が沢山います。発掘してみる努力が必要
です。何事もなく1年が過ぎての行政が一番では無いと思います。人を動かす努力を望みま
す。
どこに向いているのか、どこに向かっているのかわからない町政です。
一度直接（アンケートなどではなく）町民から不満だけを聞く場所を作ったらどうですか？
地域に住む人を大切にする行政運営を望む、人は地域の財産であり、町の財産であると云う
概念で今後の行政を。町の職員もしかり大事な財産である。
町で生活していくために必要な様々なお仕事をしていただきありがとうございます。
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将来の人口減少を視野に適切な町政運営を実施していると思います。今後とも尽力して下さ
い。
言葉が役所言葉？で、内容の深い理解が不可能でした。国会の官僚の答弁の言葉のような印
34
象を受けています。
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行政評価アンケート等について

施策自体がわからないのでアンケート自体が不要。正確な情報の集約にならないのでは？
「必要なのは、施策の周知では」
内容的に難しい内容でした。
町民アンケートを記入しながら考えさせられたのですが、自分は町政に対する意識がうす
く、あまり考えたことが無かったのですが、アンケートを書いてから少し町政に対する関心
が出てきました。少しでもこのアンケートが町政に役立つことを願います。
ここに（調査票）書かれている事はどれも重要です。
私たちも協力できるものは協力して良い街づくりが出来ますようにお手伝いをしたいと思い
ます。
行政サービスの一つとして今回のアンケートを取り組んでいます事は大変良好な施策である
と思います。町民の生の声を聞いてより良い遠軽町民発展と健康を期待しています。
質問事項の中で、自分とはほとんど関係しないものがあり、回答に困ってしまいます。
自分に関係するものなら意見を出すこともできますがそうでないものに意見を出すことは難
しいです。
アンケートの文字や言葉が難しくてその意味や解釈にてこずりました。紙の枚数が増えるの
も困ると思うし、量が増えると皆の書く気力が無くなるかもしれないが、絵や図がもう少し
あったら文字の大きさを変えてみたり、余白を使って見やすくしたりしてもらいたいなと思
いました。
このアンケートはきっと60才以上の人は見にくい（見えない）と思う。ネットでの回答もで
きる、など考えてみては？（若い人はもっとそう思うのではないか）
アンケート自体の文章をわかりやすい内容にして頂きたい。
全ての質問が具体的でなくて、漠然としていて、回答の仕方に困り、適切に回答できなかっ
たという事が最後までありました。一般的に質問が分かりやすい様にするべきかと思いま
す。（町民に向けてのアンケートであれば…）
アンケートの質問事項がやや理解するのに難しい。具体的な例等を挙げてもらえれば良いと
思う。
知的障害があり、質問の意味が難しくて、よく分からなかったので、もっと分かり易く書き
易いアンケートにして欲しい。
このアンケートの多くは遠軽町内を主とする内容の様に感じられます。もっと他地域の事も
アンケートに組み込んで下さい。
意見などありませんが、アンケートむずかしい。漢字など意味が理解できないし、言葉とし
て書くのはたいへんです。あと、いつも私にアンケート用紙がきますが、主人には1度も来
ない、と主人が言ってます。ご苦労様です。
全体的に質問の内容が分かりづらい。アンケートを出すなら、もっとわかりやすく、簡単に
質問した方が良いと思います。10代や20代にも出しているならなおさらです。
・町の施策（取組）
上記のような機会には一部の方だけではなく、全体に聞いてほしい。今回のような意見もも
とめるアンケート等いいことだと思います。
アンケートの趣旨に外れているかも知れません。思いついた事を書いてしまいました。
アンケートの集計ご苦労様です。
どこにお金をかけるか、お金をかけたとして、どのような効果があったか、なかなか見えに
くい部分ではありますが、明らかに、「あれはやって良かったね！」と言ってもらえる事業
が出てくると良いと思います。
また、こういったアンケートの回収率を上げるためにも、スマホやパソコンから回答出来る
ようになれば、特に若い世代のこれからの遠軽を支える方々の声が届くのではないでしょう
か。データの集計作業も格段に早く正確になるでしょうし。「このアンケート結果をどう町
政に活かすか」ということに時間を費やせると思います。
町のHPもスマホ版サイトやSNSの導入によって、より効率的な情報発信が出来ると思いま
す。知らずに終わるイベントもあります。今後とも、よろしくお願いいたします。

１５

複数意見・その他

1 良い町にしてください。
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子育て世代をもっと大事にしてほしい。育児しやすい環境をもう少し見直す必要がある。高
齢老人ばかりが手厚いサービスをうけている感じがする。中学生まで医療を無料化にしてほ
しい。
ロックバレーまでの無料バスを定期時は出してほしい。
陸上競技場を整備、タータンひいてほしい。
災害における役場の仕組が悪いと思う。この前の大規模停電の時には何も情報が入らなかっ
た。広報車が回っていたが、聞き取る前に過ぎ去り、自分達でするしかなかった。今後起こ
り得る災害において、防災無線の設置、スピーカーで流すシステムが必要だと言える。くだ
らない事に私達の血税を使わず、そちらを優先的にするべき。自分達の身が大切、くだらな
い事ばかりする町議を減らせ。災害の時に情報が入らぬ程、デマが流れる。そちらを先にし
てほしい。くだらない建物の前に、役場を新しくするべき。災害における諸々の集約が必
須。福祉センター？限られた方のみですね。そんな事に高い町民税を払う事に意味無し。他
の所から比べ町民税も高すぎ。固定資産税も高すぎ。町議にも払いたくない。町民の血税を
なんだと思っているんだ？何かする前に町民全員に賛否を問い、それからの事、反対された
ならばするな。無駄使いばかりされて腹が立つ！
生田原は商店もなく人口も年々減り、本当に住みにくい町となりました。今後はとても不安
と心配ばかりです。コンパクトシティーは大事だと思います。
町の基幹産業は何？人口減を食い止めるためには、若者が安心して働き、生活を続けられる
ものに投資しなければならない。そこにしかない技術やバイオを結びついて、そこでしかで
きない研究を続けている街に人が集まっているし、そこには、子どももいて未来が見終え
る。今あるパイのとり合いではなく、人口減をどこかで止め、身の丈に合った行政をしてい
く必要がある。適正とは言わないが、遠軽の理想とする人口は、どの程度なのだろう。基幹
産業が明確な町村の人口減は、ほぼ止まったように思われる。そこでは身の丈に合う形でイ
ンフラも学校もほぼ集約を終えて、整ってきたと言えそうで、次の戦略へと軸足を移せそう
な気がする。そこのベースがなんとなく見えないので不安な思いがある様に感じられる。福
祉と教育にベースが置かれていると思うが、それはどこの町でもやっており、”目玉”とな
るものにはなっているのか疑問符はつく。”遠軽”にしかないもの、”遠軽ブランド”を
使ってしかも、世界と戦ったり、何か発信できたりする”何か”を見出さなければ、”集約
される側”になり、人口の流出ははどめがかからないと思う。畑、森、金属、ものの集積地
として発展してきた地の利、”遠軽”の良さを、”遠軽”を離れて第三者の目で見られる人
の意見を聞き、”勝負できるもの”を見出さねばならない。そのための時間は少ないと思
う。もしかしたら少子化が進み、すでにある程度止まったヨーロッパの国々に何かヒントが
あるかもしれない。東京が住みよいとは決して言えない。通勤に何時間もかけ、会社に行
く。人がいるから仕事が成り立っているだけで、そこでなくてはならない仕事がある訳では
ない。”そこにしかない何か”、”ふるさと”にしかないもの、それをもとめて人が戻って
くる街づくりが望まれる。課題が大きすぎて、まとまりがなくなりました。申し訳ありませ
ん。
娯楽がない。
町の広報などで、取り組みなど詳しく書いてくださるので、わかりやすいです。遠軽駅前の
新しく建設されている施設が、どんなステキなものができるのか楽しみにしております。
近くに歩いて行ける公園がなく、とても不便です。10㎞以上車で行くしかなく、なかなか行
けません。下水が整備されていない。トイレも本当の水洗ではない。全家庭で水洗トイレに
できるよう、整備してほしい。とにかく田舎すぎて、買い物、病院、どこに行くにも不便。
図書館に冷房設備が無い事が不思議。とにかく小、中、高と子供たちが放課後遊ぶところが
無い。夏は、小学校が公園で遊べるが、そこに中学生が行くと小さい子が遊べなくなると文
句を言われたことがあるようです。お年寄りには優しい町かもしれませんが、子供（特に中
高生）には全く無関心のように感じます。
車の免許がなくても仕事があったほうがいい。買い物するところが少ない。食べ物屋さんが
少ない。シャッター街が多い。レコード屋さんがないのでわざわざ北見まで行く。映画館が
ない、つまらない。内職あればもっと活気が出る。宝くじ売り場（チャンスセンター）があ
ればいいかな。北見までのバスがあればいい。
私は、転勤族でした。退職した地が、たまたまその地が縁あって遠軽でした。もっと魅力有
る、住んでいて良かったそんな遠軽にして頂きたいと思います。私は高老なのでいろんな行
事に参加して残された人生を楽しく過ごしたと思っています。
・スポーツに関する施設は作られていますが、文化的な施設は、今、建設中ではあります
が、遅すぎます。
・厚生病院の診療科の充実をお願いします。
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①町としてイベントに対するピーアールが弱いと思います。国際スキー大会等、ポスターで
は興味がある人しか見ないので、テレビやラジオでもっと情報提供した方がもっと盛り上が
りがあり地方の人も足を運んでくると思います。
②夏の期間だけでも、キャンプに来た方に足を運んでもらえる様に白滝のジオパーク→丸瀬
布昆虫館→遠軽木楽館→生田原ちゃちゃワールド、ラリーポイント制にして何かプレゼント
がもらえる様にすると、町にもお客さんにもメリットがあるのではないでしょうか。
墓の後つぎがいないので、合同墓を早く作ってほしいです
まずアンケートがランダムである点が無駄ですね。それぞれの目的に適した世代があるの
に。過去にどのようなアンケートを取り、回答があったのか、同じ内容であれば、それに対
する検討プロセスも開示して初めて改善されるのではないでしょうか。５択である曖昧さ、
不要とやや不要でどう違うのでしょう。普通であればそのままなのでしょうか。企画とは
もっと詳細を詰めて、成果から逆算して考えるものだと思います。ただ漠然とアンケートを
取り、多数だからで終わってはただの紙の無駄です。本当に町が豊かになるためには、現状
の人材、企業等では限界と発展は無いかと。町政だけでなく、商工会等も然り、もっと外の
技術、企業運営力を高めることが急務ではないでしょうか。そのためにも、若い世代の教
育、支援、運動場を造って満足しているのではなく、技術者、経営者を育てるようなバック
アップ（教育）をしていただきたい。どの企業の経営者の方も、内輪で満足し、不平を言
い、自慢話をしている時点で、この町の本当の豊かさを考えていないのではないかと残念で
なりません。外部の人材の取り組みに期待します。
町長へ。嫌われて、時には心を鬼にすることも発展には必要です。毎月、何も無く淡々と過
ごしている方々とは有益はありません。頑張って下さい。
・いわね大橋の一日も早い開通を望んでいます。
・健康維持の為、夏（５～１０月）は夜、武道館の周りを散歩コースに入れていますが、昼
間は屋外トイレが空いているのですが、夜は閉まっています。武道館の終了時間までは使用
できるようにしてもらえないでしょうか。；
・除雪、いつもきれいにしてくれています。今年もよろしくお願いします。
・前にも書いたけど、町を良くするのはいいけど、町自体、街灯もないところや暗い道も
あって危ないよ。
・東小、遠小付近も交通指導員はいるけど、ここに手押し信号あったらいいなって思うとこ
ろあるけど、何年もついてないし。
・コスモスも網走の方がきれいだよ。アピールするなら、もっときれいにするとか！花も咲
いてないし、何もない所には行きたくないよね。
・いわね大橋の完成時期は？
・代行タクシー制度は？
・瞰望岩の上の整備は？公園等
・キャンプ場の設立はやってほしい
・瀬戸瀬・丸瀬布・生田原以外に検討も必要なのでは？
・ドッグランを作ってほしい（新道の駅、願望岩、河川地域）
・遠軽の花は何に。町民で整備しましょう。（イベント内でもいいのでは）
まず、総合体育館はいつ修理するのですか？？
アリーナに雨漏りしていては大変危険だなと感じます。利用する人も多数いる施設なので早
めに修理の必要性があるのではないでしょうか。
あとは子どもが遊べる場所があまりにも少なすぎます。紋別の”流氷公園”のような場所が
えんがるにあっても良いのではないのですか。
地域おこし協力隊で採用された方は、どうして長続きしないのでしょう？本人の都合もある
でしょうが、協力隊員としての魅力がなかったり、３年後のビジョンが描けないからではな
いでしょうか。協力隊員が終わったあと（３年後）、定住も含めた方策（対策）が必要だと
思います。
町長選挙・町議選がないのが町の活性にかける。
公営住宅以外の賃貸住宅は家賃が高い。町からも補助がほしい。
遠軽がよりよい地域になるように祈っています。
町長以下、役場職員一同に感謝します。
ファストフード店がほしい・・・。（すき家等）
普段なにげなく使用している電気等のライフラインは災害に供給停止となった。ブラックア
ウトは今まで経験がなかったことと、情報の乏しい時間は一層不安になりました。
NHK,STV,HBC等ラジオの放送を聞けるようにお願いしたい。
遠軽町。縁がある。円がある。このネーミングをもっとアピールできれば
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町営住宅に関する意見・・・
今現在簡単に離婚をする人が多いと思います。養育費等で生活水準を下げざるをえない人も
いると思います。町営住宅を希望しても所得額で入居募集すらできない人がいると思いま
す。色々な環境で生活している人が多くいるのも現実だと思います。離婚率が増加している
現在、男性（一般的？）が養育費等で生活困難、再婚もできない。そこで、もう少し費用等
で生活ができない等を含めて算出をし、所得額だけでなく様々な費用等（養育費等）も考え
ていかなくてはいけない現実、現在なのではないでしょうか？
遠軽在住の生活保護をうけながらギャンブル等をしている人も見かけます。もう少し生活保
護の方の見回りをしてほしいです。
制度を変える事は大変な事ですが色々あると思います。頑張って下さい。将来、未来のため
に願います。
（文面が雑ですみません）
・先日のブラックアウトの時の街の対応（なぜ停電しているのか知らない人も多く、車での
パトロールで町中を回ってほしかった。
・これから冬になり高齢者の除雪について町の考えは・・・（シルバーの人を使用すると
か）
・空き家の草刈りについて（公住など）
・町づくりを町全体として考えるのであれば、不便な場所であっても。資源として、人の交
流や建物の活用などを考えてほしい。
・いついっても活気のない支所、挨拶のできない職員、残念ですね。町づくりは人づくりか
ら、足元から見直してください。
・9月の全道ブラックアウトの後の今後の取組みなどは考えられているのでしょうか？各家
庭で準備や用意は必要だと思いますが、家庭用太陽光パネルや風力発電などの設置の提案や
補助金の充実など考えてほしいです。
・今、この時代、町営住宅から町営住宅に「住み替えができない」なんてナンセンス。家族
構成に応じて住み替え（町住から町住）が出来る様に変えるべきだと思う。この問題は取り
上げてほしい。なぜできないのかも理由が知りたい。前に建設課公営住宅担当に聞いたが良
くわからなかった。
・少子化が進み、又、独身者が多くなっているこの時代、合葬墓は絶対に必要なものだと思
う。合葬墓は今すぐ建設すべき！遠軽は遅れている！この事も役場に話したが今だ何も聞こ
えてこない。誰に、いつ、どこで言えばよいのでしょうか？
・福路団地からプールに行く道路に一時停止の標識を立ててほしい。今のはってあるのでは
見落として危険だと思う。押しボタン式の信号機がほしい位。どんどん団地も立つし、通行
人（子供、老人）も増えるので今すぐ考えてほしい。事故が起きたら誰の責任？
自分も含めてですが、遠軽町を活気のある？町にするには何ができるのだろう…という意
識、町民１人１人が持てるようになるといいな…。
高齢者は別として若い人達が…。たとえば町の商業を活気づけるのに町の商店で買物をする
（旭川・北見に買物行くのが普通なんてダメですね。スキー用品だってタイヤだってイヤだ
けど町内で買うべきですよね。）とか、他町村に行く時は（おみやげに）町の数少ないケド
産物を持参して宣伝するとか。
大きな町政は代表の人に行っていただいて各部門でこまかい所は町民が意識できるような形
で（町のためにこれするか、みたいな意識）取組みできるといいですね。
様々なイベントがあり、満足する所もあります！少しでも遠軽町が住みやすい町になればと
願っています。
秋の大規模停電で生田原地区のテレビが半月ぐらいで見れなくなりました。今はワンセグな
どでテレビが見れるので（スマホ・カーナビ・携帯テレビ）停電しても情報が得られる様
に、自家発電機を用意してほしいです。
・遠軽町を活性化させるためにも、高規格道路をもっと有効に使って、遠軽に人を呼び込む
ような事をもっと考えてみる必要があると思います。若い人の考えや声をもっと聞いて遠軽
町に若い人達が集まって来る町になってほしいと思っています。
・コスモスだけに執着するのではなく、違う事でも人を集めることを考えて、本当に縁があ
る町、遠軽にして行きたいものです。この言葉をもっとアピール出来る事を考えては。
日頃、町民としてお世話になっています。町民アンケート、高齢者の事は上げていません
が、遠軽でも私を含めてあちこちで此れからの高齢者の話が出ています。たとえば大きな施
設を願っています。よろしくお願い致します。
道路の問題です。雨が降ったあと、町の方（係の方）1度道路を見て頂きたい。家の前など
水たまりが出来大変です。
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・親類が来ても見せに連れて行ったり、その後、食事ができたりする施設が無いので、わざ
わざ北見に行く事がほとんどです。幼児から老人まで楽しめる所が無いのは残念です。
・わざわざがんぼう岩まで行かなくても街中で見たり寄ったりできる所があればもっと遠軽
町にも魅力が出てくると思います。
・いわね大橋だけでなく、学田と東町を結ぶ橋もできればいいなあと思います。冬の通勤時
にどれだけ混み合うか、怖いです。
・燃えるごみの仕分けが楽になり、持参する回数が増えた。これはありがたく感じます。
地方からこちらへ引っ越しされた方が、「遠軽はすきじゃない、合わない」と言っていたの
で、理由をたずねると、役場に手続きに行った際、窓口には人はいなくて離れた所で職員同
士話をしていて対応に来てくれなくて、対応したらしたで無愛想だった、と申しておりまし
た。そちらも忙しくいろいろあるでしょうが、町民としてはとても残念な気持ちになりまし
た。
それと遠軽はアパート代が高いですね。とも。この事は役場とは関係ないかと思いますが。
遠軽はとても住みやすいいい町と思いますが、観光に魅力が全くありません。日本一の規模
と誇るコスモス園に花咲いていますか？アンケートを良くとっているが、若い世代のいい活
きた意見が反映されていないのはなぜですか？コスモス園をそもそも作るとき若者の意見を
聞きましたか？年寄りの考えで実行しているなら、言わんこっちゃないといわれても仕方な
いのでは。新しい考えの全く出てこない議会にも懐疑的です。議員報酬が高すぎると思う。
今回のアンケートになぜそれがないのですか。アンケートをとるだけとって終わりにしない
でくださいね。
公共施設の新設が多過ぎます。合併特例債・過疎債云々ということでしょうが、全額補助で
はありませんし、維持費までも補助対象ではありません。すべて認めない訳ではありません
が、財政収支とのバランスです。施設は完成直後から老朽化が始まります。更に、5年後10
年後の町を考えると増々人口減少が進行します。持続可能な行財政運営等の議論はなされて
いるのでしょうか？施政方針でも余り触れていません。議会議員には期待できませんので、
町長と若手職員有志に頼らざるを得ません。気持ち良く納税する為にも頑張って下さい。
58年も住んでおりますといろんな所が目に入りますが、これも時代の流れでしかたはありま
せん。
①よく言えば旧遠軽小学校を使い道を考えてほしいです。
②これからの若い人たちのために子育て、教育、それに運動ができる、考えてほしい
③保育所を1カ所にまとめては。のびのびと遊べるように考えては。
④年とともに不安があり我子にたよる事は出来ないと思う。親として、北見、札幌にできて
おりますが、遠軽にも合同墓が出来ればと思っています。
・西町の遠小跡をどうにかしてほしい。あまり良い感じがしない。
・町の中の国道沿いをもっと明るい雰囲気にしてほしい（花を飾るなど）。
・明るい未来があった町だったはずですが、年を重ねるごとにどんどん暗い日常になってき
ているように思います。少子高齢化にともない、色々な問題が出てきていると思います。す
べてが繋がっています。1つ1つ別々に考えるのではなく、一緒に団結してやっていかない
と！新しいことも取り入れ変えていかないとダメだと思います。昔のままでは何も変わりま
せん。
・子育て支援について、講座や講演も必要ですが、個々の問題にも耳を傾け相談や話を聞い
てもらえる所を希望している方もいます。気軽にとなりのおばさん、おばあちゃんのような
人も必要では。
・空家、空き店舗が多く目立ちきれいな町並みを取り戻してほしいです。
国道に商業施設があり、明るい道路になると良いと思います。生活するにはとても住みやす
い町なので、今後も継続して欲しいです。冬の除雪はとても上手で、道内の出張が多かった
経験の中で一番良いと思いました。知名度は高いと思いますので、もっと広めて良さを知っ
てもらっても良いのかなと思います。次世代に続く町づくり心より応援しています。
がんぼう岩、太陽の丘、コスモスと色々あるが、いまいちまとまりがなく中途半端な気がす
る。次々に色々とやる前に、そのある物の活用するべきではないかと思う。一体、何を目指
しているのか、どういう町にしたいのかがわからない。子供の医療費等ももう少し考えてほ
しい。
・運動施設の充実は良いが、小さな子供達の遊ぶ施設が町内に不足していると思う。
・花火大会等、町内の行事なども、子供、孫が帰ってきて一緒に観られる時期にやってほし
いと思う。
・橋を早く直して下さい。
・遠高生もバイトできるようにしてくれるとより商業が活性化すると思います。
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このたび、アンケートが我家へ届いたことに感謝します。
・ロックバレーの方向に道の駅ができますが、遠軽駅にきれいなトイレがあれば（できれ
ば）ありがたい。駅前のパーキングにはいつも同じような車が止まりたまに行った者は駐車
できません。
ゆったりしたトイレのある所に人も車も集まります。遠軽では、ハトヤパン屋様のむかいに
小公園がありますが、暗くて自動販売機もなく誰かに見られているような所でひと休みはで
きません。トイレ＋パーキング＋縁＋町なか
・瀬戸瀬温泉のお湯は最高なのですが、トイレがきたない。ジュータンもきたない。照明も
暗い。ロビーも暗い。お休み処もきたない。直してください。温泉前にあづま屋を作って休
み処を外に作ってください。お願いいたします。予約をすれば、お弁当も届けてくれるシス
テムもお願いします。瀬戸瀬温泉は最高です。遠軽宝です。
遠軽は住みやすい町だと思います。よりよく住みやすい町になって、町民が増えればもっと
いいなと思います。高齢化も進んでいますが、若い人が元気な町になったらいいと思いま
す。
体育施設（例：球技場等）は、他町村より立派なものばかり充実していると思います。もう
十分です。今後は、６５歳以上高齢者が多くなります。福祉の方に、力を注いで頂きたい。
（１）早く作って欲しい。センターの建設を大至急に。
（２）イベントが少ない。盆踊りは1回限り、雪まつりは廃止となる。全く怒りがある。盆
の踊りは4回位、そして雪まつりは復活して欲しい。
（３）英語の教室（木）上級とか分けないで、初級も入れてやって欲しい。
（４）食堂、喫茶店が足りない。もっと作って欲しい。コンビニをもう少し増やして欲し
い。又、レクリエーションの施設が無い。
（５）店員で客に対する生意気な所がある。気を付けて欲しいものだ。
（６）遠軽の人口が年々少なくなっている。こうなると村の様になってしまうので、あくま
でも伝統を崩さぬ様に。
一人暮らしで自分の力が衰えて認知度が進んでいる方を見かけたりするのですが、これから
自分たちも心配な悩みです。対応の仕方、相談相手、町ではどの様になっているのでしょう
か。
後継のいない方で合同墓をまちでなんとかしていただきたいという方が多いのですが、検討
していただきたいです。
・せっかくコスモスのイベントやるのに、地方から来た人のために子供達が遊べる場所も、
食事できる場所も、泊まれる場所も無く、また遠軽に来てもらえるようにもっと利用できる
場所を作ったら良いのでは？
・命にかかわる病院をもっとしっかりしてほしい。
・ファミリーレストランみたいなのがあれば良いと思う
・親子で遊べる場所を作って欲しい
・母子家庭にもっと優しい町にしてほしい
・団地に住んでいる人に限って何台も車持ってたりして本当に困っているのかわからない。
ひとり親家庭、独居老人、優先に公営住宅に入れた方がいいのでは？生活保護世帯で親子で
受けている人（一緒に住みながら受けている）がいる。本当に働けないのかもっとまじめに
調べた方がいいんじゃないですか？そんな事してるからいつまでも働かないでいるんです
よ。
・せめて国道沿いのシャッター通り無くした方が見栄え良い。役場に用事があって行くと、
あんなに各部署に人がいっぱいいるのに「担当者がいない」って言われることがある。あん
なにいっぱい人いる意味ありますか？
・本当に町を良くする活動に税金を使って欲しい。視察も大切だろうが、今の世の中、現場
へ行ってみる事もないだろう。いろんな情報が入る世の中である。
・上手に税金を使って、職場（働く場所）を増し、人が町に残れる（若者）ようにしてほし
い。
・企業が元気になるような事を考えてほしい。町外の買い物者が増えている為、町の企業が
貧しくなり元気がない。
・病院の環境を良くしてほしい。特に小児科など町外の病院へ行く人が増え費用が増す。外
科もそうである。病院が町民のためになるよう、町も協力してほしい。
・遠軽の目玉産業を考えてほしい。人があつまる町になるように！！
少子化が進んでいるのに遊ぶ場所がないと人口が減っていくと思うので、イオンやゲームセ
ンター等子供達が遊べる所がほしいです。来年から消費税が上がるので、効率的に税金を
使って欲しいと思います。
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・道の駅の活用。
スポーツ－スキーのみでなく他のスポーツも（夏場）
町の案内・ＰＲ－例えば特産物（オホーツク）の特売日を作る
町民も気軽に行ける様に（町から離れている）
・医療、福祉
町に専門医が少ない（脳、整形外科、がん、心臓等）
老人ホームの定員増
・商店街の活性化、空家の活用
犬を遊ぶところ、ドッグランを作ってほしい。今は、紋別まで行っているが大変です。家の
中で遊んでいるが、ストレスがたまります。
この年になってまさか福祉のやっかい者になろうとは思ってもみませんでした。でも大変感
謝致しておりますが、しかし、この部屋はカビ、色々な虫だらけ。今でも殺虫剤をすって生
活をして、退院してからダンダン体調が悪くなっていっておるように思います。新しい団地
が１日も早くたってくれますよう希望するのみです。御無礼をお許しくださいませ。
・あまり関係ないことかもしれませんが、図書館の本の見直しをしてもらいたいです。古い
本ばかり。新しい本が入っても、「一体誰がこんな本を読むんだろう」という本ばかり。魅
力的な本が見つかりません。周辺の図書館（生田原・丸瀬布）の方がとても魅力に感じま
す。子供も「かりたい本がない」とよく口にします。何度も図書館に行きたい、本をかりた
いという様な図書館を目指してほしいです。
・高齢者ばかり、老人介護ばかりに目をむけるのではなく、もっと若い世代や４０代～５０
代の人たちにも住みやすい、魅力のある町づくりをしてもらいたいです。
・東町の橋（いわね）もとても不便です。もっと住んでる人の事を考えて下さい。遠軽から
人が逃げます。
・町営住宅の入居者がいない住宅の回りが雑草が多い。空住宅がでても応募が遅いのは、な
ぜか。
・安国地区のいこいの家は老人クラブがなくなり、利用者が少ない。入浴設備が有りながら
使用していないのでは、一人暮の老人が多いので活用しては。
・いこいの森の乗り物の利用料金が高すぎる（ゴーカート等）。無料で遊べるものがもう少
し必要
・一般開放（体育館）が少ない。（団体利用しかできないところが多すぎる）
・普段大人や子供が気軽に遊ぶことができるところがない。
・町民税は、この先私達の暮らしに大切です。有効に使ってください。町民税は多少高く
なっても仕方ないと思います。
・文化センターの新設は私達高齢者も待ち遠しいです。他の町迄は中々行けないのです。
・私達は勝手に「遠軽夢ホール」と呼んでいます。
・町で運営する老人施設を増やして下さい。将来安心して暮らせます様に
・車の運転出来なくなると町の中での買い物が不便です。町内バスの回数、午前と午後とで
一本ずつ増えたらいいと思います。
・将来この町が魅力ある町であります様に私達も考えてゆきます。
・ＪＲ石北線の廃止について議論されています。今後のメンテナンスを考えると維持は難し
く、利用者も減少していくので、代わりに旭川までのバスの増便が不可欠ではないかと思い
ます。3月には高規格道路が開通するので実現可能性の高い交通インフラを検討して欲しい
・道の駅の開店は、遠軽町の新しいシンボルとして地元の野菜や特産物などの販売など、地
元と観光客が集う場所となるよう期待しています。
なにをやっているか不明。すぐにやめろ！！
・虹の広場、ペット可にしてほしいです。条件付きで抱っことかキャリーだけ可とかでもい
いので。ぜひきれいな花と愛犬の写真をＳＮＳにあげたい人はたくさんいると思います。
・ふぁーらいとの跡をカフェにしてほしい。お茶飲むところが町の中にチロルくらいしかな
くて不便。
・自然災害も雨くらいで本当に住みよい町だと思います。働く場があれば若い人達も住んで
くれると思うのですが。帰って来たいけど、仕事がないってよくききます。福祉関係の施設
を作ったら雇用の場ができないですかね。
・ファストフード店などの飲食店を誘致できませんか？
・子供たちを無料で遊ばせる場所がほしい。
・町外から移住出来るように、子供が3人いる家庭には住宅補助が出るなど。
・他の町村で取り組んで結果が出ていることに力を入れてみてはどうか。
浴場に対する予算はないのでしょうか？遠軽だけですよね、ないの
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・箱物への使い方が多く、かたよっていると思う。遠軽町の学校は古い所が多く、使いにく
い施設になっていると思う。特に周辺校（生田原・安国・丸瀬布・白滝）は修繕箇所が多い
ように思う。せめてトイレは洋式にしてほしい。今時和式しかないのは問題だと思う。予算
の面もあるとは思うが、子ども達がこの町に住み、作り上げる担い手となるには、自分の学
舎はとても大切だと思う。学校や保護者から要望が上がっていることを、なるべく迅速に検
討して欲しい。
・もう一つ。早くいわね大橋を直してほしい。橋が通れないことで、町内の国道の渋滞がひ
どい。安全確保のためにも、ぜひ早く橋をかけなおしてほしい。
・コスモス園をＰＲしているようですが、あまりきれいには思えない。宿根の花をメインに
して進めた方が株も大きくなり、年にステキな花が咲くと思います。（費用も安くなるで
しょう）この際、コスモスにこだわらず、町民の意見を再度アンケートをとり意見を聞いて
みてはいかがでしょうか？
・個人的にはアジサイを主流にしたお花も良いと思う（株分けが簡単、種類が豊富）
・春、夏、秋と季節の花が、いつも咲いているのも良いでしょう。春はスイセン、チュー
リップ等からスタートし、夏はアジサイ、ユリ、リナリア等いろいろありますよ。
・北海道をフラワーislandにしようとプロジェクトが数年前に立ち上がったと聞きました。
それと連動できるようには、ならないのかな？
・町内会が高齢化して大変な状況になってきています。広報も町内会で配布するのも増々困
難になってくるでしょう。町内会頼りにするのではなく早目の対策を考えてほしい。（釧路
では新聞に入れてると聞きましたよ）
・連隊通りと書いてある道路（ＣＩＴＹの通り）の看板があります。戦争をイメージし不安
で恐ろしくなります。誰がいつ決めたストリート名なのでしょうか？戦争をイメージしない
名前に変更してください。
・いろいろな意味でやさしい町になるよう取り組んで下さい
・冬期の除雪作業について。町の委託除雪業者が降雪時の除雪の際に各家庭の周囲に残され
る雪が多く、特に路面状に固まった雪を削って残された雪は非常に固く重く各家庭で片付け
るのに難儀しています（高齢者も若者も）。もっと各家庭の周囲に残される雪の量が減るよ
うな除雪を望みます。
・特定健診等受診時の健康保険証の確認について。過日、特定健診を受信した際の事です
が、受付・会計・身長測定・体重測定・血圧測定を済ませた後、問診時に健康保険証の提示
を求められた際に”何故、提示が必要なのか”尋ねたところ”以前、健診時に受診資格の無
い方が受診された事が有ったから確認のためです”との答えでしたので、その時は成る程と
思いましたが、自宅に帰ってから考えたら、問診時の確認ではすでに受診資格がない方が受
診していますので、健康保険証の確認は受付で行うように改めるべきと思います。
生田原の水洗トイレの補助について、林町長の時に水洗トイレは絶対に無いといったので、
我家は自費（200万円）で設置しました。近年水洗トイレにし家はタンクや検査料などが町
が出している状態です。個人が年1回の検査料と年3回の浄化槽の検査料が毎年かかります。
不公平だと思います。年金生活になり出費が多すぎます。なんとか補助をお願いします。
・西町３丁目の街路樹は秋になると落ち葉も多く不要です。毎年枝切りを繰り返しています
が、コストの無駄です。伐採してください。西町２丁目のように樹木のない見通しの良い通
りにして下さい。
・町内循環バスの時間割を見直してください。もう少し使いやすい時間の検討を期待しま
す。
将来の町づくりのため考えて下さり感謝致します。年となり社会参加の機会が少なくなりが
ちな生活となりました。お互いに介護生活となりまして、町にお世話になるようになりまし
た。新しい住みやすい建物が出来る事となりうれしくもありますが、年金生活者としまして
は、高い料金での参加（高齢者センター：古くなりなくなる）木工が別になるなど不安が多
く前が見えません。うわさだけ先行状態で不安です。高齢者が増える中で、若者が入り年寄
りが疎外される心配などです。あまりお金がかからなくて一人で参加出来る事があれば最良
です。集団で群れるのは苦手です。お世話になるようになって遠軽の地に来ました。少しず
つ町のことがわかりつつで社会参加出来る場がありうれしいかぎりです。年を取ってから長
く生きる事の大変さ、お世話になる事のありがたさに感謝しております。これからも赤ちゃ
んから学生・大人・老人と住みよい町になる事を望みます。望みとしては、学校の充実・病
院の充実（一部衰退している）・生活（道路）等、人口が少なくなりつつで店の衰退心配で
す。若い人が働く所がたくさんあるといいですね。みなさんに期待大です。
身近な街灯、道路の補修（歩道のデコボコ、街灯の球切れ）などに予算を入れてほしい。
宿泊施設をふやす事に力を入れてほしい。（合宿、大会等で泊まる所が少ない）
91

自 由 意 見
遠軽町に住んで２年になります。まだまだ町の知らないことが多いのだなと今回のアンケー
75 トを通して感じました。私も情報を得る努力をいたしますので、ぜひ、町で取り組まれてい
る様々な事業をより積極的に発信していただければと思います。
・町民センターがどのようになるのか大変気になっています。制約は多いと思いますが、福
祉センターより使いにくいということにならないように願っています。道の駅については、
あまり関心がありません。ハーフパイプについて、使える人が限られているとの話を聞きま
した。直営でも指定管理でも、特定の一部の人の利益になることのないような運営をお願い
76 します。
・非正規職員の給料をあげて下さい。介護でもどこでも。1人暮らし、自立、結婚しても大
丈夫なくらいになれば、町も元気になると思います。
・貴重な機会をいただいたので、勝手なことを書いてしまい申し訳ありません。パソコン打
ちするのだと思いますので、担当の方、ご苦労様です。
・本所と支所間では情報ネットワークが整備されているが、十分に活用されていない。農地
77 図等のダウンロードが丸瀬布支所では出来ていない。
・町が管理する道路・川の維持管理がなおざりになっている。
現在は何も関係の無い生活ですが、昔はＰＴＡとか、若い時き多くの事の経験させて頂きま
したが、今思う事、無駄な事は無かった事です。多くの事を学ばせて頂き、今は感謝させて
頂いてます。我身に関係の無い事であっても、見守っている町民も多い事忘れず頑張って下
78 さいます様に。80才になって、町にお世話になる事の多くなって来た様に思います。今は何
の協力もできませんが、心より感謝してる町民も多く居る事見守って下さいね。今回は何の
協力もできませんが、宜しくお願い申し上げます。肩も悪く、字の書くことも苦しく、乱筆
済みませんです
・民生委員の誠の役目は？
・町の自治会に加入していない人も遠軽広報や回覧板等の見れる様に。
・町民同士間の人間関係を密に。
79
・気軽に役場の職員の方々と相談出来る雰囲気を作ってもらいたい。
・一人住まいの高齢者及び身体障害者（一人住まい）の見守りの充実を図ってもらいたい。
・公営住宅の適正な家賃の検討（遠軽地区では特に高いと思う）
いわね大橋の早期復旧をお願いします。
80 町政全般については、良く出来ていると思います。町民のため、更に頑張っていただきた
い。
ゴミステーションでは、缶、段ボール、新聞などを自治会活動と称して、持ち出すことがま
81 かり通っているが、これは一部の人間の足しとする訳で、町で集めている大切な財源が、骨
抜きとされているのは事実である。やめた方が良いと思う。
今回、この様な経験をさせていただき、私は遠軽町の事を何も知らないのだとがく然としま
した。毎月配布される広報をパラパラとめくり、ゴミの日、検診の日など確認する位で生活
していました。
町から提示される事がらを受けるだけではなく、住んでいる人達がこんな町にしたいという
82
思いが町づくりになって行くのかなあと知らされた様な気がします。
今月からは町と町民達をつなぐ、広報をもっとしっかり読み込みたいと思います。まちのつ
うしんぼではなく、私・自分に対するつうしんぼを考えるチャンスをいただきました。あり
がとうございました。
下水道工事を進めてほしいです。平成も終わろうというこの時代、いまだにボットン便所な
83
んて考えられません。
・いわね大橋が通行できないので大変不便です。道道ですが、なんとか早い復帰を望みま
す。
84
・ことばの教室、遠軽地区だけでなく、丸瀬布や生田原にも設けてほしい。通うのが大変そ
うだ。
・道新「死後事務委託」～本別町での取り組み～の記事を読みました。とてもこれからの時
代には重要になってくると思います。
85 ・オホーツク管内「合葬墓」整備進む。
遠軽町ではどのように取り組んでいくのでしょうか。
・身近にいる生活保護者の生活がとても厳しい。町政ではないのでしょうが。
遠軽町の中心市街地が豊里地区に移るのではないか。道の駅開設となり、太陽の丘施設を豊
里に移設するのはどうか。交通網も良くなり駅には産物をあつかう店もでき花や散策コース
86
等を設け整備すべきと考えます。遅いですが、町民センター場所は狭すぎて大型車両等に大
変です。
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普通と答えたところはほとんどですが、身近な問題になっていないのでピンときてない現状
です。
・バス事業。瀬戸瀬温泉は水曜日が定休日です。水曜日を運休にして、日曜日の朝一運行に
してはいかがでしょうか？病院の通いで使う方ばかりでなく、買い物に日曜日出たい方もい
ると聞いています。
・遠軽町内の施設を観光化へ（バスを使って）。高齢化が進み、運転をやめる方が多いで
す。そこで町営バスを使い、例）一日コース①ジオパークとか見て②食べる（町内のレスト
ランなどで）③買い物（シティ、コープ）町内観光を地元で
・健康運動教室に参加している者ですが、週1回の開催にしてください。
・ジオパークの関連事業に参加したくても足がありません。町営バスを出してください。
・遠軽町は、上湧別町のようにもっと文化的な事業をしてほしい。1町村でするのではな
く、共同事業として行い、お互いに町営バスを出せないのか。
・Ｈ30年度の町民講座は、とても良かった。＜郷土の歴史を見つめて＞
・家庭菜園の始まる時期に1度、花作り、野菜作りの指導のような講座を（例えば、土作
り、病虫害等、遠軽地域にそった感じで）
失政がありありなんだけど。
そろそろ町名を変えよう！
合併から10年、ここ丸瀬布は2000人から1200人となりました。これを衰退と呼ぶ。一方、遠
軽地区のアパートの乱立は何？目の前で格差極まれり。
ＪＲはインフラだ！
町内だけでも鉄路を整備して、シューッと軽快な電車を走らせてくれれば、飲んでさわいで
酔っぱらっても帰れるのに。
「道有鉄道」の限界だ！
・子供を育てる世代が増えるように（生田原で言えば）、町外から引っ越し町内会に入会
し、町をよりよくするためにできることには協力し、ソーラーパネルをつける、何年は必ず
住むことなどの一定の条件をみたせば一戸建てを建てるお金を助成するなどすると少し通勤
に時間がかかっても良いと考える人はいると思う。
・お店を出したいという人にも一定の条件をつけ開店資金を援助したり。
・保育所も認定こども園で、幼稚園組も入れるようにし、運動能力の元となる体感を鍛える
取り組みを行ったり、サッカー、ラグビー、野球など専門の先生を時々よび、色々なスポー
ツにふれさせ、その子供が何かのスポーツで成果を出せば生田原いーなー、あの保育所行か
せたいな、って子供を育てる世代が増えると思う。
・生田原小学校の壁のいたる所がはがれてテープで補われているので張り替えてほしい。ゆ
かもワックスかけてほしい。子供は少ないが3階まであるのでもったいないが、ＴＶの有吉
ゼミのヒロミさんにお願いしてステキな学校に変えてもらいたい。良いアイデアで素敵にし
てもらえると思うし、町の良い宣伝になると思う。
・ちゃちゃワールドにごみ箱をおいた方が良いと思う。子供に来てもらいたいというのを感
じれない。大きめなアスレチック（クライミングとか色々。たとえるなら旭川のカムイの杜
みたいな）を使った方がよいと思う。
・遠軽町のホームページ見づらいです。
公園も少ないし、新しく建てているセンター？も車がとめにくい中心部だし、町民の意見が
届いている気がしない。道の駅もなぜスキー場なのか。ナゾがいっぱいです。かと思えば、
木楽館やラグビー・サッカー場？（ふくろ）はとても立派。福祉センターにおむつ交換台が
ない。未就園児を預けられない。兄弟や親の通院などに連れて行かねばならなず大変。1歳
の子を連れて妊婦健診受けに行ったり、歯医者に行ったり、想像できますか？ギャーギャー
泣くのをおなかにのせながら歯の治療したり、助手の方に見てもらっても吐くほど泣く。大
変でした。子育てしやすい町にしてほしいです。
・子供の無料医療費が遠軽町は3才までになっているが、他町村に比べると一番低いので
は？検討すべきでは。
・不妊治療を受ける人が多い。町でも考えるべき。以前に町議の方に伝えたが、国から補助
が出ているとの解答だったが、北見、旭川へ通うのも治療も保険適用しなく、自己負担も大
変！
・小さな子ども達が年間を通して遊ぶ場所が少ない。紋別の流氷公園のような年間安全で遊
べる場所があればと思う。
災害時に避難先に、障害者用トイレなどの設置など。
瀬戸瀬温泉の建物の改修をしてほしいです。無理なら、小さくて良いので、遠軽町内に銭湯
があったら嬉しい。
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・有効活用されていないように感じる建物。木楽館、げんき21、白滝文化センター、丸瀬布
道の駅、コミュニティセンター、スポーツセンター、太陽の丘公園、スポーツ公園（ソフト
ボール、テニスコート）など。
高い工事費をかけてつくられた施設が開店休業している物もあるように思えます。新しい建
物を作るのも良いが、今ある施設の有効活用をお願いします。（※いろいろむずかしい問題
はあるとは思いますが、町民や町外の観光客が集まるスペースへ）
・旭川紋別自動車道が延伸するたびに、町や道路沿いの店がなくなり、さびしくなっていま
す（比布、愛別、上川、白滝、丸瀬布）。道路ができて便利になりますが、過疎や地元の店
舗、企業がなくなってきています。又、札幌や旭川の会社に遠軽、北見が仕事をとられてい
るように思えます道路ができて恩恵をうけているのは、札幌などの大きな企業のようで、町
はどんどんさびれていっているように感じます。
・この町民アンケートについて。Googleフォームでアンケートを作って、短縮URLとQRコー
ド化して、広報誌や新聞広告に出して町民全員に回答してもらったらどうですか？また同じ
くQRコードをコスモス園などに張って観光客にアンケートを取るとか。お金かからないです
し、匿名回答もできるし、どこでも回答してもらえるし、若い人の意見も吸い上げやすいの
では？
・遠軽町のホームページについて。停電の時サーバーが落ちていましたが、一斉アクセスが
原因ならサーバーが弱すぎるので変更したほうがいいです。あと、ホームページ全体を
https化（SSL)して下さい。現在セキュリティが保護されていません。特にメールフォーム
は暗号化されていないので、内容が丸見えです。これは本当にダメなやつです。ホームペー
ジも古いデザインですし、スマートフォンで見にくいので全部一新してはいかがでしょう。
WHOISでドメイン情報見ましたが、有効期限2019年の7月31日ですよね？それに合わせて変更
したらいいのではないかと思いました。ただメールフォームだけはすぐ暗号化したほうがい
いと思います。
・災害対策について。要望です。内閣府防災ガイドラインに基づいた「遠軽町防災ガイドラ
イン」の作成および上記に基づいた避難所設営訓練の実施（特にペット同伴避難所、障害者
やストーマ保持者用トイレの確保、授乳対策）、災害時情報発信手段の複数確保。国内外の
観光客の被災時対応マニュアル作成。安平町のようなボランティア受け入れシステムの準
備。
・コスモス園について。せっかくなので春にもイベントをしてはいかがでしょうか。湧別の
チューリップと同時期に行えばその客が行きや帰りに立ち寄ってくれるのでは？大規模は無
理なので、コスモスの苗販売会とか、きのうちさんとかにも出店してもらうとか、花関係メ
インにしつつ、じゃがいもアスパラ料理とか。木工品販売とか。苗なら町民も買うので集ま
ると思うのですが。
・牛の匂い？堆肥の匂い？が酷すぎる。連日のように何処に行ってもこの匂いがして、心身
に悪影響すぎる。引っ越してきたことを後悔した。赤ちゃんの日光浴をしたくても外に出ら
れず、ビタミンDのサプリメントを子供に与えた。外に出ても、がたがたの歩道に何もない
公園、子供を育てる環境ではないなと肌で感じた。高校も進学を望むなら町外。交通費また
は生活費が余計にかかる。将来性のない町だ。
・町内バスが難解すぎる。どこに向かっているのか乗っててドキドキする。もっと分かりや
すくならないのか。あと、運転手の昼休みは交代制にできないのだろうか？煙草を外で吸う
のもやめてほしい。
・役場が煙草くさい。全面禁煙にすべき。
・町内会で”社協費”を強制徴収される。別途で。理解できないけど払わざるをえなく、納
得できない。
・不審者が多く不安である。もっと行政的に対策してほしい。
・ゴミ処理場は日曜日も営業してほしい。
まずはこの自然の凄さがブランドでもある事を見つめて、星がつかめそうな街プラネタリウ
ムでお金を払う東京の人間もいる中、ステキな所に住まわせていただいている感謝を忘れな
ければ。企業誘致、農業、林業のブランド化。生きる基本となる食の見なおし。安彦さんの
活用、鉄道ヲタクからの観光の方向性、がんぼう岩と色々な縁、艶、延（えん）がある神社
とのコラボ、予約制マイクロバスタクシー、色々とビジネスにつなげ、雇用を見なおし（待
遇改善）も大幅に変えればマスコミからの取材からの遠軽町の町の注目度が変わると思いま
す。
利便性のみに力を入れるのではなく、地球のためになることも組み入れてほしいです。本当
に必要な事だけにお金を使って欲しいです。地域の住民との太いつながりが大切だと思いま
す。
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・無作為のアンケートとあるが、毎年来ている。本当に抽出しているのか。
・前回の町議選、選挙にならなかったので、議員定数を減らすべきだと思う。ちゃんと活動
してるか分からない議員はいらない。
・総合体育館の雨漏りはいつになったら直るんですか？屋内で一番大きな建物で利用率も高
いだろうに早急にどうにかしてほしい。
・町の行事に役場の方がもっと積極的に参加された方が良いと思います。祭りなどの盛り上
がりに欠けると思います。（人が少ない）
・東日本震災の時に節電のために消された外灯がありますが、今もつかないままです。町は
ずれの地域では外灯がないと夜は真っ暗になります。人の住んでいる所では防犯のことから
も、外灯をつけていただける様、町でも考慮していただけませんか？町はずれに住んでいる
から仕方ないではすませないで下さい。
今年夏は、大変暑い日が続き、ハチが多くみられました。スナバチ、スズメバチと大きいの
が家に飛び込んできました。役場の人に来ていただきましたが、たしかに、私たちのアパー
トの前は人の住んでいない古い家がたくさんくずれかかってきみの悪い風景です。その中に
きっと住みついていると思います。家の中で7匹のスナバチをとりました。1日で。形の見え
ないハチの巣、本当にやっかいなものだと思います。窓など開けたら、そして玄関の戸を開
けるとそくざに入ってきました。どうにかなかないとのこと。夏のこわい思い出。外に出た
時、ハチにおそわれました。今年は今住んでいるアパート、お風呂が古く、左の足を高く上
げることが出来ず、お風呂で右足すくわれ、スッテン良く、骨折れることなく、今はやっと
つかまり気を付けて入ってますが、つかれますね。今年、良くないから、来年住宅が当たり
ますこと、神様に祈って失礼致しました。運の良い人は、あたり運できまる事にとっても許
されません。今は、年金生活、いつまで生活できるやら。毎日の生活につかれております。
高規格道路が早く遠軽ＩＣまで延伸してほしいです。文化センターが一日も早く着工できま
すように。
公住に入居して３３年になりますが、その間一度も中に入って、見ることなし。点検もなし
と言う事です。
町出身の著名人の活用や顕彰を考えてもらいたい
この度のような（ブラックアウト）時の公共施設、老人施設等の緊急電源装置確保を望みま
す。

たくさんのご意見ありがとうございました
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