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容については、その一部または全部の掲載を控えさせていただきました。
○「自由記載欄」に記入していただいた内容については、項目ごとに整理区分して掲載しています。

質問

１

エネルギー対策事業

番号
満足や不満の理由、その他ご意見
1 原発に頼れない今、大変いい事と思う。
2 現時点で自分に関していないが、必要な事と思う。
3 自宅を持っていないから
新エネルギーの普及はぜひとも今後重要になってくる。本事業はまずスタートとしても大
4
変いいのではないか。予算の使いみちとしては、すばらしい事と思います。
5 住宅新築の予定がないから
新エネルギー普及への説明等が不充分と思われる。もっと地域毎説明会を実施し普及に力
6
を入れるべき。
7 特別な個人でなく、町民広く対策すべきだ
8 助成を受ける予定もないため、特に重要でも満足いくことでもない
9 あまり重要性を感じない
10 助成のおかげで、太陽光を設置しました。8年目
11 特に関係がない
12 町内業者に限ることは本当に必要か？
今さら次世代の継承とかいっても遅い。他の環境問題もあるのではないか？新築する方は
13
それなりの予算で建てるので助成は必要ない。他の環境問題について考えたほうが良い。
14 重要だと思うが、費用がかかる。生活に余裕がない。
15 現在ある資源の重要性を考えて
16 まあまあかな
17 家庭における満足。只将来の原発の事が知りたいです。
18 住宅を建てて３０年がすぎ、今さら設置をのぞまない。
19 一部の人の優遇措置になるから。
20 一部の者にしか適応になっていない（高所得者）
21 新築と既存の差はなに？
22 新築住宅のみが助成が多いのは不満（太陽光発電）
23 転勤族のため、恩恵がない。
24 ペレットストーブ購入1/2は良いが、家庭用は音がうるさくてだめだ。
25 利用したことがないので、特に何も感じない。
26 他の市町村とくらべて適正の額ですか。
27 住宅の新築予定がない。
28 新築だけでなく中古の場合も考えるべき。
29 若い人が同町で暮らしていくための助成には必要に思う。
30 助成があると設置が検討出来て良いと思う。
31 税金を投入するにあたり不要かと
32 自然エネルギーを使うのは必要だが、コストに見合っていない。
今現在直接的には関係のないことなのですが、将来を考えると、とても良い事業だと思い
33
ます。
国のエネルギー政策の変動が激しく、太陽光発電のメリットが薄れてきており、住宅用太
34
陽光発電の放置は、家庭にとっては、必ずしも良くない状況もある。
（生活に余裕のある）特定の個人への補助となるケースも多いと思われ、不要ではと思い
35
ます。
エネルギー対策よりも、少子高齢化対策のほうが急務であり、医療も含め多額の費用を投
36
じるべきだと思います。
37 住宅新築時に助成を受け大変助かりました。
38 地球温暖化等に有効
39 助成が過大な様に思います。
40 既存住宅に補助を手厚くしてほしい。
寒い地域だからストーブなどは大事だが、太陽光発電やペレットストーブが家にないから
41
わからない。
太陽光発電は、電力会社や国の施策によって不安定な部分がある。設置にお金を出せばい
42
いというものではない。
太陽光発電システムの設置は、新築でも既存住宅でも設置費用は同じなので、なぜ差をつ
43
けるのか。
44 自分も助成してもらいました。
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１

エネルギー対策事業

満足や不満の理由、その他ご意見
限られた自然との取り組みは、一人一人が考える大事な事。町でも新エネルギー普及のた
め、太陽光発電システムを多く設置しているのがわかる。
太陽光発電は、新設から数年間は維持管理のコストも軽く、それほど負担はかかりません
が、ある程度の年数を超えると負担増につながるケースも多く、必ずしも有効とは限らな
い。
助成してもらっても、設置するだけの費用の余裕があるのだろうか？他のことにお金を
使ってほしいと思っている人が多いのでは？
自然にはやさしい取り組みだが、実用的に、ペレットストーブは使用しづらいです。知り
合いが使用しているので。
古い住宅のリノベーションやリフォームの際に、助成がもらえるようにしてほしい。
取組として若者達には有効かも。老人達には関係のない感じがします。
費用対効果に疑問
助成すらない市町村がある中で、遠軽町は金額的にも高額な助成をしている。
自分で電気が作れて、それが町の予算になることはとても良いと思うから。
助成金を増やして多くの人が利用できるようにした方がよい
既に持ち家があり、この取組には関係しづらい。もっと広い範囲の人が利用できる事業を
考えてほしい。
普及率がまだ低い
太陽光システム、ペレットストーブの普及は低く、助成等余り町民に対しメリットは少な
いように感じます。もっと普及しやすい、購入しやすい方法、アイデア、助成が必要と感
じます。購入金額の元値が高額なのも普及の低い原因です。
住宅用太陽光発電システムに大変興味があり、設置する家屋が増えることはとても重要だ
と考えます。町の予算がもう少しあればと思い、やや不満とさせていただきました。
新築ももう考えていない
新築する予定もシステムを設置もできない環境にいるため
ペレットストーブが、何なのかさえ分かりません。
設置する環境にない
我が家でも助成を受けたから。
地域住民ではなく、町内の事業者に対してというところがわからない。
太陽光発電については、自家消費というより売電が主なため、受益者負担の原則ですべ
き。
高齢者の年金生活の中で、太陽光発電の設置資金繰りが難しいと思われる。
歩道橋の点灯する時間（タイマー）のこまめな調整が必要。福祉センター、まだ明るくて
も街灯が点灯している。太陽光発電による街灯を増やしてはいかが！設置時には費用がか
かるが、維持費は縮小されて好都合。設置は、市街地を除く郊外を重点に。
環境にやさしいとは言っても、どれほどの効果があるのか。個人や会社に税金を使うのは
おかしい。買える人だけが恩恵あるだけ。
省エネ、自然環境保全のための取り組みの奨励は賛成ですが、これに対する助成はいかが
と思う。世界的規模での問題でありますが、個人的な生活に関する問題でもあり、個人の
意識のあり方の問題でありますので、金銭的による奨励には疑問も感じえない。助成に
よって町に潤いを生じるなにかがあるのでしょうか、町の発展、活性化に取り組む方面も
附帯的に考えてください。
町内業者にお願いすると、いくらぐらいで太陽光発電システムを設置できるのかによっ
て、満足度が変わります。
私も以前、助成を受けたから。
自然環境の取り組みの強化をさらに期待します
設置した後のことをよくよく考えてみて下さい。自然の一日の流れで暮しをたてる事を一
番に考えるとむだな電気を使わないことが自分自身に身に付くこと一番かんようである
設置資金のある人には、優遇されていると思う
街中は明るくて防犯上は良いが・・・
燃料代が安定していない。
まだ機会がないので実感できません。
１件づつするのは税金のむだ使い。理由は高齢化して相続人がいない場合はどうするんで
すか？その分まとめて町で太陽光熱を作るのには賛成です。
蓄電システムに対して助成があったらと思います。
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質問

１

エネルギー対策事業

番号
満足や不満の理由、その他ご意見
80 新築と既存住宅の差は何ですか？
81 太陽光発電の装置耐用年数終えた後のリサイクル（廃棄）方法が明らかでない点です。
収入に余裕のある人しか設置できないので、それぞれの収入で助成する金額を決めてほし
82
い。
83 購入できる生活環境の人だけの事業だから
84 自身が新築を建てた際、助成はありがたいです
85 ペレットストーブの助成で、普及しているのでしょうか？
86 石油に依然として依存していて、温暖化対策に取組本気度が感じられない。
87 少ない財源の中で必要かと思う。
88 知ってはいるが、自分に関係ないので興味がなかった。
89 各個人に助成する必要は無い。私達税金から出すこと無いように。
90 新築の場合だけでなくリフォームや機材の全取替えなどの場合も検討してはどうか。
設置費用が安くなってきていると聞いていますが、今後はメンテナンス費用の助成にシフ
91
トしていくと需要が増えていくのではないでしょうか
92 ペレットストーブ普及しているのですか？
93 代替エネルギーはコスト高。原発の普及こそ大切だ。
94 町内事業者での新築住宅の件数を増やす対策が必要
95 設置してないから
96 ペレットストーブの利用件数に付き公表してほしい
97 新築でなく、屋根に取り付けられない。煙突がない
町外の業者で住宅を新築しました。当然助成がありませんでした。町外でも助成があって
98
もいいのではないかと思います。
99 その様な事より病院等医療を充実させて欲しい。
100 現状況で新エネルギーに交換できない。年金生活では無理です。
エネルギー対策は、将来に向け重大な課題と考えますので、もっと力を入れてやってほし
101
いです。
ペレットストーブは値段が高いですし、太陽光発電もこれからの買い取り価格が安くなっ
102
ていきそうなのでムリに使わなくてもいいです。
太陽光・風力・バイオマス・小規模水力発電があり、もっと、工場熱利用・バイオマス利
103
用しても良いのでは！
104 助成をうけることがないと思う。
このエネルギー対策事業を始めて何年経ちますか。このシステムを設置していい結果がで
105
ているのでしょうか。その状況を知りたいですね。
必要性は理解しているが、他人への補助制度であるならば町全体の予算状況からして、ま
106 だ優先すべき事業があるのではないか。（例：高齢者の福祉の充実、介護の予防支援等）
エネルギー対策事業7,759千円→高齢者福祉・介護予防支援6,063千円
どちらかというと、住宅新築等の時に限られている気がする。もっと年齢を問わずに利用
107
できるエネルギー対策を希望します。
108 町の財政が大変なのに「金」助成等々が多すぎる。
109 今は自分には必要でないから。
ペレットストーブの普及に工夫してほしい。建設会社や電気屋さんを通じて、もっと身近
110
なものになるといい。
111 新築と既存で差をつけるのはおかしいと思う。
112 環境の事を考えたら、良い事業だと思う。
商売をしていますのでエネルギー（電気・暖房）は重要です。年々値上りをしており、大
113
変不安に感じております。
新築住宅や既存住宅に設置するのは、個人の予算で助成は必要ない。少数の町民だけが利
114
用している。
115 ペレットストーブ必要性をアピール。
116 事業としては良いと思う。道と国もやるべき。
117 そんなに効果がないような。
118 取組の主旨から、補助金支出上限は妥当と考えてます。
119 恩恵を受けていないため判断できません。
120 対象者が狭い。
121 既存住宅の助成を増やしては。
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１

エネルギー対策事業

満足や不満の理由、その他ご意見
いつの間にか、空き地や畑etcに太陽光発電が設置されているが、自然環境破壊だと思
う。住宅用の太陽光発電も台風・暴風・豪雪etcの破壊に耐えられるか？ソーラーパネル
の会社も倒産が続いているようですが、今後どうなるか？
新築出来る人には良いが、新築したくても出来ない人には何もメリットがない。
自然エネルギーが環境を汚さず必要だと思います。
条件が不公平。→新築・ストーブを取付出来る家。太陽光パネルの寿命が来て、リサイク
ルor廃棄物処理としてのお金がかなり掛かると聞きます。ＣＯ２も出るそうです。
重要だと思うけど、もともとお金がある人しかやらない事業という感じです。
「省エネルギーの取り組み」については評価しますが、ペレットストーブについて良く分
かりません。もっと詳しい情報を。
環境対策に有効。
広報等に記載されていたのかもしれませんがペレットストーブを購入し設置する場合1/2
を助成する等の情報は知りませんでした。町民に浸透されているのか疑問に思いました。
工事を行う人には良いことだと思う。ただ、日影で日が入らない家やお金がなく工事でき
ない人には関係ない。
年金高齢世帯一戸建に住んでいるので、今更、住宅リフォームなど考えられないので「普
通」としましたが、これからの人達には良い事業だと思います。
もう少し踏み込んでリーダーシップをとって、新築する場合は、太陽光発電システムにす
る等の町独自の政策を実施する。せめて町営施設は、自然環境に配慮したものにする。
１．事業に対しては、重要であるが助成方法が非常に不満である。
２．町内事業者での住宅新築と既存住宅での設置に対しての助成金額が同一ではないのは
公平でなく不満である。
ペレットストーブについて。灯油に比べて燃料費は安いのか又、掃除（燃窓）等手入れの
方法等に感心が有ります。
町民全体で考えると実際に利用している人が少ない事。
電力の買取制度が今後不透明である。さらに費用対効果が小さ過ぎて意味がない。町営の
太陽光発電所を作るなどの思い切った事をすべき。
家をたてた時には事業なかったので不要。今から設置するメリットがわからない。
ペレットや太陽光発電以外にもエネルギー源はあると思う。なぜそれらに限定されている
のか疑問。他のエネルギーに対する助成の検討も進めてもらえるとうれしい。
事業内容は評価できる。利用者が増加するための取り組みを強化すると尚良い。
ペレットストーブの助成は良いが、ソーラーは設置に費用がかかり、低所得者には手が届
かないから。
助成金をもう少し増やして多くの住宅が設置できる様にしたらいいと思う。
地球温暖化が進む中、再生エネルギーの促進の為必要と考えます。
私は設置していませんが、これからの若い世代でたくさん設置を勧めるため助成を行って
下さい。
築２０年過ぎの住宅には関係ないと思ってしまう。
満足はしております、もう少し若ければ太陽発電、ペレットストーブを使いたいと思いま
した。
中・高所得者の階層では非常に有効な施策と思われ、評価できると思いますが、それ以下
の階層では、何か違う特効薬はないものでしょうか。一様に悪ではないですが…。
太陽光発電は北電に売って、北電はそれを電気料に上乗せしている。そこに助成するのは
不満である。
まきストーブも助成してほしい
ペレットストーブが高すぎる。一般的に必要なのか？
環境の為にも町の活性化にも役立っていると思います。
町として「環境にやさしい新エネルギー」への取り組みが見えないのであまり普及しない
のではないでしょうか？
助成を受けられる事業が限定される。
一部の特定者に対する助成であり、もっと広い範囲の対策とした方が有効と考えるため
太陽光発電、設置しております
エントロピーの法則から。
今住んでいる古い家や古いストーブを大切に長く使うこともエコと考えます。家のリ
フォームの補助があったら良いのにと思います。
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質問
番号
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
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198

１

エネルギー対策事業

満足や不満の理由、その他ご意見
助成は反対。結局、お金のある人だけしか、助成の恩恵を受けられない気がして、不公平
のような気がする。
設置した住民にしかメリットがないため。新築、購入する予定もないため。
経済的余裕のある世帯に恩恵が片寄っているのは否定できないであろう。
個人的には新築、新規購入する予定がない為
太陽光発電は必要だと思います。
ペレットの袋が大きくて、場所をとるし高いので、ペレットストーブが良いと思わないか
ら。
もう少し啓蒙に努めてほしい。ハード面のみならず、ソフト面にも力を入れていただきた
い。知らない人が多いのでは・・・？
利用者の制限がありますけど助成してください。
良い取り組みだと思います。しかし、賃貸の人には関わりがない。
直接関係のない事だから…
ペレットストーブは実用的でない。
助成をすることはムダ。考え方を変えろ
ヨーロッパでは、生ごみの腐はいから発生するガス（メタンガス）をエネルギーとして利
用していますが。北海道では可能でしょうか？
エネルギー対策をしていないから。
町としての対策なのに個人に依存するものになっている。
現在持ち家ではない。
エネルギーの地産地消を進めてほしい。遠軽で作った電気を遠軽町で買い取り、使うシス
テム作りを進めてほしい。次は蓄電池設置も補助してほしい。
対策の効果をあまり感じない。
発電システム助成金が新築と中古の差がなぜあるのか。
我家でも既存住宅の太陽光発電システム設置の補助を受け、現在使用電力の全て太陽光で
まかなえており、いい事業だったと思います。
脱原発に向け増額を！
対策事業による効果がわからない。町としての推進するメリットは？
現在太陽光の助成をしてもらってますが、可能であれば半額を希望
助成してもらっても必要がなければ
どれだけ調和が出来たのでしょうか？
必要性が感じられない。
住宅等の新築を促進するには必要と考える。
エネルギー対策としてはもっと別のことがあるのではないかと思う。
事業としては良いと思うが、町内住民の資金や環境が揃う方しか該当しないと思う。購入
できる方だけというスタンスではなく、次世代のことや省エネルギーに取り込むならば、
町内事業者と町で購入、設置できる方を増やすことを考えた方が良いように思う。
新エネルギーを推進するのであれば、町営住宅などにも取り付けを行い、町全体でエネル
ギー対策に取り組んでいる姿勢も必要ではないでしょうか？
これからのエネルギー環境のためには、クリーンな環境として必要。
助成金額を増やしてほしい
太陽光発電施設の設置に対し、助成金のアップで普及を促してほしい
電気代が高いのでもう少し助成があれば良い
薪ストーブも助成の対象になればなお良いと思います。
太陽光発電を売電しないで、自給自足になったらいいと思います。もっと各自が太陽光発
電を付けやすくなると、よりエコな生活になる。
住宅を新築する予定もなく、将来は遠軽町から離れるので今なら太陽光発電をしても仕方
がない。ストーブも同様な考え方。エネルギー対策は遠軽町のみが行っても効果が少な
い。国レベルの問題かと…。
お金に余裕のある人には良いかもしれないが、低所得には恩恵がない
町からの助成は必要ないと考えます。
住宅用太陽光発電システムを設置して助成を受けた。
町内の特定事業者に税金が流れている。
融資を受ける時に、助成金の申請をすると融資できないと言われた。その場合は違う形で
何か受けられたらと思う。不公平な感じがした。
5

質問
番号
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210

１

エネルギー対策事業

満足や不満の理由、その他ご意見
既存住宅も新築住宅同様助成額にすべし
新築と既存で差をつけるのはなぜですか？普及させたい姿勢が感じられません！！
若い人も新築が増えるのを期待します。
公営住宅のため
太陽光パネルの製造には多くの電気エネルギーを必要とし、太陽光発電の将来性を疑問視
する専門家もいる。取り付け後のランニングコストも含め検討する事が必要では。
助成額が少ない
各家庭で試すことができる太陽光発電がある。折りたたむパネル、小型蓄電池、LEDライ
トなど。
ペレットストーブの普及は積極的に推進すべきです。
エネルギー問題については（全体としては灯油ですが不安定で大変です）国、地域で取り
組むことが必要と思います。
全額助成
工事費用がわかりませんが、助成金が高い気がします。
将来的な取組みとして重要だと思う
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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

２

道路橋りょう維持事業

満足や不満の理由、その他ご意見
雪の投げすてか、道路の端の除雪がきれいになっていないので、老人が雪捨ては大変と思
う。排水溝等が利用できればいいなと何時も思います。
もっと補修するところはたくさんあると思う。
瀬戸瀬東町の砂利道も年に１回位グレーダをかけてほしい。
道路の白線がうすくなってて見にくい。大通でない道路がぼこぼこで水たまりになると、
すごいことになってる。
車は今後ますます普及し、それに伴い道路の維持は大変と思うが「仕方がない」点もあ
る。自動車企業に金を出してもらっては？
少ない予算でのやりくりに知恵を出して頑張ってください。
清掃するだけで充分でございます
町道の穴がひどい。南小近くの2ｍ以上の歩道は必要なのか
物流にとっても道路整備は重要
生活する上ではお金はかかるが、大事な事業であるので今後も続けてください
良い環境にしてくれるなら、特に問題は無いと思う
インフラ整備は重要かつ必要。
整備された道路は良いと思うし、走行しやすいので満足しているが、道路拡張や高速道路
など本当に必要か？家の前の道路も広くなり、３０km制限なのにトラックは５０～６０km
で走行している。
冬場の除雪、排雪の充実を望んでいます。
車道もう少しきれいに雪をなげてほしいです
岩見通北５丁目から北の路がせまい
施工時期等もっと効率的にできるのでは？
高速道出口の瀬戸瀬小学校との安全性
岩見通北5～6丁目私道について〔自然に思いやりのある道路環境の整備と充実〕の取り組
みの思いやりが見られない。（町中であるが考えてほしい）
どこを整備しているのか分からない。整備されていない道が多い。
自宅前道路がいつまでも私道のままだから。
自宅の前の町道のデコボコは不満。
家の前の道路ですが、砂利道なので早くなおしてほしい。
老朽化した道路や汚れた側溝の清掃は必要だと思う。
現在の生活の中では満足しています。
道路の整備や補修は必要。長く使用するため、補修にお金をかけるのは良い。
町内には、道路補修や側溝などの清掃など必要性も高まっている。町はこうした維持の実
効性について計画を出す必要もあると思う。
道路等の整備には不断（継続的）な努力が必要であり、有効な使いみちと思います。
自宅前の道が改良工事で大変良くなり安心いたしました。
遠軽町内は橋がないと地域が分断されるため、維持管理は極めて重要。
私道をもっとやってほしい。特に、子どもの通学路等。街中が優先されているようです。
道路がボコボコで、整備されていないように見えるから。
市街地路地の整備が今一歩。前に進めて整備してほしい。
信号が多すぎると思う。センサー式にするとか？
西区山の手地区に６３年位住んでいるものですが、住んだ時は橋は丸太を渡したものです
ごく怖かったですし線路も枕木もなくて大変でした。その後橋は５０年位に出来たと思う
のですが、今では老朽化と狭いので歩行者と車がすれ違うの怖いですし橋と線路が続いて
いるので余計不安もあります。
歩道の雪
交通手段は大事だから
あまり分からない。道路環境の整備はしているようだが、自然に思いやりがあるのかはわ
からない。
南小前の新住宅地の除雪をもっと早くやってほしい。子供達が通学できなくなってしまう
ため。
補修に掛ける維持は必要ですが、新設は不要であり、経費の使い方を検討してほしい。
道路も一部あるが、学校近くの交差点の信号機の必要性を感じます。
岩見通歩道でこぼこ歩きにくい。冬場の除雪（歩道）置雪多く、歩道専用の除雪車、多く
入ってもらいたい。
7

質問

２

道路橋りょう維持事業

番号
満足や不満の理由、その他ご意見
43 道路の補修（自宅前）を連絡した際、対応が早かったので良いと思う。
遠軽の病院では対応できないことも多いため、他院に早急に行けるように高速交通ネット
44
ワークの整備促進を強化していってほしい。
45 現状で良し
46 通学するにあたって、道路の安全は大切だから。
47 道路の白線がきえている所が多い。
48 神社前の歩道橋いたみがひどいと感じます。
大雨時のために側溝等の整備は重要なので、少しずつでいいので側溝やマスの清掃はして
49
おいた方がよい。
50 河川の木が橋の上の方までおおいかぶさっているところがある。
重要で必要なことであるが、あまり充実しているように感じられない。改善されてます
51
か？
学田団地付近の道路が狭く、大型車とのすれ違いができない。町道で線路がじゃまでつき
52 当たりが多く、緊急時に遠回りしなければならない（特に西町、清川に多く感じる。）道
幅も狭く広くすべき。
６億！！高規格・高速道路も含まれているのか？含まれていないのであれば、高いよう
53
な・・・。
54 予算のかけすぎ。そのようには見えない！
55 毎年、同じところを工事しているイメージです。
56 補修、側溝の整備を充実してほしい。
補修は必要だが、こんなところと思う箇所も見られるが、地域住民の必要があるなしの判
57
断が欠けているのでは。
58 道路が歩きやすいと思った。
59 冬季の幅員を見据えた片側２車線道路の推進
60 安全・安心の重要性のため。
町内の街路樹を今年も切り倒していたが、最初に植えたときに、考えの甘さがあったので
は。誰の責任ですか？いわね橋の歩行者用橋梁の利用する人が少ないのに補修にお金をか
61
けているようだけれど、まったく無駄に思ってしまう。きれいに舗装された道路を、後か
ら水道工事等で切断したりするので、つなぎ目が出来て車に乗っていても振動が大きい。
62 生活基盤であり、緊急時は特に必要な施設なので重要だと思う。
旧遠軽小学校のほうの歩道が狭くて危ないです。歩道を広くしてあげてほしいです。子供
63
たちがかわいそうです。
64 今の道路でも使えるのに、別に必要性がない。その分、税金を減らしてほしい。
65 町道の水はけが悪く水が溜まり、冬は滑ってあぶない。
66 冬道の件はどうなのか？
67 安全を重視して取組を強化してください
68 車がまったくはしっていない道路をりっぱにすることは必要ないと思う
市・町・村を通行し感じることは、縁石と道路わきの草の生えているのが、とても気にな
69 ります。他町村は、とても整備されているのに、どうしてなのでしょう。段々ヒドクなり
ガッカリです。
東二線の歩道つくるよりも、もっと優先すべき場所があると思います。側溝の清掃を行っ
70 ているとありますが、東一線と東二線の仲通りは、自分で草刈りなどを行っている状況で
す。自宅の敷地外なのでやってほしいです。
71 運転するが、この取り組みは全く知らない。
72 道路事業は大変良いのですが、きちっとした予算なのか？
カーブで見えづらい道路には歩道は広くとってほしい。わかるような標識があれば良いと
73
思います。
74 金額大きいので十分なチェック
75 道路がキレイだと事故を防げると思います
76 一部の他の町と比べても、とてもきれいに保ててると思います。
行っている事は、ほとんど見られないし、清掃しているようには、見られない。道路も古
77
いまま。
78 雨が降った時道路・車道に水がたまって車が通るたび車庫に水がかかる。
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質問
番号
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
114
115
116
117
118
119
120

２

道路橋りょう維持事業

満足や不満の理由、その他ご意見
町道の主従関係が不明瞭なため交差点での事故の際に過失割合が逆転したことがある。特
に冬は、明らかに広い道路が細い道路と同じ道幅になることがあるため、本来細い道路か
ら交差点に確認不十分なまま進入してきた車が左方優先を適用され過失が少なくなり、普
段走り慣れている町民の方が過失が大きくなる場合がある。一時停止標識の充実を期待し
たい。
町、街、路が美しいことは人と心を豊かにする
道路事故、多発している所でも砂をまくだけで有効性がないと思います。
町の維持事業は重要だと思う
横断歩道の修繕が粗末で雨水がたまり、車が通過する際雨水がかかった。
必要である。鴻之舞通りの凸凹も補修して欲しい。
ごみ掃除前に側溝の清掃をしてくれるのはありがたい。
大通りの歩道に割れて危ない所が数か所あると思う。
橋の上、下などにより工事業者も変わると思うが１年中工事をしている感じがする。
補修や側溝の清掃は、雪が降る前に行ってほしいです。
まず、白線をきれいに引いてほしいです。道路もガタガタです
あまりつかわない道路にお金をかけすぎてます。
道路環境・安全を守る補修も必要です。南町２丁目公園から湧別川までの雨水を排除する
のも必要です。
他、市から、みると冬の除雪が大変ありがたいです。
道路整備は大切だと思います。
枝道等の道路の整備を希望します。
悪くなったところを修理しつつ維持していけばよい。
道路や橋は生活に欠かせない。災害時も交通に不備があると、大きな被害が出る。
安全の為に必要だと思う。
遠軽は、道路環境は良いと思っています。他地域から来られた方々にとてもきれいで整備
されていると言われます。
冬期間の除雪の町道に関する事で、雪捨て場に困っています。
道路は大事です。
道路橋りょう維持費として670百万円。安全環境維持のため有効に使って下さい。
災害時にも強い施設にして頂きたい。
橋梁が少ない。
予算の関係かもしれないが、冬場の道路補修などやめてほしい。
最近、雨が多く川の水があふれたりしていますので、改良が必要だと思います。
自然に思いやりをもって取組んでも、自然には裏切られますよ。
遠軽-芭露線がバスが通るのに道路が悪すぎ。マンホールがガタガタすぎる。
ライフラインである。不便になって初めて大切さが分かる。
車で走っていても道路にへこみがないところが多い。
冬のいわね大橋の凍結対策や、町内住宅街の除雪状況が良いと思います。
積雪等を考慮した道路・橋りょうを整備して、小人から大人まで冬でも楽しく外出できる
環境づくりをしてほしい。特に全町に車道・歩道のある道・橋りょうを完備してほしい。
白線が消えている所がある。砂まき。
普段通っている所は余り不自由を感じていない。
自然動物の生息区域を分断するような高速道路を作りながら「自然に思いやりのある…」
の考えは矛盾している。町内には歩道のない道路がまだだある、歩車分離を徹底してほし
い。岩見通を猛スピードで走る車など、生活道路が国道の抜け道になっている。
文化センター等の建設で車の量（交通量）増えているのに道路の適切な対応がなく危険を
感じている。切実に。
事業は重要だが実態は遅れている。
えんがる橋？（図書館からみなみ生協に行く際に使う橋）の上で、信号待ちして停車して
いる時に後ろから大型車両が走ってくると、車がグラグラ揺れる。古い橋だからなのかも
と不安。整備されているのかなと不安。
道路は十分できている。問題は利用する側のモラルだ。
概ね満足ではあるが、長年解消されていない区域もあるため「やや満足」とした。
町の力だけでは難しいので国に助成してもらうべきだと思います。
9

質問
番号
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
150
151
152
153
154
155
156
157
158

２

道路橋りょう維持事業

満足や不満の理由、その他ご意見
道路の整備もしかりですが、歩道の整備もしっかりしてほしい。学校周辺の横断の整備も
してほしい。
土木工事に多額の予算を使うだけではなく、生活に接した予算（美術・工芸・図書）に増
額を期待します。
子どもが通学路として利用している道路の補修や車通りが多いのに注意書きの看板すら
立っていない箇所が多くあると思います。
道路・側溝の維持は生活上必要であるため、より推進していただきたい。住民生活におい
て大変重要であると思います。
生活をする上で道路は大切です。いつもきれいになっていると思う。
災害のたびに色々な問題が生じますがガンバッテなおして下さい
紋別自動車道遠軽IC早期開通
冬期前、良く穴があいている所あり。
キメこまやかな継続を。
道路の補修工事は必要だと思う。
難しいですが、JR問題も早期に解決していただきたい。
道路環境は、毎年春先整備されていると思います。
側溝は整備されていない。
橋りょうの維持は寿命が近い箇所が多くなるので、今後難しくなると予想される。
それよりも一般の普通道、生活道路を見直して欲しい。いたみがでてきている。
道路の凍結ですべり止めの砂がいつもより多く使用され、春先に道路に残った砂の清掃が
遅かったのではないかと感じましたし、大通りの遠軽中学校から北側（東側かな？）の歩
道に咲く雑草が非常に目につきました。伸び放題で景観に非常にマイナスだと思います。
特に開発局の辺り、閉鎖したパチンコ屋の前の草ボウホウ、あのへんの維持管理はだれの
責任でしょうか？
町内で事故があった等、あまり耳にしないので、交通安全につながっているという点で良
いと思った。
高規格道路ができて便利になった。
実家の近くの道路が整備されていた。
道路ばかり整備して遠軽が活性化するのだろうか
冬にふきだまりが出来る可能性がある道路などに柵を作って、ふきだまり防止してくれて
ありがたいです。冬に路面が滑る可能性のある路面にはロードヒーティングをしてくれる
と助かります。
安全性を優先して道路整備をいうことについては、子ども達の通学路の交差点に信号の設
置をしてほしい。
通学路でも道路の補修が出来てなく安全と言えるとは思えない所がある。
幹線道路以外の住宅地等の道路に片側だけでも歩道があれば良いなと思う。健康的に生活
しようとウォーキングする人が増えているが、冬場はなかなか限られた道路以外困難があ
る。
昨年の台風で町道橋がダメになっている中で、根本的な解決をすすめる等維持だけでなく
安全対策も進める必要があるのでは？
定期的に行ってほしい
防災にも関係してしてくることだと思うので、重要かと思います。
見た目が悪いとイメージダウンしてしまうから。
散歩しても、空き缶・ビニール袋のごみが目立つ。
道路のアスファルトのでこぼこが多い
冬に道路工事で片側通行で止まって待つ時間が長い
緊急度、安全性と観点で考えた場合、昨今の情報を踏まえ、防災サイレン等の整備が必要
と考える。
住民安全確保のためには必要である。
道路脇の草刈が出来ていない！除雪が出来ていない！
予算にもよると思いますが、道路の補修をたくさん行ってほしいです。
町中の廃墟（空屋）を無くし、きれいにしてほしい。
生田原地区の町道舗装が凍上して盛り上っている所が多く、早急の整備をお願いしたい。
道路に関してはありがたい事です。でも交通事情で田舎の人口が減るのも現実です。とて
も心配。
10

質問

２

道路橋りょう維持事業

番号
満足や不満の理由、その他ご意見
159 春先の排水が悪い。
道路橋りょうといっても国・道・町、維持する管轄が違う。人が少なく利用度が少ないと
160
ころは補修などはあとまわしになる。公平な補修を…。
161 安全に通れる道路の維持は大事だと思う
162 歩道の補修をして欲しい。
163 そんなに悪くない道路の補修をしている気がする。
丸瀬布の水谷橋の工事を去年していたが、中途半端。どうせやるなら道幅を広げてほし
164
かった。
165 自然界に膨大な谷樋をつくるようなもの。
166 鉄道が大変使いにくい今、道路が命綱です。
167 満足。
道路整備は大切だと思います。これから冬道になりますが、除雪のしかた、道路の雪を民
168
地において行くだけでなく、排雪の方もしてほしいです
169 道路の補修なんて、丸瀬布、白滝なんて全くやっていない
170 地域の要望等を踏まえ優先順位を決めてほしい。
171 排除雪。
172 町の予算でするのは良いと思う
[自然に思いやりのある道路環境の整備と充実]に取り組んでいるのであれば”高速”にす
173 る必要はなく、むしろ遠軽町内だけでも”ゆっくり走ろう！！”を推進すべきではないで
すか。
174 事故防止に大切だと思います。
175 道路環境のほかにもっとお金をかける事があると思います。
拡幅工事を必要とする橋が多数ある。冬期間の除雪の雪のため、橋幅が狭くなり交通に危
176
険を感じる。
夏の道路脇の背高の雑草と冬の除雪で積み上げられた雪による交差点の視界不良の改善に
177
更に配意して欲しい。
必要として道路、橋を建設しましたが、どうしても年数がたつと古くなり維持費が必要と
178
なります。安全のためには、整備は必要です。取り組んで下さい。
179 道路の穴などの補修をより進めてほしい。
180 区営住宅の境界の排水で、大水の時に被害が出る
181 自宅前の縁石を低縁石に交換してほしい！！車の出入りが非常にしづらい！！
カーブの樹木により車が来ているのがわからないので整備してほしいです。定期的にもっ
182
と回数をふやしてください。
最近、橋の上で清掃をしていましたが、片交で止める所にしか誘導員がいなくて、気付く
183
のが遅れて事故りました。

11

質問

３

緑化推進事業

番号
満足や不満の理由、その他ご意見
1 住宅地等、樹木が邪魔で見通しが悪い所がある。行政で指導・注意を促してほしい。
街路の緑化イメージがない。もっと花や木のイメージや量があるといい。上湧別のポプラ
2
並木のように。
3 倒れている木がある。
4 緑豊かな地域に、街路樹は不用
5 もっと補修するところはたくさんあると思う。
6 現状満足しています。
7 町の美化に努力している姿が見えている。
8 最近道路上に伸びすぎた枝葉を見なくなった
9 自然保護は必要です
緑化は大変重要であると思う。山も木が切られ植林されていない所もあり、町民全体で木
10
を植える活動をもっともっとやってはどうか？町議は本当に見ているのか？
11 一部、車で道路へ出る場合植樹で見づらい。
12 落葉の始末が住民まかせで非常に不満
13 街路樹の背丈が高すぎる。剪定の時期。トチノ木は植えるべきでない。
コスモスは背丈が高いので、街並みに植えるのは、もっと背の低い花を活用した方が良
14
い。
道路のわきに木を植える必要はないと思う。道路も落ち葉でよごれるので。それと畑の
15
じゃまですので。
16 街路、町内の花壇等にもう少し力を入れて欲しい。
17 緑化整備が進んでいるとは思わない。
18 緑化樹の剪定（落葉、手間のかからない）
見通しが悪くなったり、落葉がすごく近くの住居の方に迷惑になっているので不要であ
19
る。公園を増やして対処してほしい。
20 歩道に出ている枝葉を邪魔に感じる時がある。
21 東1線道路の両側木を倒したが、これでは意味がない。方法を考えるべき。
緑化推進事業も重要なことと思うが、交通安全上、不要と思われる樹木も散見される。一
22 時停止左右確認の時など見づらく、交通安全の事故の視点から最優先で取り組んでもらい
たい。
東１線道路側帯の伐採、当初の樹木選定の誤り。地域の状況に応じた樹木の選定を。経費
23
の無駄。
24 道路まで伸びた枝葉は危ないので伐採など必要だと思う。
25 見通しが悪いだけなので木は不要
26 町の緑化推進という趣旨に基づく事でとても良い事と思います。
27 枝の除去はお金がかかる。
28 美しい町並みは必要である。
29 町の中に緑が増えるのは、とても良いことだと思います。
緑と清流の街、遠軽のまちづくりを進めていく場合に必要なものは「施策のストーリー
30
性」が必要と思う。５年、10年先を見据えた施策のあり方が問われる。
31 大自然に囲まれた当町で優先度は低いと思います。
32 （雑草で）見通しの悪い道路がある。
33 街路の木を根本から切って、散歩しててさみしいです。
34 除雪のじゃまになる場合があります。
35 特別な取り組みには感じられない。
36 近くに居住している方々が、枯れ葉をとったり、もっと協力すべきである。
前は大きな葉が落ちて困っていたけど、現在は抜いてしまって心配なし。葉の落ちない針
37
葉樹が良いと思う。
38 ほかにすべきことがあると思う。
39 実のなる木は、秋になると歩道上に実が落ち、非常に汚い。
40 大変良い事業と思う。継続することが大事。
やはり自然は大事だと言わせてもらいます。枝葉の除去や樹木の整備をよく目にしますの
41
で満足です。
公園内の樹木伐採をする時に、残しておいた方が良いという木も無計画に伐採している気
42
がする。
43 現状の景観を維持し、これ以上の整備は不要のため、経費を計上すべきではない。
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質問
番号
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

３

緑化推進事業

満足や不満の理由、その他ご意見
申し訳ないが、道路の景観がすてきだと思ったことはあまりないです。かれてきたり、強
風のとき葉が落ちていたりして、好きではないです。
街の中には緑はいらない。木などが植えてある所が草だらけになり、そこにゴミがたまっ
ていたりする。
歩行、車両安全確認に阻害している場所もある。（木の葉、花が倒れる等）
自然豊かな町なので、景観は美しい方が良い。
道のわきに秋桜が植えられていたりするのを見ると、気分が良くなるから
動物も自然に生きているのだろうから、すごい被害がない限り追い込まないで。
木などを伐採する場合、町民に相談したらどうか。
景観とは言っているが、昔に植えた木が枯れたり、葉っぱなどが落ちて落葉などがそのま
まで逆にきれいとは言えない。やるなら最後までやってほしい。
東町の街路樹がきられ、その後は何か植えるのなら桜がよいと思います。
街並みがきれいに維持できるという点で賛同できます。過度にならないことを期待しま
す。
交通量が多い通学路などで見通しの悪い所や歩行路にかかる場所の整備不足、遅さなどが
目立つ。
枝葉の除去と樹木の伐採
道路に桜の木等緑を植樹するのは街並みの景観を良くし、大変いいと感じますが、バス停
付近のところに木があるとバスが道路脇に近づけず乗りにくいので、この部分の整備・除
去は必要です。
街路樹って必要？
一部ではなく全体に行ってほしい。
東１線の樹木は、当時街路樹として植えたと思うが、なぜ伐倒してしまったのか。ケーブ
ルに支障となれば、それなりの対処も出来たのではと思うが。
花があった方が町も明るくなる。
環境に合った樹種の選定
町内会においても道路清掃を実施している。対外的にも景観は重要。
歩道の所、木が植えてある所の花壇に花などを植えて、花のまち遠軽にしたら良いと思
う。草だらけな町が見られ、自治会の方に協力してもらったらいかがでしょうか。
樹木を伐採した跡をそのままでは、美観を損ねる。冬季を考えた緑化をすべき。
当町は山に囲まれているが、市街には街路樹の緑が少ない町であり、自動車の排気等浄
化、交通騒音防止の対策がなされているとは考えられない。東川町は、街のいたるところ
に緑樹があり、景観と情緒をはぐくむ町並みであるところから比較し、当町も街の森的な
緑樹帯を考えてはどうか。花壇の普及もしかり、情緒の少ない町のように感じられる。
何十年も前に計画し植栽した緑化木を、維持のための剪定作業方法等に、もう少し配慮が
あっても良いのでは。（枝等の切りすぎのため枯れてしまうものが結構見られます）事業
者の方も、少し教育されてもとも思います。枯らすためにお金を払ってないと思う。
自然に囲まれた町なので、それほど自動車の排気、工場の排気等の有害は残るとは思えな
いし、道路に生えている人工の木を切る手間が減るなら、植栽しないようにした方が良い
と思う。
町の景観をきれいにすることは良いと思います。花をもっときれいに。
秋の落葉のかたづけ、枯れ木等のかたづけが遅い。業者だけでなく、自治会等に協力を要
請してはどうですか。
歩道にのびている枝葉を切ってくれ、安心して歩道を歩けるようになった。
町内公共花壇の花苗は、見栄えのする苗を配るようにしてほしい。コスモスの栽培におい
て観光客を呼びたいなら、真剣に取り組むべき。
私は東一線近くの自治会住民です。緑化事業は自治会活動で行っております。樹木の除去
を行っていただき安全確保されありがとうございました。
道路のほどう上に各家の木が出ている所がずい分とみうけられる。個々人の意識をたかめ
られる運動はないかなぁ
一部（一定）の業者にかたよらない様に
東１線の街路樹は毎年枝払いしているが先日通ったら伐採して道路工事をしている。植栽
はムダだったのか､木は毎年伸びるものです。
知人から役場に電話しても、伸びすぎた枝葉の除去をしてくれないと聞きました。
役場の前の木など、すぐ切ってしまうことが理解できない。
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質問
番号
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
114
115
116
117

３

緑化推進事業

満足や不満の理由、その他ご意見
すべてを網羅することは難しいと思いますが、交通、視界の妨げとなっている樹木はあ
る。交通量も少ない箇所は特に感じる。
自然を損ねる。
景観の整備はある程度必要だと思います。
街路樹、公園内の樹木を伐採している。
樹木で道路が見えづらいのは危険です。歩行者にも言えます。
街路の美化は町民の心のあらわれだと思う。
古くなった樹木の倒木など心配です
自然を守ることも大切だと思います。
経費の無駄では。
定期的に木をカットしていて助かる。秋に落ち葉をもっときれいにしてほしい。
景観も大切だが、最後の最後でも良いのでは？もっと命に係るものを先に行うべきでは？
東１線の伐採は植樹した時点で１０年後はどうするんだろうと思っていました。案の定伐
採することになりました。毎年の落葉とか樹木を選ぶ時点で気がつくものだと思います。
担当者の無責任と無知が原因です。
枯葉が落ち美観がそこなわれる。
街路樹の選定は慎重に行ってほしい。大きな葉が落葉するものや手入れがいるものはふさ
わしくないと考える。
昔から国道沿いに居住していた者からすれば、自動車の性能も格段にアップし、交通騒音
に対しての「事業」に力を入れることのメリットがあまり感じられない。十分静かです。
毎年枯葉などが落ちてこまっておりましたが、除去していただいてからは見通しも良く大
変満足しております。
街路樹の枝を夏場に切っている。時期を考えて下さい。日影が必要なときない、これはな
んだ。
空家の伸びた木枝葉の除去をしてほしいです。危険性といってもどこでしているのかわか
らない。近所の空家の木の方が危険です。
緑が消えていかないようこれからも活動してほしい。
落ち葉の清掃が追い付かない。（道路上）落ち葉が雨などで濡れると滑りやすい
過疎地としての景観は大切である。
伸びた枝木・葉の除去をもっと早目にしてほしい。交通安全のために。
緑化とは関係ありませんが、カラスのふんだらけで見るからに不潔な道路が気になりま
す。
我が町に合った樹木を選定すべき。
せっかく植えてある並木を切ってしまった所を見ると計画性がないと思います。
コープ南店前あたりの花・・・。時期が来て抜くのならそのあたりのほしい人に先に抜い
てもらって残ったものを処分しては？花咲いているのにもったいない。
きれいに整備されており、満足している。
もっと町中に花を。
街路・舗道改良工事で、南町通り西町通り東町通りの緑化に町の花、他マリーゴールド・
ペチュニアなど良いと思います。
あまり手のかからない樹木を選んで下さい。
緑化推進事業に関して上記に書いてあることが行われているのかはっきりわからない。
新戸住宅には緑化樹がほとんどない。個人住宅への緑化樹の植栽をもう少し推進すべきと
思われる。
実際、どのように変化しているかわからない。
町並みの景観は観光とも関係があると思う。また、美しい緑化樹は人々の心にも癒しを与
えてくれる。
東一線両脇にあった木が切られてしまいさびしい限りです。町の中に並木のきれいな場所
があったらいい。
カラスが実を取りに来るので早朝にぎやか。
落ち葉や排雪が大変そうです。
街路樹を植えても手入が悪いのか、最後には枯れてしまう。
街路を美化し景観を形成し整備するのも大事だが、その費用を外灯を増やすための費用に
回して、安全対策（夜間）に使用してもらいたい。
街路道の現並木を植直して。
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質問

３

緑化推進事業

番号
満足や不満の理由、その他ご意見
118 交差点付近の枝葉・伸びすぎた草花等早め早めの管理を特にお願いしたい。
119 道路に木はいらない。じゃまだし冬は除雪の障害になる。
歩道に花壇を作っている場所がありますが、夏になると雑草で景観が悪いので、必要がな
120
い場所もあるのではないでしょうか。
121 緑化推進事業は本当に必要なものか？疑問に思うのですが、わかりません。
122 もっと街なかに緑があっても良いと思います。公園、緑地帯など。
緑化樹を植栽し、調和のとれた景観が保たれていると思います。今後も引き続き整備をお
123
願いします。
124 歩いていても緑が多いとやすらぎ感もありますし、必要だと思います。
125 中途半端な緑化は必要なし。２条通のバイパス化とか考えた方が良いと思います。
126 整備の点では、とても良い事だと思います。
議会に行き聴けば良いのですが、行かないで文句は云えませんが、宜しくお願い致しま
127
す。
128 ライフラインである。不便になって初めて大切さが分かる。
129 木を見て季節を感じることも出来るから良いことだと思います。
街路樹、つつじ、コスモスなどで道路整備されており、美しく、心和む町として有効と感
130
じます。
131 除雪のジャマ、道路標識が見えにくい、葉等のそうじ。
いい町だとだれもが思う一つの重要な事業。経費にとらわれず町民のための行政を。街路
の維持は国・道・町で管理するので、町が展望あるしっかりした計画を立て、国や道と協
132
働、又は要望等が大切な事だと思う。公園の管理等もずさんだ。みんな他まかせ、他だの
みだからだと思う。
133 花壇の雑草が気になる（道路わきの）
緑地の取組は理解するが、何事ももう少し力を入れて「遠軽町に行けば○○がある…」と
134
してほしい。
135 ディーゼル車の排ガス規制を強化してほしい。東京都並みに。
コスモスの街なのだから豊里の街入口から道路両側にコスモスを植えて、虹の広場までつ
136
なげると良いと思う。
137 枯枝等の処置が遅い。
街路樹の成長に合わせた整備、剪定がなされていないと感じる。管理が難しいのであれ
ば、低木や花にかえるべき。樹木は除排雪の邪魔にもなるし、枯れ葉等の処理の問題もあ
るので、地域の住民の意見を元に景観に配慮しつつ、伐採、植え替え、低木・草花への変
138 更を進めるべき。
強風や災害時、巨木、老木等が電線や家屋に影響を及ぼすのではないかという不安があ
る。旧遠軽小学校の木も先日の台風で倒れ、恐怖を感じた。伐採かメンテナンスをすべ
き。
東一線の街路樹が全くなくなったのは不満。歩く人にとっては日よけとなるし、景観もよ
139
い。
140 取り組みを行ったことが分からないため、広報等で周知すると良いと思う。
街路樹の管理は、美化はもちろんですが、視界を悪くし交通事故にもなりかねないので、
141
とても大事な事業です。
142 緑化樹もよろしいが秋頃の落葉が多いのは迷惑となるので樹木の選定に一考と思う。
空地を全て緑化推進に使うくらいの希望があります。（全ては無理ですが、できるだけ推
143
進をお願いします）
144 植栽しているのに伐採？植樹することは素晴らしいと思いますが…
交通の支障でいえば、冬場の道路の排除雪の徹底を強くお願いするものです。質問の件も
145
大事ですが…。
木は植えたり切ったり、とてもムダな事をしているように思う。木は質等選んで植えてい
146
るのだろうか？
147 標識など見えない
148 道路の周りの花だんにコスモスもあったらよい。
149 町としての取組みが（主旨）あまり感じられません。
150 伸びすぎた枝葉・落ち葉の除去などです。
151 街路樹が少々足りない気がします
15

質問
番号
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
184
185
186
187

３

緑化推進事業

満足や不満の理由、その他ご意見
すごく勝手な意見ですが、春に（夏？）桜がたくさん咲いている場所があればなぁ
と・・・。どこかで川ぞいにそういう計画があるとは聞いたのですが・・・。
緑化樹の植栽はどのあたりでされていますか。わかりづらいです。
町中の花壇に花が植えられていて癒されていますが、近くの国道の道脇に草が茂っている
所もあり残念です。
道路沿いの花壇の花がとてもきれいです。時々、草取りも暑い中がんばっているのを見る
と、大変そうでがんばってくれているようです。
大通は花を植えていてとてもきれいだが、車が多く流れる豊里の方は、少しさみしい気が
する。
春花が咲いている状況で雑草が伸び放題。時期に応じ速やかに対応して頂きたい。
町の中心的な所はできていると思うが場所による。
道路だけではなく公園などの樹木の管理なども必要だと思う。
国道に面する道路沿い（歩道）に花がない。（他町、近くでは上湧別、中湧別）夏季は大
変きれいに整備されているが、当町には見当たらない。
西町ですが、自転車に乗っていると木や葉がのびていて、頭にぶつかってあぶない思いを
したことが何回もあります。
駅前の町民センター建設を機に、人が集まるアイディアを募集してみてはいかがでしょ
う。例えば、思い切って、町の中心部を歩行者天国にしてみるなど・・・。
自治会で毎月1度掃除に協力しています。
街路をもう少しきれいにして、出来なければ町民におろして草取りしてもらうといいと思
う。
管理不足。整備のまえに、管理をしっかりと。
市街地の緑化は最初から必要無い。伐採管理にむだな金がかかるから。
役場の前の緑地はシルバーセンターの人達が定期的に維持していますが、この秋落ちた枯
葉は強風で周辺に飛びちった感じです。あれで良かったのでしょうか？各地域の公園や道
路は地域の住民の労力にゆだねられていますが、はたして機能しているのでしょうか？
温暖化対策につながっているので良いと思った。
市街地に緑が少ないため、散歩しても味気がない。道路整備をする際に木を切り過ぎてい
る。
景観も大事だが、もっと大事なのは遠軽に住んでもらうこと
まちなみがとてもきれいだと思います
街の美化には満足です。私は車の運転はしませんが、運転される方の話ですが、大型店舗
の車の出入口の立木で右左が見えづらいといつも言ってます。とくに冬はその立木と雪で
大変そうです
木が伸びてテレビの映りが悪くなった。
街に緑の美しさを感じない。
時々道路にゴミが落ちていたりするので、運転手や車に乗っている人へのマナーも呼びか
けた方が良いと思います。
枝がのびすぎて信号が見えない時がある。犬、きつね等、フンが道路、公園にあり不快。
街路樹が伐られ残念！！少しは残して欲しかった。
街なかの樹木をもっと増やし、緑豊かなすてきな街並みを目指してほしい。
見栄えのいい植樹ばかりして維持管理まで考えられているのか疑問がある。管理するのは
当たり前。
どの様に行っているかわかりません
人々の健康につながるから大事。
どこの町道で緑化推進事業が行われているかわからない。
生田原地域での緑化事業は見えない。
秋季の落葉の問題がある。植栽する樹木を考えては？
道路脇は植栽は無駄だと思います。見通しが悪くなり冬場の除雪は大変な支障木となりえ
ます！
どこを緑化しているのかは分からないが、もっと町内の目立つ場で、集中的に緑化を整備
したほうが良いと思う。旭川の神楽岡公園のような、身近で散策できるようなものがあれ
ば良い。
思うように実行していない。
今で満足しています。これ以上、費用を掛けたりしなくてもいいと思います。
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質問

３

緑化推進事業

番号
満足や不満の理由、その他ご意見
188 伸びるのが早い木や大きな落葉は除去に毎年大変なので、木の種類も考えてはどうか。
緑化推進に携わりの少ないこの地域だけど、別にこれといった支障もないと思う。市街地
189
と田舎、心の中は考え方がちがう。
190 森林に行く道路が手入れされていない。
191 街路樹を植えることはいい事だと思うが、維持管理の費用が少なくてすむ種類を選ぶ
192 倒木等があったため
大通のグリーンベルトの松の木上だけ伸ばして暗いし見通しも悪い。除雪の妨げになるし
193 邪魔で切ってほしい。丸瀬布のグリーンベルトの花も遠軽町はコスモスで植替えしたら良
いのでは。
194 行っている取組は、遠軽地区だけですか？どこを整備しているのかよくわかりません。
丸瀬布の国道の松はかえって見えづらくなっている。また花壇も縮小してかえってさびれ
195
た印象を受ける。
196 体調が不良の為、山に入ることが出来ない。
国道沿いの松の枝払いを見ました。植えてある以上は伸びて電線にさわる様になったり車
197
のさまたげになって来たら処理するのがベストだと思います。
198 本当にやってます？見ませんけど？
重要だとは思いますが、人口も減り、国道の植樹帯も徐々に整備出来ない状況になってい
199
ます。
200 画一的な取組み（新たな取組み）高齢化のため
201 私はふつうですが、町外の人は満足度が高いです
町職員の美意識はどうなのか問いたいです！特に職員住宅周りの景観整備は、美意識に
202
のっとってなされているとは、とても思えません。
203 美しい町、空気のきれいな緑の多い町期待します。
204 街路樹が成長し、交通の支障となっている場所が多くみられる。
205 多くを芝生にしては
道路にフキが伸びて道路をふさぐ時がありました（業者が忙しくて手がまわらないので
206
しょうね）
美化・景観の形成では緑化樹の植栽・整備は大切と思うが、桜並木があれば春の楽しみと
207
なる。
自動車で白滝から遠軽まで行きますが、「遠軽町」として統一感のある景観になっていな
208
い気がします
緑の街なので他から見ると、後でもいいのかと思います。しかし、危険木（道路、川の
209
渕）等の木は除去した方がいいと思います。
210 道路際に花が多くて良い。緑が美しい。
211 歩道のツツジが大きくなって車が良く見えません。
212 景観も大事ですが、経費が掛かりすぎな気がします。
広い町なので手が回らないことは承知していますが、小さな地域（地区）の整備もお願い
213
したいです。
広葉樹を主体とした緑化を考えてほしい。特に造林する山は、未来のためカラマツから広
214
葉樹に。
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質問

４

ごみ収集事業

番号
満足や不満の理由、その他ご意見
1 ほとんどが可燃ごみに出すことができるので良い。
2 分別がらくになったのでいいと思います。
3 日常気軽にゴミを持って行ってもらえるので助かる。
以前住んでいたところは無料だったので高いなと思いますが、仕方ないのかなとあきらめ
4
ています。
5 新しい処理施設ができ、ゴミの区分が少ししやすくなった。
資源物の分別をもっと「かんそか」にしていただきたい。今後さらに高齢者が増え、分別
6
に苦労している人が多い。出した資源物は残さず持って行くようお願いいたします。
7 分別が厳しすぎる
ゴミは1か所で受け入れてくれればありがたいと思う。2か所が遠いので、その辺を配慮し
8
ていただけたらと思う。
9 ごみの不満はありませんが、もう少し時間を早くしてほしい
ゴミ問題は良くなったと思う。燃やさないゴミが少なくなった。枝道のゴミ捨てには問題
10
がある。町（町内会）でもやっているが、ゴミ拾いをもっと実施してはどうか？
11 旭野処分場は、いつまで使用可能ですか？
燃えるゴミの種類が最近ふえたけど、内容がよく分からない。もう少しわかりやすい説明
12
を。
13 分別がわかりづらい。
リサイクルに出すのが面倒だからと燃やせるゴミに出している。もっと、自治会を通じ
14
て、リサイクルへの指導があって良いと思う。
15 不法投棄に関するパトロールと注意喚起看板の増設。
「ごみ収集事業」満足していますが、町の大型ごみ捨て場では再利用可能な家具、木材な
ど安易に捨てられているが、行政指導で希望者に譲渡するなどの方法はできないか？限ら
16 れた資源を無駄にしない減量化にもつながると思う。産廃として出される解体家屋材等も
再利用できるものが多く見受けられる。それらを生かす方法を考えてみてはいかがなもの
でしょうか。
毎日たくさん出るゴミ。燃えるゴミの種類が変わり、少しはエコに貢献できるよう期待し
17
ています。
18 毎週のごみ収集でとても助かっています。本当にご苦労様です。
19 整備費が高くコスト削減が必要。
20 10月から分別が変わり、燃やさないゴミが大幅に減って、とても良いです。
区域によって収集曜日がちがったり、収集回数のちがいもあり、町民への理解を求める納
得性が不足していると思う。分別収集もよりわかりやすい分別収集を考える必要があると
21
思う。町民への理解を求める取り組みを強くすべきと思う。自治会加入していない「マン
ション」「アパート」などへの個別対応が弱いため、分別収集が不十分となっている。
「きれいな町」＝「住みやすい町」であり、私有地のゴミ撤去を含めた町の対応を希望し
22
ます。
分別がこまかすぎる。リサイクルのために必要なのは理解するが、都市部よりも細かいの
23
はやりすぎだと思う。
24 自分の地域では協力し合ってきれいだと思います。
25 新しいゴミ区分は非常に楽で助かっている。
26 きびしすぎて残される。
27 ごみの分別方法に不満あり。
今のところ、残される事が少なくなりスムーズにいっているので。自分なりに気を付けて
28
出しています。
29 ゴミ関係は手抜きできる問題ではないから。
遠軽町はごみの分別を熱心にしていると思います。私達も気を付けて取り組みに協力しま
30
す。
燃やせるゴミの分別の数が多くなりましたが、まだまだ分別に対して制限が多く、収集日
31 にはうまく持って行ってくれるか心配で眠れない事がある。もっと簡素化はないものかな
あ？
他の町に比べて、かなり分別が細かく、ストロー１本混ざってしまって置いて行かれた時
32
は辛かった。
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質問
番号
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57

58

59
60
61
62

４

ごみ収集事業

満足や不満の理由、その他ご意見
毎年、ゴミの種類が多様化しており、分別は大切であり、施設の充実も大事ではあるが、
スーパーで販売されているゴミ袋は、単価として割高感があるため、考える必要性があ
る。
良いと思います。
分別がこまかすぎて頭に入らない。
ゴミの処理、その方法が町民に徹底している。町民の努力目標にもなっている。
えんがるクリーンセンターの計量前の通路が狭すぎて危ないです
燃やさないごみの分別が多すぎてわかりずらい。
ゴミ分別も高齢者はわかりにくい。（大した間違いでもないゴミでも持っていかない車が
ある）
湧別町や佐呂間町よりも収集業者の指摘が細かすぎる。
特に何とも感じていない。
資源物の出し方がわかりにくい。⇒持って行かないことが多いので、燃やさないごみで出
している。
特別いらない。
各処分場の職員の対応をもっと良くできないのか！！
処理施設の延命化に貢献できることは協力していきたいと考えてます。効率的にできるこ
とがあれば、どんどん進めていただきたいです。
あやふやなことも多すぎるので、もっと判断基準が明確であり、幅広い年齢層の人が理解
できる手引きがほしい。
燃えるごみはクリーンセンター、燃やさないごみは旭野だと、自分でごみを持ち込む際不
便！！同じ場所での処理が一番いいと思います。現状では不便です。
新しいクリーンセンターができ、分別が楽になった。旭野の最終処分場が使える期間も長
くなりよかった。
新しいクリーンセンターができ、燃やすごみがいろいろ増えたので、分別が楽になりまし
た。これからも、もっとわかりやすくなると良い。
町民一人一人の意識の問題です。
以前より分別しやすくなりました
いつもありがとうございます。
誰にでもわかりやすい分別を・・・。資源再利用の明確に。
産業廃棄物の分別により、一般個人負担が増している。家庭用の修理物を、業者より処理
費用として請求されている。
美化運動と同様に大切。また、カラス対策にもつながる。
10/1からごみの分別が緩和されたけど、残されるときがあり、紙が添付してあるけど、理
解できないときがある。高齢になってくると、ビンにプラスチックが付いているもの、手
に力がなく取るのに苦労するときがある。
町指定のごみ袋90ℓのゴミ袋10枚はいらないので、バラ売りがあれば助かる。
ごみ収集時に散乱した「ゴミ」を、そのままかたずけないままにしておくのは、いかがな
ものか。忙しいのは分かるけど。
ゴミ袋の材質が弱すぎる。札幌などのように、枝や花の切り房した物が、とても袋に入り
きらないので、月に1度でも、無料で、枝・葉（茎→切り戻した）の日を設けてほしい。
街の景観も考えて植栽していますが、ぜひ考えてください。札幌では、しばって出すだけ
で、娘などは、とてもいいと言っています。
当町に転入してくる住民に対し、当町のゴミ収集事業について説明し、＜ゴミ収集のパン
フレット＞の配布を、今後とも実施してほしい。（町内会に転入した住民に対し、町内会
で指導しているが、徹底されないむきもあり、パンフレットの配布を確実にやってほしい
と思う。）
クリーンセンターができたため、燃やせるごみの範囲は増えたが、旭野の最終処分場が、
いつまで運営できるのかが心配です。埋め立て処理施設の建設に、多くの予算が必要に
なってくるかと思われます。
処理を有効にすることは良いこと。
ゴミステーションまで少し遠い（特に冬は滑るので）
収集日以外に出す家庭が多い。特に、夏季において、衛生上から指導できないか。（生ゴ
ミ）
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質問
番号
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
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

４

ごみ収集事業

満足や不満の理由、その他ご意見
私は自治会で、ごみ収集に関する担当を行っています。さらに指導強化を進めてまいりま
す。
もえない日に有料だからといって資源物ももえない袋で出している人々がたくさんいる。
これでは燃えないゴミは減らない。一人一人のいしきをもつ様うながしたほうが良い
燃やせるごみが増えた。分別は難しいが、もっと告知すべき。
なぜ残されたのか分からないときがあります。（紙などが貼ってないので）
分別の種類が、いまいち広まっていないと思う。
分別するのが未だに面倒と感じる（以前よりはずっと簡単になってありがたいと思ってま
す）
燃えるごみに入れるかどうか迷います。お菓子の袋など資源ごみか燃えるごみか迷いま
す。
燃やすごみの種類が増えたのは良かった
燃えるゴミの日を増やしてほしいです
分別が細かくて解りづらい。道路の側面等にごみが多数。
分別は大変ですが、将来の為には必要かと。
まだまだごみの分別があやふやで、わかりづらい。
ごみの分別が複雑化して高齢に対応していない。
プラスチック製品は燃やすのとリサイクルするのでは、コスト面でどちらが良いのか数字
で知りたい。リサイクルにかかるエネルギー消費量なども含めたコスト。
ゴミの分別がとても楽になったから
私のところからゴミステーションまで遠い
燃やす高炉が新しくなってとてもよかったです。
ごみに関しては良いと思います。
新設されたごみ処理場に期待している。
ペットボトルシール１本でもあったら持って行かない。それぐらいちょっと協力してくれ
てもいいのでは！
町民がまだまだ分別に責任持ってもらいたいし、また分別車も結構見てないですよ。
将来に向け、なるべく汚物を残さない方法で処理したいものです。
クリーンセンター・・・昼休み交代で取れませんか？ごみを持って行っても・・・そこで
待つのも時間もったいないので。
もっとリサイクル！
乾電池・蛍光灯・小型家電リサイクルの継続。
遠軽の資源ごみの分別は厳しいがよいと思う。燃えるごみで色々な物を出せるようになり
助かる。
費用かかりすぎ。
ごみ収集の回る地域により、分別の仕分けにかなりバラつきがある。
皆がきちんとルールを守ればいいことですよね。
ごみ袋が高価である。
まだゴミの分別がわかっていないから。
生活上絶対に必要な事業です。
分別は大変だけど表が見やすいので助かります。
１０月から分別が変り、ごみが残るのが少なくなった。
クリーンセンターができて、燃やすごみが増えたということは大変良かったと思います。
燃やすごみは、えんがるクリーンセンター。ごみを改良していただき有りがとうございま
す。
ごみ袋を安価にしてほしい。
分別収集の分けかたについてわかりやすく説明表を作成、配分。
ごみ分別の袋が高額。もう少し低価格にしてほしい。
分別が複雑。例えば、インスタントみそ汁のアルミ袋、惣菜のプラ、納豆プラは燃えるで
良いのでは？通常生活は以前と変わっていない。
祝祭日の収集を実施されており大変有り難い。
クリーンセンターができて、分別は多少楽になったと思います。予算額を見て、ごみの減
量化を一人一人が考え予算を削ることも大切と感じました。
高齢者には、仕分けが多すぎて分別できない。
ごみの分別がこまかすぎる。
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質問
番号
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
134

４

ごみ収集事業

満足や不満の理由、その他ご意見
私達の生活において、切っても切れない関係であり、引き続きごみの分別収集、ごみの減
量化と資源の再利用に力を注いでもらいたい。
ごみは毎日家庭から出るので必要だと思います。私の区域では燃やせるごみが１週間に１
回なので、夏場は２回にしてほしいです。
今のままで進めてほしい！
当たり前のことだから「普通」に○をつけた。
燃えるごみの広範囲になったので判り易くなったので良かったです。
・乾電池等の回収ボックスが公共施設にしかない。スーパー等、遅い時間帯にも行けると
ころにもあればいいと思う。
・（個人的なことですが…）先日こたつを捨てに行ったのですが、分別の手引きにクリー
ンセンターとなっていたので行ったら、旭野に行けと言われました。
燃やすごみの分別が前回より多くの物が燃やすものに入り、燃やすごみが増えたのでは？
ごみの分別が分かりづらい。些細な所を指摘して回収しないのは理解できない。「飲む
ヨーグルト」１回目資源ごみに出したら未回収（紙とプラが混同）、２回目単体で出して
も未回収（回収できないならその旨、指摘して下さい）。
炭化ごみやプラスチック等の資源ごみの分別が緩和されたのはありがたい事ですが、燃え
るごみと燃やせないごみの間の処分場が遠すぎる。判断のつかない物に対してとても不便
である。
分別に慣れて、ゴミステーション付近も美化されており、住み良さを実感。カラスに散ら
かされることなく、とても良いと思う。燃やすごみを広範囲にできるようになり楽になっ
た。
生活に直結するものは、役場の直営でやるべき。昔の運営形態に戻して、町民の実態を把
握し、町民おもいの行政をしてください。質問３にも関連します。
清潔で快適な生活を送っています。
感心しております。
燃やすごみが向遠軽が使えるようになり今まで燃やさないごみだった物がもやすごみに
なったり便利にはなったと思います。
飲食店、小売業（コンビニ）が分別していない。資源物を不燃で出している。ゆうあい、
岩見通などの毎日収集の廃止。不公平だ。
分別が細かいことはいいことだと思う。その人にとっては不要物、ゴミであっても、まだ
使用できるものがある。家具、家電、本、衣類などを共有したり、アプリのジモティのよ
うなリサイクルし合える場があるといいと思う。
不燃ごみは高く手数料をとって可燃やリサイクルを増やし、生田原の埋め立て地を長くも
たせて欲しい。
新焼却施設の完成、運転開始によって、分別が容易になった。
今回ごみ分別が変りましたが、より良く分別がやりやすくなりましたが、若干、残された
ごみの理由のはり紙の内容をわかりやすくしてほしい。
大量のごみ処分とても大変なことと思います。これからもこの事業の充実をお願いしま
す。
ごみの分別が改定されたのは良かった。ごみ袋の代金が高い。
分別変更の周知が不十分と感じます。また、分別が誤っていた場合「紙」が貼ってありま
すが、分かりにくいため、あまり意味をなしてないように思います。
自治体ごとで違うと思いますが１０月から少しかわりとまどっており、ごみ出し手引きを
見て出しておりますが…！！
私自身ごみ分別に充分協力し資源化に従じているといえます。町民みなさんの認識を促す
様、より推進して頂きたいです。
ビン、カン、ペットボトルごとに袋に入れると、わざわざ袋購入しなくてはいけないので
不便。新聞、チラシ、封筒、紙袋、菓子箱もビニールひもで結ぶのも面倒。ひもを買うの
も不便だし、透明なビニール袋で出すので良いと思います。
ゴミ処理収集の人達にはとても助けてもらっていると思う。今一番必要です。
なぜ有料のゴミ袋が必要なのですか？使用していない所もあるのでは？
ペットボトルを出した時に、その他プラが入っていますと数回残されたことがあります。
きちんとＰＥＴと表示がされているのに残されます。持って行ってくれたこともありま
す。こちらも表示通りに出しているのですから回収する人もきちんと確認して欲しいと思
います。
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質問
番号
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

４

ごみ収集事業

満足や不満の理由、その他ご意見
わかりにくい
燃やすごみと燃えないごみの分別をしっかりやってほしい
地域によってはごみ収集回数が異なっていると聞き、地域格差は是正すべき
遠軽町のごみ処理場（安国）は限界です。
高齢になってくるとごみ出しができなくなり、ごみ屋敷などになる事も考えられるので戸
別収集などは考えられるか。
分別が容易になった
燃やせるゴミが増えた事で燃やさないゴミが少しでも減るのでとても良かったです。
収集時に、優しく説明してくれた。資源物収集の時間が前よりも早くなったんですね。
最近は分別がとても楽になり大満足です
感謝しています。
分別間違いの未回収、高齢者に理解できない。ビン、ペットのプラ部分の除去、高齢者は
非力
慣れるまで今までの分別で出してしまうゴミもありそうです。
廃棄物処理施設整備等のおかげでまた安心して家庭ごみを出せます。収集作業等ありがと
うございました。
毎週、きちんと収集してくれるので助かります。燃やすゴミの種類もふえて分類しやすい
です。
収集の折の家具、イス、テーブル等修理可能なものはリサイクル廃棄をしていただき再利
用の方策を講じて欲しい。
燃えるごみに含まれるものが増えて、ごみを出す回数が増えたので、収集回数をもう少し
増やしてほしい。ゴミ袋代は安くならないのか・・・
まず、ごみの減量化の呼びかけをするべきだと思います。個人個人が意識しない限り、地
球にもよくないと思います。
分別が楽になったので良いと思います。
ごみ処分場のおじさんが、感じが悪くて怖い。親切に教えてほしい。
ゴミ収集している方が一番ご存知かと思いますが、一番間違えやすいゴミを、袋に絵で表
示するなど工夫してはいかがでしょう。（特に高齢者が分けやすい様に・・・）資源ごみ
が悩みです。
どこの町でもごみは重要です。あまりきびしいとぽいすてがおおくなります。山や川にた
くさんあります。
ゴミを発生させない様な製造メーカーを規制すべきと思う。（トレイ、ビン、ビニール
等）
分別がますますわかりにくくなっている。地域による違いはなぜ。
今回もえるゴミの幅が広がった事はたいへんたすかりました。
資源物の区別がわかりずらい。
新しい焼却炉ができて、今秋からゴミの分別が多少変更になりましたが、いままでこの新
しい分別でなかったのか、疑問であります？近所の野焼きトラブル別紙に表記！！その
他、散歩時に良くみかけるのは、ゴミのポイ捨て、タバコの空き箱、ドリンク容器、
ティッシュ等、昨シーズンの冬場にＮＩＣＯＴ近くに使用済みのおしめなどのゴミの不法
投棄あり、役場に何度か連絡しました。その近くのアパートの住民のゴミの管理が悪く、
カラスにいたずらされゴミが道路に散乱するのも何度か見かけました！
焼却炉が新設され、分別の軽減化が図られたこと、また、環境改善がみられたため、とて
も良いと感じた
環境に良いので良いと思った。
自治会に入っていないのでゴミステーションを利用していない。処分場に持っていくが時
間前に受付終了になっていることがあった。
ゴミの処理のしやすさは生活しやすさにつながります
燃えるゴミに対しては、輪ゴム１本入っても置き去りにされていましたが、今は大変良く
なりました。ゴミ出しがストレスになりません。
ごみ袋を真ン中だけしばって両サイドしばってない人がいます。袋から枝がとび出てても
（袋がやぶけてる）ゴミステーションに置く人がいます。何度注意しても直そうとしな
い。
回覧板等でゴミの分別を呼びかけたりと、これからも続けて欲しいです。
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質問
番号
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
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

４

ごみ収集事業

満足や不満の理由、その他ご意見
サッシを見てゴミの分別をしているが、時々回収されないことがあり、その基準がわから
ないことがある。わからないので、燃えない、燃えるゴミに入れているが、それだと分別
の意味があるのかと思う事がある。
燃やすごみに出せる種類が増えて良くなりました。
町民の一人として満足しています。
燃やさないごみの中にも資源ごみが出されていることもある。出す側、受け入れ側のモラ
ルでしょうか？
ゴミ収集に変更がある場合は、出来るだけ世帯にお知らせのDM等で知らせてもらいたかっ
た。知らない方いっぱいいますよ。
プラでも資源物だったり燃やすごみになったりで分別が中途半端
直接ごみセンターに行ったら、内を見られた
もえるゴミが増えたことで、もえるゴミの日に大量にゴミを出すことになりました。うち
はおむつを使用しているので。３人。
燃やせるゴミが増えたので、白滝地域でも週２回を通年化してほしい。
分別の更なる徹底が必要。
隔週のため（資源ごみとか）
ゴミの分別がなされていない事がある
同じ税金で遠軽地区とその他であまりにも収集の回数に差がある。電球等自分で役場等の
場所に持っていくのが大変（土曜日は場所も閉まっている）
何を聞きたいのかよくわからない。町でそのように処理設備を設置しているのなら、それ
に従うしかない。
ゴミの処理は重要だと思います。ただ、子育ての家庭や介護環境の家庭では、おむつとい
う可燃物が多く、可燃ごみの収集日を増やしてほしいと思います。また「オムツの無償収
集」等他の自治体で好評化の事例は、積極的に導入すべきではないでしょうか？
もう少し大まかに分別できるようにしてほしい。
分別が楽になっていいなと思っています。
燃やすごみ収集が遠軽より少ない
ごみの処理、本当に大変なことと思います。
資源ごみと燃えないごみが２週に１回なので、のがすと１か月たまってしまうのが残念で
す。毎週収集が有れば良いと思います。
夏と冬の生ごみの収集はありがたいと感謝しています。
単に燃やすだけでなく、エネルギー化を考えるべき。
どこの自治体でもやっている事業であり、やってあたり前のこと！評価に値せず。
クリーンセンターが稼働したことが大変良い。
定期的に来てくれる。ありがたいです。
えんがるクリーンセンターも新しくなり、ごみを出す人がきちんと分別して出せば、ごみ
の減量化・再資源化ができて良い事だと思う
現状では不満は有りません。充分満足しております。
生田原地域の粗大ごみの収集日を増やして欲しい。
分別が面倒なところがあり、地域によって違いがある。
クリーンセンターが出来、燃やさないごみが減ったのは良かった。が、燃やさないごみの
袋を１０枚セットではなく、単品（１枚から）販売できないか。
丸瀬布地域の燃やすごみ収集を、週１回から２回にならないか。年間通じて無理なら、せ
めて５月からにしてもらえないか。
遠軽地域と同じ収集回数になっていない
燃やすごみの分別方法が変わり、燃やすごみが大幅に増えたにもかかわらず収集回数が増
えないのはどうしてでしょうか。
丸瀬布地域も年間を通して、燃やせるゴミの収集日を週２回にしていただきたいと思いま
す。
燃やすごみ 楽になりました。
燃やすごみの夏期内（週２回）を１０月迄延長してほしいです。（１０月にハエの発生が
多くなっている）
分別の方法が変わり、プラスチック等、特に難しくなった。
いつでも投入している人がいる。取締りをもっと厳しくしてほしい！
燃やすゴミを週２回集めてくれるのはいい事です
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質問
番号
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223

４

ごみ収集事業

満足や不満の理由、その他ご意見
ゴミの分別が変わり、私的には分別しやすくなったと感じます
燃やすごみの収集回数７月から９月まで週２回であるが、通年週２回にしてほしい。
資源物の収集日が少ない。
燃やすごみを週２回を１年としてやってほしい。夏の７～９月までは週２回ですが。
高齢者対策（地域のあり方）
燃やせるごみは１週間に２回（冬季）。燃やせないごみの２週間に１回は４５ℓ使用して
も溜まってしまい困っている。せめて１週間に１度にして欲しい。
資源ごみの収集が遠軽地域と収集日に格差がある
クリーンセンターが出来たので、燃やさないごみの減量を期待しています。
ゴミの減量化にもっと力を入れるべき。資源ごみの現在の処理方法で、本当のリサイクル
になっているのか？処理費用増になっているだけではないのか？
新聞を縛って出していても縛り方が悪くて持っていってくれない。他の人が縛りなおして
出している。一度縛っているのだからなるべくなら持っていってほしい。
丸瀬布地域の燃やすゴミの収集を一年通して行ってほしいと希望します。ゴミ袋の中が臭
い。工夫して出しても限界があり、衛生的にも良くないと感じます。
クリーンセンターの焼却能力で、燃やさないごみが激減（家庭）したと思う。色付き発砲
が資源から除外は理解できない。
リサイクルや資源ごみの活用法などが町民に知られていないのではないかと思います。燃
やすごみの分別方が変わりましたが、なぜでしょうか。町民の関心を高める継続的な方法
があったら良いと思います。
燃えるゴミの種類が増えたのは大変良いと思います。
燃やすごみに分別できるものが増えて非常に助かる
分別しやすくなった
旭野がもう定量らしいですが、今後はどうするのでしょうか？
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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

５

鳥獣被害防止対策事業

満足や不満の理由、その他ご意見
猟友会の若手の育成に力を入れたほうがいい。
カラスの子育て期間がとても攻撃的で、歩行するのが怖いです。
鳥獣被害に遭う人もたくさんおられるのだから当然と思います。
あまり意識していませんでしたが、大切なことと思います。
一定の駆除が必要と思う。（増えすぎている）
もっと猟友会の会員の増員を実施し、被害を及ぼす鳥獣の捕獲を実施（自衛隊を活用）し
てほしい
町の基幹産業は農業です。被害もさることながら、特産物がない。情けない。
カラス多すぎ
カラス等の被害が多く見られます
私も去年、鹿との接触があったが、鹿が悪いとは思わない。ヒグマにやられた人もいない
し、そんなにお金をかけなくても。
具体的な対策と効果がわからない。
カラスが多く、散歩、買い物に出る時恐いです。
特に蝦夷鹿の被害は死活問題
特にヒグマの捕獲はやって下さい。
街中にキタキツネが歩いているのを、たびたび見かけます。保育所、幼稚園、公園の砂場
などでの排泄もあり、衛生面で問題があります。
キタキツネが住宅街に出てくるが、エキノコックスが心配だ。カラスのフンで道路がきた
ない。
遠軽町としての収益性のある経営の事業としてやってほしい
被害があまり減っていない。
町の取り組みには理解するが、JAがすべき点を指摘すべき
キツネ、カラスの駆除をもっとやってほしい。
農家では鹿の被害が多いと考える。できれば、捕獲する方法を考え農家に譲渡し資金源に
してもらっては。
カラスが駆除されていない。
若手狩猟者確保のための狩猟免許資格取得費用の助成。
街なかのカラスをもっと減らしてほしい
もっと積極的に捕獲、くじょしてもらいたい
第6次産業の観点から、捕獲したエゾシカ等を、有効利用できるようになると、とてもい
いと思います。
一般の町民のレベルでは、町の施策が現状に対してよくわからない。特に、カラス、キツ
ネなどの町民生活と密接な課題について、広報等で周知を強化すべきと思う。
害虫駆除とは違いますので、保護そして隔離を基本とし、捕獲は最低限に留めてほしいと
思います。ただし、外来動植物の駆除は、積極的に行ってほしいと思います。
畑に野菜クズ等埋めると、キツネ、ネコに掘り起こされてこまる。
病院の前までキツネがウロウロしている。自動ドアが開いた時に、病院に入ってしまうの
ではないかと心配だった。カラスにゴミを荒らされる。
カラスが多すぎる。シカの飛び出しも多く危険なので、もっとしっかり対応してほしい。
農業関係者にとっては重要なことかと思います。
全然鹿の数が減っていない。
動物達だけが悪いわけじゃないですが、被害防止対策も必要だと思います。捕獲に協力し
ている人の話では、老齢化で人手不足だとも言ってました。
キツネの問題が毎年出るが、エサになる物をあげない、なげないなど、一人一人が注意す
ることが必要。
キツネ、カラスのエサやり
夜、家の近くでキツネがしょっちゅう騒ぐのと、カラスが多く居すぎ。
猟友会の方の老化が進んでいると聞きます。また、地域をまたいだ捕獲等ができないとも
聞いています。対策が必要ではないでしょうか。
エゾシカの数は、まだまだ多すぎ
キツネ、カラスの対策がない。
キツネ対策をお願いしたい
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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
75
76
77
78
79
80
81
82
83

５

鳥獣被害防止対策事業

満足や不満の理由、その他ご意見
鳥獣の保護は、法律上保護されてはいるが、農林産物に与える被害を、未然に縮小するた
めにも、住居区域と鳥獣の生存区域との境界は、きちんと整備すべきであり、人口の減少
が、野生動物の行動を拡大させている。
野生の動物にはかわいそうですが、人の命にもかかわることなので、シカは特に、車の運
転のときは危険ですので。
農家でなくても、住宅街にキツネが来て、家庭菜園などに被害がある。個人での対策と
言ってもどうしたらいいかわからない。キツネをどうにかしてほしい。
キツネが町中にもいるのを対策してほしい。
町内には野生のキツネが多くいる（エキノコックス）。朝夕カラスが多くいて不気味で
す。対策お願いします。
シカやキツネが減っているとは思えない。感じていない。
シカやクマなどとの事故は命に関わるので。このまま続けてほしい。
キツネを町の中でもよく見ます。
西町方面その他歩道にカラスのふんが多くなったようです。
カラスによる家庭菜園の被害が多い。また、車庫の中がイタズラされる。河川沿いの木に
巣を作っているのがありキケン
ハンターの数が少ないと聞く。
鹿の捕獲
カラスなどのフンがすごい。カラスの対策は…。
この事業は、農業の生産性を高める意味でも必要かつ重要だと思います。
必要だと思いますが、金の使いみちが見えません。
最近のカラス、キツネは、逃げなく堂々としていてコワイです。
鳥獣被害防止のための捕獲事業なのに、金銭目的としてとらえている人がいることで社会
問題にもなり、不正防止を厳格に。
住宅地周辺のカラス対策も強化してほしい。樹木に営巣があるときは危険。
クマが出たりして、あぶないと思うから。
カラスの駆除
キツネが毎日のように見かける。夏場、野菜畑によく見かけるので、駆除してください。
特にカラスが、駆除しているには減らないように思うが、私だけだろうか？
自然に囲まれているため、動物も多いが人間とうまく共存できていると思います。知って
いる限りでは、野生動物による人身事故は最近ないため、安心しています。
定年後、家庭菜園を楽しんでいますが、年々キツネが増えてエキノコックスとか心配。
カラスの駆除
キツネ、カラスが気になります。特にキツネにえさをやっているようなことが問題視され
ています
もう少し被害等を知らせてほしい。
カラス、キツネは、やや不満がありますが？
町内にキツネ歩き回っている。
無縁ですが、ある程度使い道としては良いと思われます。
動物愛護からみた駆除も考えものだけど、農産物に被害があるのは農家や野菜作りに打撃
です。
エゾシカについては車両事故、カラスは襲ってくる
キツネよくみかけますよね
人間のわがままにより、動物の駆除に繋がっている事は残念ですが、仕方のない事でもあ
ると感じます。
エゾシカ対策が全くされていない。農林産どころか交通事故にもかなり被害を与えてい
る。
カラスやハトが町に多すぎる！フンが道路にたくさんあって汚い。
キツネを何とかならないのか。
猟友会の会員、報酬など待遇面が心配です。町の基幹となる一次産業を影で支える人達は
重要と考えます。
林業のシカによる被害はひどいです
思いきった個体の減少を図るべきだ
カラスの対策等、考えていただければありがたいです
特に市街地のカラス駆除を徹底して下さい。不衛生な道路多く見られる。
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質問
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鳥獣被害防止対策事業

番号
満足や不満の理由、その他ご意見
84 農林被害防止には駆除が一番効果が有る。
85 カラスが以前より増えている様に思います。
キツネ、町の中でも普通に見ます。立派な体格していて、人に慣れているのか逃げないの
86
で少しこわいです。
87 キツネにエサをあげている人がいるようです。やめさせた方がいいと思います。
88 地域の小中学校の安全のため、農作物被害減少。
89 もっと真剣にやってほしい。
キツネが街中をうろついてるのをよく見えます。餌付けをしている近隣者がいたりと、そ
90 ういう方々の事もわかっているのかと疑問があります。キツネの糞も片づけるのも有害で
何か感染したらと心配です。きちんと駆除して下さい。
91 動物のこともそうですが、遠軽町はすごい臭いがしませんか。
92 カラスの被害防止にもう少し力をそそいで頂きたい。
カラス等の被害防止策は講じていると感じられない。ハエ等の防止策も検討して欲しい
93
（秋口は大変だった）
もっと真剣にやってほしい。若い人が猟をしたくなるような働きかけがないと、ハンター
94
の数が少なくなってしまうのではないか。
エゾシカ、カラスもそうですが、特にキツネをお願いします。畑にフン、小便をします。
95
口に入る物が気になる。
96 農業をしている人たちの大変さがわかる
97 鳥獣が増えると人に害が及ぶので、対策は必要。農林業を守らなければならない。
98 えんがるトマトジュースがなくなったのはさびしい。農業を通じた地場産の工夫を…。
99 カラスが多すぎる。
100 鳥獣被害はできるだけなくしてほしいです。
101 キツネ、カラス等の捕獲をしてもらいたい。とくにカラス。
102 町の予算におおじて有効に使って下さい。良い事でしょう。
103 農家の人々にとっては、大変な問題だと思うので有効に利用してもらいたい。
104 自然と山林、バランスがくずれているように思う。
近年、住宅街にもキツネの姿をみます。エキノコックスの心配があるので、駆除等の対策
105
をしていただきたい。
この事業は、生産の安定化等さまざまな面で大事なものと考えます。もう少し予算をＵＰ
106
し捕獲のプロ育成も必要ではないでしょうか。
今後はアライグマの被害を心配しています。エゾシカ同様に増えない様に取り組んで下さ
107
い。
108 カラス
109 キツネが市街地に出てくることある。対策をお願いする。
キツネ、カラスはどこにでもいるので、カラスは黒くてごみ等出しにいってもごみ収集の
110
場にいてビニール袋の上からつついて廻りを汚くしています。
農業に拘らずに一般住宅地でのキツネ・カラスの対策も考えて欲しいです。エキノコック
111
ス大丈夫なんでしょうか？
112 有効に感じています。
シカ肉の手間がかかり費用も大変なのは判りますが、もう少し安く売れないのでしょう
113
か？
114 鹿はとめられない。本当に有効か。
115 きつねが家の近くに住みついていて本当に行っているか疑問が残る。
116 農作物を守ることは重要、有効と感じます。
広い範囲の遠軽町では、年々人口が減少していくこともあり、山林等を、野生動・植物に
117
返すような気持で整備し、すみ分けができないものでしょうか。
118 もっと駆除してほしい。
119 町中にキツネがどうどう歩いている。キケン（病気等）である。
120 エゾシカには困ります。
キツネが家の畑近くをウロウロしています。町ではキツネの駆除をどの様にしています
121
か？
猟友会の高齢化、後継者不足が問題。鳥獣被害とはどれくらい？町が捕獲するほどではな
122
い。
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質問
番号
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
150
151
152
153
154
155
156

５

鳥獣被害防止対策事業

満足や不満の理由、その他ご意見
山に食べ物がなくなって町におりてきていると思うのに、人のかってで殺すのはかわいそ
う。殺すことない対策必要。
清川、西町、豊里方面などで野生のキツネが町内を徘徊している姿を頻繁に見かけるの
で、衛生面が心配。駆除はしてもらえないと聞いたが、どこか遠いところに行くようにで
きないのか。
プラザコープの駐車場で、車に荷物を積もうとして車の扉を開けるのにカゴから目を離し
た一瞬に買ったばかりのお肉をカラスに奪われた。カラスの能力に恐怖を感じる。遠軽の
鹿肉、熊肉料理は臭みも少なく、美味。もっと売り込んでジビエ料理としてもっと活用す
るといいのでは。
ジビエも可能になるシステムを。
若手が参加できるような工夫が欲しい。
町の中のカラス、スズメバチ対策も。
エゾシカ囲いワナは移動して使用する方が効果だと思う。無駄な事ばかりしないで自衛隊
にお願いすべき（熊の捕獲について、穴熊を３～４月末までに実施する方が最適）
今後も引き続き事業の推進して下さい。
猟師の育成と確保が急務と言えます。少子高齢化の折。
鳥獣被害防止対策を実施していると始めて知った。それにしてもキツネが町をカッポして
いる。誰が作ったのか、サンドイッチ（ハムがはさまってた）をくわえて私の家の前を午
後５時頃決まって歩いている。殺してはいけないのか？
どの地域で捕獲をしているのでしょうか。我が家では家庭菜園ですがシカにあらされ、収
穫できないことがここ何年か続いています。
キツネ、カラスの被害
おおいに感じる
キツネが畑の中と町に出てきているのをみかけます。捕獲をしてくれていると思っていま
すが、いつも同じ様な所にくるのが気になります。冬場はエサを求めての事と思います
が、エサを与える人も悪いです。
有効性、適正に行われているか疑問。
カラス―ごみをあらす、ハト―フン。
実際、どれくらいの費用をつかい、被害がどれだけ減ったのか数字で知りたい。
近所の方がキツネにエサやりしています。ビラ、広報などで、その影響について周知して
ほしいです。
鳥獣被害は自に乗るものがあるのが実情だ。特にエゾシカの対策は最重要課題で有ること
は論を持たない。力強く推進を望む。
予算こんなにかかるんですか！？
エゾシカなどの動物は駆除で良いと思う。
夏季の夕刻にカラスがせせらぎ公園周辺に多数飛来している。付近を歩くときは危険をい
ろいろ考えるが何か対策は・・・。
後継者を育成していただきたい。
キツネ、カラスの捕獲に努力してほしい。
北海道全体で実施しなければ効果が無いと思う。
住宅街に出ぼつするキツネのくじょをしてほしい。カラスが多すぎて、電線の下の道はフ
ン公害になっている。
畑を荒らし、町にまで出没する事が多く感じられます。農業の発達と町の安全の面でもか
かわり、必要と感じます。
カラスゴミ収集所（網状のもの）の中のゴミあらす。キツネ街中にいる。
カラス、キツネの対策に力を
人間が食料とする農林産物を守るための事業であると思うので良いと思った。
何でもかんでも生き物を駆除すれば良いという考えは間違っている。
ボランティアで対応できると思う
この前、シカと車がぶつかり、その２回後もシカとぶつかってます。クマも道路の真ん中
で座っているのを目撃します。農作物を毎年荒らしていくので悩んでいます。個人での対
策も限界があるので、もう少し考えてくれるとうれしいです。
一般住宅街によくキツネを見かけます。子供がいるので衛生的に心配です。
町政運営において重要な項目だと思うのですが、上記の対策事業の他に具体的にどのよう
なことをしているのかわからない。
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質問
番号
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
187
188
189
190
191
192
193
194
195

５

鳥獣被害防止対策事業

満足や不満の理由、その他ご意見
カラス、キツネがまだ町の中にたくさんいます。
農家を守るためにも努力してください。
カラスが多く感じる
通学路歩道のカラスのフンひどすぎる
市外の農家の畑地にエゾシカが現れ荒らしたり、きつねが街中や住宅のまわりに出没する
のでエゾシカはある程度捕獲し、農地を守る必要を感じる。
事業の推進による効果がわからない。駆除数もわからないのに評価できるわけがなく、事
業費の妥当性もわからない。
どの様に行っているかが不明
今年は鹿の数が少なかったと思います。
基幹産業である農業の振興のため、更なる充実を希望する。
ハンターが高齢化して若い人にもやってほしい
エゾシカ対策をお願いします。夜危なくて車が運転できない。もっと道・国が対策してほ
しい。
これを実施してどのような成果があったのかは分からないが、生産・収益増があるのな
ら、適当ではないか。
猟友会の方々の高齢化により、稼働率が低下しているのではないかと思う。特にヒグマ、
エゾシカが多いのでは。
思うようにやってない。
鹿と車の接触事故が多いので、もっと駆除が必要である。
エゾシカ、ヒグマの頭数は減ってはいなく横ばいと思う。ハンターの高齢化が進み、今後
ハンター数が少なくなるため、若年者の増数と緊急に出動出来る役場職員の狩猟免許の取
得が望まれると思う。
鳥獣被害が多くて農業者が嫌気が起きないように取り組んで下さるように。
担い手の育成、農業の魅力発信⇒現在取り組んでいる行動が見えない！
温根湯のように動物が入ってこないようなサクをつけないと作物は守れないと思う。農家
は気の毒。
鹿による農作物被害が増えている何とかしてほしい。死活問題だ。
農林産物被害だけではない。車との衝突事故も多くなっている中で、他町村で行っている
金網で町ごと囲えばいいのに…と言っているのに…。
猟友会の方が少なくなっていると聞くので、人員確保に力を入れてほしい
被害防止対策がどれほど実施されているかよくわからない。
カラスが多いのでゴミを荒らされて困っています。ゴミステーション（金網の箱）がない
所に町から設置して欲しいです。ノラ猫はなぜ捕獲対象にならないのか教えてほしいで
す。
シカが多い
冬でもエゾシカが道路に出てきて車がぶつかりそうになる！避けようとしたら車が路肩に
落ちる。
エゾシカの捕獲を
自然の動物のエサを求める仕組は仕方ないが、一般的に皆知らないふりをしている。
エゾシカがせっかく育った物を食べあらしていくのを街の中だからどうにもならない。少
しみんなで知恵を出しあって処理してほしい
ハンターの高齢化に伴い、後継者対策が急務である。
やっと収穫出来るように成った頃、先にカラスにトマト食べられました。
キツネは病気をもっているので、キツネ・カラスの被害あるので捕獲をもっとしてほしい
です。
ハンター育成にさらなる工夫、助成も必要
年々被害が多くなっている。
猟友会の高齢化に伴う対策、または人材育成は成されていますか？
農作物被害、車と衝突も防げると良いです。
ハンターの後継者の育成が必要
町独自の対策求む。夜間、キツネが牛舎進入し、分娩後の仔牛被害。
道路等への進入にも対策がほしい。
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番号
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
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５
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満足や不満の理由、その他ご意見
カラスが多く発生して野菜等今年は大変な目に遭いました。ゴミステーションのごみも隙
間が有る所ならどこからでもつついて居り、枝でふさいだりもしましたが、何とかならな
いものでしょうか？
狩猟免許取得は、銃の所持との関係から、むやみに拡大させることにならないが、十分考
慮しつつ、若い世代の取得をすすめ、捕獲実施ができる様にすべき。
今の状況で（対策）良いと思います。
若い担い手の育成、シカ・ヒグマの再活用できる加工施設を作って欲しい。殺処分以外の
方法を！
農業被害を深刻に受け止めて下さい。ハンターの育成助成、担い手確保の充実。
年々被害がふえている
シカが増え道路に飛び出して危険なので対策してほしい。キツネにエサを与えている人が
いて、町に行っても改善されない。フンも落ちていて、衛生面でも良くない。対策してほ
しい。
カラスなんとかしれ！！
作物を食べられたり、いたずらされたり、捕獲数を明記して知らせてください。
けっこう町中でキツネを見ます。
農業従事者にとっては大変重要である。
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大型免許等資格取得支援事業

満足や不満の理由、その他ご意見
事業は良いと思うが、必ずしも町内に就職できるとは限らない。地元の企業に就職できる
ようなサポートも必要ではないか。免許を取らせてやってる感が大きい。
大型免許の有無が、どの程度拡大・促進に必要なのかピンときません。
雇用面では非常に不満。企業を盛んにして、子供らの町外転出を防ぐことが最重要と考え
る。
助成がないとできないことですか
知らなかった
中高年で大型免許を持っていても雇用が少なく、特に退職待機が早く、働きたくても雇用
数が少なすぎます
人口が減少する現在、助成しても意味がないのでは。
免許に関しては、男になりがち。若年男女が働ける企業を遠軽に積極的に誘致する。
Ｑ1のＰＲが足りない。
自分で働いてとれ。私は大型、大特、けん引その他の免許は自身で働いてとった
一部の人にかぎられることと、免許取った人が地元に住み仕事をしているかが疑問だか
ら。
質問８の関連。大型バス（主に学生の送迎）、ワンボックスカー(高齢者福祉の介護、買
い物弱者の利用）
町がそこまですべきではない！
町内での雇用できる企業ができるのは重要。
大型２種、各種技術講習会、介護ヘルパー等助成枠の拡大。
職場を定年退職した後の高齢者が再雇用される場が少ない。健康で働き続けたい人は多く
いる。また、これからも増加すると思われる。受け皿がない。
すべての方が免許取得後も遠軽人ですか？
若年層の就業機会のさらに拡大が必要。
若者が遠軽町で働き、家族で生活していくことができる就業支援を強化していく必要があ
る。同時に、リタイアした人たちの労働力を十分活用できる町の対応も必要かと思う。
雇用の確保は最重要課題ですが、大型免許取得補助は疑問です。町在住事業者からの購入
運動等の方が有効と思います。
額が少なく、あとから手続して支給だと支払いが大変なため。
高齢者が車の免許をなくした場合、バスの送り迎えなどになった場合または除雪などのと
き、大型ブルやダンプなど、雪国の毎年なやみの種
助成による取得者は、最低でも数年は町内に残すべき。条件の見直しが必要。事業自体は
いいと思います。
助成の仕組み等わかりづらい。
予算が育成にと考えると過少と感じます。
意欲の低下がみられてやや不満です。
人を使う会社・事業がないため、無駄だと思う。
人によっては必要だが、自分には関係ないから。
普通免許取得も減っている現状です。大型免許は、普通免許がなければ取れません。
遠軽町の人口が減少する最大の理由は、働き口がないため、労働者が仕事を求めて流出す
る現象です。大型免許取得は、売り手と買い手を統計的に分析しても、あまり効果がでな
い。大型の免許を取得する人はいると思うが、求人の企業が少ないうえに、賃金を考える
と、網走管内は、比較的、低い水準で毎年経営しています。
助成しても、給与がひくいと若者も大変ですね。
その他の資格等についても費用の助成や町内で受験できるようにしてほしいと思います。
運転免許だけでなく、作業免許にも支援お願いします。
将来的に運転者不足が懸念されている中で、先をみこした政策で、若者への投資としての
意味もある。
就職はとても身近なので、この制度はとても助かる。
資格取得は個人で必要に応じて取得するもの
若年層の大型車などの仕事に興味が薄れる中、こういう支援を行い少しでも興味が出る方
向に行けばいいと思う。
役場・町からの費用で大型免許等の資格を取るのはどうかと考えます。
直接就業につながると考えにくい。
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大型免許等資格取得支援事業

満足や不満の理由、その他ご意見
遠軽町内で大型免許を取れないのは不便！！助成は良いと思いますが、現状北見に行かな
ければとれない大型免許を遠軽町内で取得できるよう自動車学校にコース改修の補助をす
る等して、町内で取得できるよう行政として交渉してほしい。
数年前になるが、この事業はあったのだろうか。あったのであれば、利用したかった。
もっと大々的に知らせていただければ・・・。恥ずかしながら知らなかったので、自分で
取得した次第でした。
重要なことだと思います。若い人に遠軽にいて欲しい。しかし、資格助成を受けている若
者をあまり聞かない。
大型免許だけでなく、他の資格も助成してほしい。
この先も必要としない資格だから。高齢化社会で老人ホームなどが増えているわりに介護
職が不足しているので、働きながら介護福祉士の資格がとれるよう、費用の助成をしては
どうでしょうか？
一部の取得項目ではなく、すべてにおいて幅広く助成してもらいたい。
取得した若者が地域を離れることはないのか。
受益者負担が原則
免許は個人で取得すべき→どれほどの効果があったのか？支援した後は、返金してもらっ
ていますか（就職後）。
予算を別の事業の費用にしたほうが良いのでは。
早いうちに若い人に手を打っておいたら？
資格取得者の就職先の確保は、地元周辺の町に関連運送会社はありますが、十分なので
しょうか。それから、他の職種（建築等）の技能取得、技能者養成にも、業界とともに取
り組むこともどうでしょうか。住民の移住希望者やUターン者にも、門戸を広げるなども
良いかもしれません。
町内で大型免許を取得し、町内で働くことができれば、人口の減少率の低下が期待でき、
良いと思います。
支援する必要なし。使いみちがまちがっている
一部の人にしか恩典はない。不公平だ！
就職先が少ないのではないか。
若い人の働く場がない（大きな企業など）ため都会へ行くしか無い
免許は自分でとったから、自分のことは自分ですること。
若年層の雇用の促進を図るなら、もっと給与をあげるなどしないと無理だと思う。大変で
安月給なら働こうと思わないと思います。
上記支援事業を利用し、大変助かっています。
知らなかった！
無縁の事なので普通としました。
企業等が就労環境を改善しなければ無駄。
若年者は少ない…中高年者でも良いのではないか？
町のためになることは援助して安全運転の協力と、荷物を大型化して台数を制限できるこ
とは良いと思います。
有効に思えない。
助成ありがたいです
遠軽地区は企業誘致は難しく、第一次産業の合理化と育成に徹底的に力を入れるべき。
人材の育成という意味で良いと思う。
若い人がバスの運転手などの職業を選択する事が少ないと思うので、もっとやってほし
い。
免許取る費用は資格を取る本人が払うべきである。
大型ばかりでなく各種作業免許や資格制度も検討してはどうか。
そもそも町内で取得できないことの対策を講じてほしい。通学に割く時間は、会社にとっ
て大きな穴である。
最終的に個人の資格となるため、助成は不用。企業が助成すれば良い。取得への配慮は必
要だと思いますが。
資格取得助成、大いにお金を出してください。
他にも資格が取得できるよう、幅を広げてほしい
若者を対象としながら、第二種免許は６５歳未満？民間事業所の更なる就業機会の拡大を
図るのであれば、第一種免許も同条件で良いのでは
若年層にだけの固定的な考え方は何故か。
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質問

６

大型免許等資格取得支援事業

番号
満足や不満の理由、その他ご意見
78 不要。
79 大型免許の支援に片寄ることのいみがわかりません。
80 運転手不足・地元定住・職業訓練の一貫。人材育成などに。
若い人が、大型や２種免許を取得する過程が大変になり取る者が少なく、色々な業種にも
81
足らなくなっているので、取得支援は大変良い事である。
82 他の助成も検討してほしい。
83 若い人が働ける町がいいですね。
84 自分の特技になるものにまで支援をする必要があるのでしょうか。
主旨は理解できるが、予算使途の順位・優先度から見るとまだまだ緊急性の高いものがあ
85
るのではないか。商店街振興に力を入れるべきであると考えられる。
86 別な方法で雇用の促進を図ったほうがよいと思う。
もし大型免許を取得しても、遠軽町でそのまま働くことができるのかが不明。取得後の働
87
き口を町が紹介できればより良いと思う。
88 実際に若年層等の働き場がたくさんあるのか
89 遠軽自動車学校でも取得できた方が良いと思います。
90 自動車学校金もうけ。
91 助成した人達は、町内の職場で長い期間働いているのでしょうか。
92 大型免許、車持っている人のゆうぐう、はっくつ、労働時のたんしゅく。
93 自校だけもうかる。免許とっても町に仕事がなければ意味ない。
94 このような支援事業を行っていることを知らなかった。
95 この制度をもっと若年層にＰＲして下さい。この層が町にいることが大事なのです。
どれだけの効果が出ているのか、知らされていないため不満です。一部の人だけ、業者し
96
か恩恵を受けていないのでは？
97 助成は良いが、免許取得後、地方に行ってしまう懸念が残る。
98 年金生活なので、関係ありませんが、これからの子供・孫のために必要だと思います。
99 費用助成は大事な事だと思います。
福祉人材のことも考えて欲しい。そもそも少子化だし「働き手人口」が年々減るからこの
100 先１０年、２０年を見据えてのビジョンが見えない。大型免許等資格取得支援事業の活用
状況を知りたい。
101 若年層の取得者が少ないので良い事です。
102 運転免許と就職は相関あるが、役場が関与することか疑問。自助努力だ。
103 運送業に就職が決まっている人にだけ支援しているなら必要なことだと思う。
若い人達や地元で働きたい人達を支援する事は大事な事だ。企業誘致にもしっかり取り組
104
んでいただきたい。
105 免許をとって町外に出て行ったりしないのですか？
自衛隊に頼らず癒着のない雇用の場を創出する。町の主幹産業である農業・林業を柱とし
106 た雇用の創出を図るべき。事業内容を常に精査・総括して、町民にわかりやすく公開する
べき。
107 若者が働ける事業所を作るため、町として新しい事業が作り出せればいいと思います。
108 もっともっと図ってほしい。女性方も考える時代。
なぜ大型免許？幅広く資格取得費用の助成を行うべき。新しい産業の創出、農地開拓など
109
の方が大事。
110 助成しても、働く所あるのか不安。
111 介護業界の人材育成にも力を入れて手厚くしてもらいたい。
112 大型免許取得の他、創業促進、農業ビジネスの促進等踏みこんだ事業を希望します。
113 この事業について、もっと町民に伝えて利用する人にもわかるように伝えてほしい。
とてもいい助成制度だと思う。土建関係や除雪車の運転手を見ていると、みんなおじいさ
114 んばかりで将来が心配。今後も継続し、枠を広げるなど柔軟に対応し、助成を続けてもら
いたい。
115 他の資格（ヘルパー等）にも拡大して欲しい。
116 若年層が多く町に残って働く場合が多いと活性化となると思います。
大型免許だけでは個人の資格なので、行政が関与する必要はないと思う。本当に必要な人
117 は、支援がなくても資格を取得するから。但し、大型特殊・フォークリフト等の作業免許
に拡大するのなら賛成します。
118 資格取得後の地元企業就業の成果を知らせて欲しい。（町広報で）
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大型免許等資格取得支援事業

満足や不満の理由、その他ご意見
町内就業者で業務に必要な事もあるだろうから、条件を示し普通免許取得支援の拡大はで
きないものでしょうか。
こういった支援事業があることを今回のアンケートで知りました。他にも知らない人が多
いのでは？
どうかなと思います。免許取得して他町村に勤務されるのはまだしも他町に移住されたの
では、財源のまる投げではないか…。“最低３年は遠軽町に住民票を残せ”等のくくりが
必要では。
免許取得だけでは雇用環境の安定につながらないと思います。資格を活かせる職場があっ
て始めて免許助成制度も活きるのだと思います。もっと若年層や３０代、４０代などがた
くさん働ける場を作ってもらいたいです。
町民に大型免許の費用の助成等は大変良い事に思います。それによって町内で働いてもら
うことを条件にしての費用の助成はとても良いと思います。
良い取り組みと思いますが対象年齢を広げていただきたい
若年層の為―就業先にて支援すれば良いと思いますが…。
若手流出を少なくする為にも、雇用の場、人材育成は大切と思います
雇用の場が少ない。限られている。雇用の場を作る努力は行われていますか。
本当に困っている人かどうか見極めてください。
私はこの政策で、就職したいという人が増えるというわけではないと思います。予算の全
額を減らすべきと思います。
私自身高齢のため必要としないが援助の実績は。
高齢者の活用をもう少し考えていただきたい。
雇用のための技術であるので、会社が使うためなので会社が負担したらいいと思う。一部
の人のため不満です。
大型免許を取得にも町内では雇用の場が少ない（大型免許と他の資格と複合でなければ雇
用してもらえない）
冬により失業者となる若年層の方も多いかと感じます。この事業でぜひ町のためにも。働
ける環境づくりも大切かと思います。
本人がするべき、ムダです。
宅配など、一般の運搬の需要が拡大していく中、若いトラックの運転手の不足が良く
ニュースになりますが、雇用状況の改善等、見直すところも多々あるのではと思います
が？
自分のお金で取りなさい
若年層の方々の就職先の幅も増え、老年層の負担も少なくなるので良いと思った。
仕事で必要なら自分で取るか就職先で出すべき。
若年層が対象なのですが、もう少し年齢を上げてほしい。
なぜ大型免許等の資格のみに補助をするのか？平等性に欠ける。
助成制度のことが周知されていない
発達障害の人、療育手帳持った人が地元で就職についていますが、その人の特性を理解で
きてないのか、人と接する仕事についてます。それでお客さんとトラブルになり、障害の
有る人は仕事をやめる事になります。やめなければ毎日苦しい日です。雇用して頂けたの
なら、あまり人と接しない仕事につくことはできないでしょうか。この人達はまじめで
す。
年齢がわからない
遠軽の自動車学校で大型の免許を取れるようにしてください。北見まで通うのは移動が大
変です。
現在の規模で遠軽町が存続していくためには、雇用の場が重要だと思うのですが、将来的
にどのような目的を町として目指して取組んでいるのかわからない。
若者の雇用と、若者が地域に定住し、過疎化の歯止めになるのではないかと思います。
人材不足で除雪等の人員確保も困難になってると聞きますので、必要な支援かと思う。
就業機会の少ない町で資格取得支援しても町外に出てしまうのでは。まず町内での就業機
会を増やす様な企業誘致した方が良いのでは。
年齢制限はどうなのか？
あまり意味がないのでは？
若手に対応して行く技術を見なおしてほしい
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大型免許等資格取得支援事業

満足や不満の理由、その他ご意見
なぜ、若年層の就業拡大のために、大型のみに助成金を出すのかは疑問である。もっと広
範囲に働き手の斡旋や資格の紹介、メリットなどに資金を使った方が、町内には就職先が
ないと先入観などで考えている方には効果があるのではないか。
世間ではトラック運転手不足が取りざたされていますが、遠軽町での大型免許取得者の起
業からの需要（求人）とその採用率はいかがなのでしょうか？地元企業＝土木業・運送業
ではありませんので、ぜひ、町の企業全てに「雇用環境の安定」を手助けしていただける
事業をお願いしたいと思います。
取得費用を助成してもらって、100％地元企業に就職しているのか？
免許改正により、若者が乗れる車が限定されてしまい、仕事にも多大な影響がある。消防
団員の若者においても同じで、今、既存の４t＆８tの車を運転することができないので、
世代交代した場合、出動できなくなる。
若い人が、都会のほうにみんな出ていくのが多いなと感じます。若年層の就業の助けに
は、すごくありがたいなと思います！
若い人たちが１人でも多くこの町にとどまってくれる事が何よりの重要なことと思いま
す。
技術の継承や人材の育成は大切だと思うので、このような事業はとても良いと思います。
他にも資格取得できる分野が増えたら制度の利用者も増えると思います。
若年層が雇用される事業所があるので、この事業はいいと思う。
主旨はわかるけど、雇用の場の創出、イコール大型免許取得になるのかな？他の業種の創
出、働き手は何の役にも立たない！
資格取得費用の助成は助かる人もいると思うが、雇用には結びつかないと思う
個人的に対象とならないので、重要性については必要と感じるが満足度はわからない。
免許取得の時に助かりました。
個人資格取得なので、個人負担補助必要なし。
若い人のために良いこと。
自分にとって不満はありません。
もう少し大きく私達に伝えてくれれば。助成の事は知りませんでした
人材の育成からも大事である。
本人の取り組みにより職業の選択
雇用促進、定住にも効果が期待できるため
有効に感じます。
この事業知らない人多いです。アピール不足？
各種資格取得の支援、企業誘致等をして、若年層の流出を減らし、定住しやすくしてほし
い。
本支援事業の実施をもっとＰＲすべき。
金額に付いては、町の予算との関係もあると思いますのでわかりませんが、助成について
は良いと思います。
取得したかったが、年齢制限のため利用できず。
年齢があわず、利用できずハローワークのシステムで助成してもらった。
なぜ大型？
とりくみ内容があまり知られていないと思う。
高齢者が第２の職場につく場合、資格取得者に助成は大事。
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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

７

健康診査事業

満足や不満の理由、その他ご意見
とても大事な事業だと思います。
将来的には心配です。
これから健康に注意していかなければいけない年令なので、とても助かります。
医療機関従事者の技術向上も必要
乳がん検診クーポンの対象年齢を３０歳からにしてほしい
少ない予算の中で町民の健康に知恵をしぼっての取組ご苦労様です
非常に積極的
健康を維持するために健診の助成は必要
おかげさまで自分の健康状態が判り大変助かっています。
病院はあるのに医者、看護師に対し、不満が積もりつつあります。これではいい医療が受
けることができません。
この世、健康第一、健康であれば町の病院代（補助金）もかからず良いのでは。予算の使
い道は良です。
様々な助成はありがたいのですが、自分の健康は自分で守るという考えから、何でも助成
というのはいかがなものかと考えます。対象者を貧困層などに絞ってはどうでしょうか。
もっと費用の助成を！！
私も２年に１度乳がん検診を受けています。自覚症状がない為、こうゆう機会を利用して
いきたいです。
健康推進事業のさらなる事業を行ってほしい。
助成など、もっと手厚いと大変助かります。
現状行われている「町の健診」「特定検診」に加えて「がん」「心臓」「脳」などの十大
疾病防止のための町としての予算のあり方と、具体的対策が必要と考える。
高齢者の多い当町では、必要不可欠な事業と思います。
子どもの健診が少ない
対象範囲が狭い。もっと幅を持たせるべきだと思います。
健康診断、地域（自治会）ごと老人クラブ保健師の健康相談、話しあっております。
助成で助かっています。より内容が充実していくとさらにありがたいです。
75才以上の人、してくれない検査がある。
年寄りに対しての配慮が少なすぎ。
人間ドックなどの助成をもっとしてほしい。
助成等がわかりづらい。
妊婦健診の助成が出るのはたすかるが、紙があまり（予定日より早く生まれた。）、その
分の助成が受けられないのが不満でした。少子化対策と言いつつ、自己負担も大きく、少
子化対策になっていないのでは。
町民の健康確認、次世代の世代の方々へさらに予算付けをお願いしたい。
かかりつけの病院から健康診断書をげんき２１の方へ提出してもらっているのですが、健
康寿命をのばす為にも自分の体は自分で守ることが大切だと思います。
もっと費用を出してもらって、たくさんの人がくるようにした方が
健康は大事だから。
退職後、町の健康診断18年受けてきたが、健康ということであったが、機会があり札幌北
海道病院で健康診断したところ、間質性肺炎、膠原病が判明、治療中。それ以来、町は受
けていない。まんねりしているのでは？真剣さが不足しているのでは？
以前に比べると、自分の健康状態を気にする人が増えていると思います。町の取組みも充
実している。
事業内容としては、前向きに受け取るが、社会保険を適用している事業所の６割は、健康
診断を実施していません。よって、国民健康保険の適応者だけではなく、以外の人にも拡
大すべきである。
良いと思います。
検診は進んでいると思う
医療費は高いので、助成してくれるのは助かる。
地元医療機関と連携し行っては？それが地元病院の存続に繋がるのでは？
早期発見、治療で自分の健康を意識させるという点で効果があるのではと考えます。
遠軽の病院では不安が多く、北見や旭川まで行かないときちんと医療を受けられないとよ
く聞く。
予算上限を上げても良い。
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質問

７

健康診査事業

番号
満足や不満の理由、その他ご意見
42 病院に通院していても、検診を受けることに不満です。
町内の病院で受診できず、北見の病院に通院する場合、病院の証明を町に提出し、交通費
43
（ガソリン代）の一部助成をしていただきたい。また、インフルエンザの助成も必要！！
44 検診時の無料クーポン（？）を増やしていただければ、もう少し満足できるかな。
町で人間ドックの助成をしてほしい。（他町ではしています！）遠軽町に厚生HPがあるの
45
に。
46 安価なので健診を受けてみようという気になるし、実際に受けていて病気も発見できた。
乳がん検診は、若いほうが進行が早いのに、40代からしか適用になっていないから。20
47
代、30代から検診助成すべきだと思う。
48 今年乳がんを見つけてもらい、１だったので、今は元気にしてます。
49 受けたほうが良いと思うから。
50 健康診査を充実させることにより、医療費の削減に寄与する。
「げんき21」に勤務している保健師さん、職員の皆さん、非常に親切な対応をしてくれま
51
すので、利用しやすい。
52 年齢層関係なく、重要な事業であるため、続けてほしいです。
53 健診で早期に病気がわかり、治療できたから。
元気21でやっている健康フェスタはいつもこんでいて受けられない。もっと身近で自治会
54
などでやってもらいたい。
55 もっと力を入れても良いと思います
56 クーポンを申請制にするなど、受けたい人が毎年受けれるようにしてほしい。
厚生病院の小児科ですが、午後の診療が月曜日しかないのが不満です。学校から帰って来
57
て診察してもらえない、できないのは、小児科があっても意味がありません。
58 負担を考え、放置する人は多からずいるので良いと思います。
59 健康づくりはやはり重要性のある事なので。
健康に関しては町でいろんなことをして下さっています。私は参加していますが参加しな
60
い方が多いと思います（反省）
61 とてもありがたいです
62 自分自身も助成で検診等を受けています。ありがたい事です。
63 国の医療費削減にもつながるので、もっと充実しても良いと思う。
64 健康診査事業の取り組みと、町内の病院環境が伴っていない様に感じる
65 検診の費用を助成していただいているので毎年検診していただいております
66 健康が大事
67 少子化に向かわない様に母子に対する援助や指導をお願いします。
68 疾病の早期発見のためにも、今後も続けてほしい。
69 春の検診、健康状態・疾病の早期発見に予防対策の充実を。健康づくり活動。
血圧の検査で少しでも高いと大さわぎするのは困る。薬を飲まないような方向へ、色々と
70
教える事が大事だ。
71 自分の健康状態を把握出来る事は安心に繋がると思うので。
72 インフルエンザワクチンの助成をしてほしい。
健康管理は自分でやっています。各種健診の費用を助成していますとありますがよくわか
73
らない。
74 みんな健康状態を確認できるように、たくさん助成してほしい。
「食事と健康」「自分の体は自分で守る」という意識が大事なので、町の啓発や検診事業
75
は大変有効・
76 予防のための講演会や料理教室などを通して食の大切さを教える等の工夫がほしい。
77 子供の治療費を助成していただいているのでとても助かります。
78 健康は重要です。
79 保健婦さんが、頼りないというか、症状があっても治療は本人まかせという感じがする。
健康診、ありかた、やりかた？健康診うけてもみつからないことが多いように思います。
80
個人的に健康診がいきやすく病院に。
町の施設の体育館使用料を安くできないか。体をきたえてより健康になると医療費もかか
81
らなくなるのでは。
82 婦人科健診の助成を年代を上げてほしい（６０代くらいまで）
毎年安価で受診することができ助かっています。また検診後保健指導をして頂き、病院受
83
診を少しでも減らせるように努力したいと感じております。
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７

健康診査事業

満足や不満の理由、その他ご意見
町の施策として重要な項目と考えます。
２０代、３０代から検診費用の助成を行ってほしいです。
自己負担なく、各種健診を受けれるようにお願いします。
長生きするには、ガンの早期発見などに大切なことだと思います。
町民みなさんが助成をありがたく思っていると感じます。
助成対象をもっと拡げてほしい。
保健師さんのお話も良い事です。病院では話してこれない事もあるので。
年々、高齢者が増えていく中、「健康づくり…」はとても重要。又、少子化に伴い、保健
対策も継続して重要視してほしい。
健康増進は町民の生活を守る。
心強く感謝します。
７０歳以上は健診はいらないと思う。定期的に病院通院している方にも不要と思う。
助成しているとは知らなかった。
年に１回該当者に期間を決めて、受診料なしで直接病院で検診を受ける方式にすると、経
済的に受診の難しい、生活すれすれの人で受診時間もとれない、健康面に不安のある人を
救えると思う。
食に対する事も。料理教室とかもあったら！
早期発見出来たから。
病気の早期発見は非常に大切。予算をもっと付けて幅広く助成すべき。
曜日や日にちが決まっているので。
社会保険なので、町の健康診断は受けられなかった。
すでに病院に通って治療しているのに検査・診療を強制するのはむだだと思う。
誠にありがたいです。
健康維持は個人々が必要であるが、健康作り推進の為、多くの機会を更に作っていただき
たい。
今後も引き続き助成をお願いします。
何年か前に一度だけ無料クーポンをいただきましたが、予約でいっぱいということで使う
ことができませんでした。当時は日程が決められていて働きながらだと調整しづらかった
です。
産婦人科が少なすぎる。
私もがん検診の補助をこの秋にしてもらい、初めて脳ドックを受診しました。これはもっ
と推し進めるべきです。
遠軽町に唯一総合病院があるので、もっと町民に利用する機会をもってもらい、総合病院
があるありがたみを実感してもらいたいです。病院経営も難しくなってきているので、町
民の協力体制も必要だと思います。
やはり必要なんでしょうね？私の場合は「数値が少し高い、食事はこれはダメ、これにし
ましょう」と言われる度、検診の度すごいストレスを感じる。でも、言ってもらえるのを
ありがたいと思わなくては。
健康の為ならたくさん事業をふやして欲しい
現在健康なので（家族全員）
受診率５０％以上を目指して！
セールスのような電話をかけてこられるのは困ります。自己判断で利用したいです。
自由記載欄に記すことにいたします。
赤ちゃんがいる家庭への健診回数を４か月の後、１歳ではなく６か月も入れてはどうか。
検診の費用を助成してもらうのはうれしい。
いつも声かけていただき感謝しています。
今は、会社で健康診断しています。そのうち町内健康診断使いたいです。
75歳以上の健康診断は除外されているのが多い。
国民ほけんをつかわず早期発見がひつようです。
自己管理を促す。
予防健診により、最終的に医療費の削減になると思う。
わからないで過ごしている人が多くいる。もう少し年よりにもわかりやすくしてほしい。
自分の健康については、関心をもってもらいたいと思います。
個人的に健康診査を受ける意思がないので、数度しか利用した経験がなく、健康管理は各
自、自分なりの知識を向上させて健康維持につとめるべきだと思います。
38

質問

７

健康診査事業

番号
満足や不満の理由、その他ご意見
127 医師不足解消を図って欲しい
通院も医療費が高ければ通いたくない人も多いはずなので、少しでも町民の健康維持のた
128
めにも続けるべきだ。
129 女性特有のがんは若い人ほど進行が早いので、健診をもっと早い年齢から助成してほしい
130 本当に必要な検診か精査してほしい
131 元気２１の健康作りに参加しています。とても楽しい体力作りと思います
132 高齢社会で、自分の祖父母が元気なのは、遠軽の病院での処方が良いからだと思います。
133 早期発見、治療に役立ち、医療費の削減につながると思います。
134 健診の費用の助成があっても費用はかかる。
135 障害者には無駄
136 乳がんの助成対象が４０歳からなので１８歳からにしてほしい
子供の医療費の助成を小学校卒業あたりまで延ばしてほしい。小学生はまだまだ病院のお
137
世話になることが多いが、レントゲン等必要な場合負担が大きい！！そう思いませんか？
138 事業対象者がどの年齢なのかもわからず、費用の妥当性もわからない
139 料金や個人的、もう少しアピールが必要
子育て世代にはやさしくない。医療費、おむつのゴミ袋などサービスばかりに頼るつもり
140
はないが、町として子供を大切にしようというものが全く感じられない。
141 厚生病院の充実を望む。
142 OPで腫瘍マーカー検査を追加してほしい（健康事業の中で）
143 高齢化によってもっとてきかくに健康に気を付けたい
144 継続していくのなら良いと思う。
法人会社でも、昔は町の健康診断を受診できたのに、数年前から会社のほうで申し込みを
145
して、料金も高くなったから。
お年寄りのほうが多くなっているので、大変だと思いますが、助成してもらえると助かる
146
と思います。
147 健診を増やしてほしい。
148 ７０歳以上の高齢者にも全面的な健康診断が受けられるように願う
149 大変ありがたいことと思います。
150 医療機関の充実。
自分が妊娠・出産の時に、町から健診費用が出て助かりました。また、子どもの医療費無
151
料も大変ありがたいです。
152 病気にならない体を町あげて、食・運動について教えてほしい。
153 事業そのものはＯＫ。けど、地元病院の印象よくない。
154 疾病の早期発見には必要。
155 早期発見が出来る。
費用を助成してもらえるのに受診しない人がいると思うので、受診を促すことができれば
156
いいのにと思う
157 生田原地域での結核健診を。
158 他の市町での検診でも助成が受けられると良いと思います。
159 自分にとって不満はありません。
160 今の助成位が精いっぱいなのかな？
161 利用させてもらってます。
162 保健師さんが回ってこない。いろいろと話がしたい
163 これがないと受診するきっかけが“病気になってから”になる人が多いと思う。
164 より相談しやすい体制を希望します。
165 自己管理が難しいのでやっていただくと助かっています。
遠軽厚生病院は総合病院ですが、脳外科がなく、各科が午前中だけの診療が多く、色々な
166 面で受け入れ態勢が悪いと感じます。地域に密着しておらず、大変でしょうが患者さんの
事を考えてほしいと思います
167 地元で受けられる検診の種類が少ない
168 健診機関が増えたことは嬉しい（診療所）
169 宜しくお願いいたします。
乳がん検診と子宮がん検診が２年に１度しか助成されない。毎年受診したい。（今年は自
170
己負担で受診）
171 げんき２１の保健師さんにアドバイスをいただけます
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７

健康診査事業

番号

満足や不満の理由、その他ご意見
高い国民保険料を納めているので検診はワンコイン（５００円）でもいいと思います。年
172
金暮らしなのでお願いします。
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８

高齢者のりもの乗車助成事業

満足や不満の理由、その他ご意見
高齢者にとってありがたいのではないだろうか。病院や買い物に使用できるのではないで
しょうか。
自分も車の運転ができなくなったらと思うと、人事と思えない。
まだあまり関わりがありませんが、父母がこれから先使うことになるかもしれないので、
あるといいのかなと思う。
バス時刻にタイミングが合わない事がある。免許証返納者に考慮をお願いしたい。
高齢者と言っても何歳からですか
もう少し助成券を増やしても良いのではないか
今後さらに増加すると思います。助成事業の充実向上に努力してください。
予算の関係もあるが充実していただきたい
老人になると収入も少なく少しでも援助していただけるのは今後ともますます大事になっ
てきます。
高齢者も必要ですが、子どもたちにも力を貸してくれませんか。これからは、今の若者た
ち、特に若者にも手を伸ばしてくれませんか。
高齢化社会なので仕方がないかな。健康な人生を送れるよう支援をお願いします。
高齢者でも元気な人にはボランティア活動をしてもらい、代価をポイント制にし、その人
がヘルパーや介護が必要になった時、そのポイントを使うなどの方法を希望します。
せっかくの事業なのに知らない人が多いです。
生田原で実施している共同タクシー例の様に必要性増加するのでは。
車がないと生活が不便なので充実を望みます。高齢者の事故も多く、人ごとではなく思
う。
免許返納者に対する支援策の向上（死活問題）
１人暮らしの高齢者なら、タクシーの利用も助成があって良いと思う。でも、まだまだ恒
例の運転が目立ち、免許返納後の対策が郊外の高齢者の課題。事故をおこしてからでは遅
い。
高齢者ばかりずるい。子育て世代は教育費などお金がかかるので大変。若い人達が働かな
いと高齢者はこまるはず。小・中・高・大と子供のいる人にも何か支援したらいい。高齢
者より中高年の人に何かしてほしい。高齢者サービス同様にしてほしい。
事業形態として変と思う
高齢者の住み良い街にしてほしい。
１回の利用できる金額を上げてほしい。
高齢の社会参加のあり方について、この町は弱いと思う。具体的な行動参加、健康促進事
業を、単に財政的な支援のみではなく考えるべき。全国の先進事例を、もっと研究すべき
と思う。
公共交通機関の利用促進には弱く、高齢者対策としても少額ではと思います。
助成額が少ないように思う。
満足していますが他地域では無料のところもあります。また、券72枚は、私にとってはと
てもたりません。
額が少なくかわいそう。もっと増やしても良いと思う。
100円でも、町の心づかいがうれしいです。
直接利用はありませんが、長年町に貢献していただいている方に助成することは良いと思
います。住みやすくなる。
年間助成券の増を！！
年金生活者にとっては、助成は不足していると感じる。
私のまわりの人達もハイヤー・バス等利用している人がいますので、大変良い事だと思い
ます。
若い人がいなくなってきている状態なので、助成は必要になってきている。
バスやタクシーを利用するとき割引になるので、良いと思います。
重要なのはわかる。しかし、まだ、年寄ではないから。
100円の補助がとても中途はんぱな感じ。使う人はどう思っているのだろう？？
バスの助成は全額助成が必要
大変助かっています。継続を望む。
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８

高齢者のりもの乗車助成事業

満足や不満の理由、その他ご意見
遠軽町内の循環バスの本数が少ないので、どのくらいの費用がかかるのかわからないが、
マイクロバス等、小型で乗り合いバスとかのような、必要な人たちが事前に予約して、燃
料が安くなる車での送迎があるといい。マイカー運転も、いつかは高齢ドライバーとな
り、事故が多くなるので、免許返納しても安心して買い物や通院ができるようにしたらい
いと思う。
とても助かる助成券です。でも先日まで助成券があることを知りませんでした。もっと宣
伝してほしいです。
循環バスが時間ごとに回ってくれたら、高齢者にとっては助かります。
一般的に年金を受給されている方は、生活も大変ですから、100円といえども安くはない
かもしれません。だた、20年後には、ガソリン車の販売が中止になるのは決定しているた
め、料金はどうなりますか。
私の親も助成券を使用しています。私も仕事をしているので、送迎をできないとき、ハイ
ヤー使用で出かけてくれるので助かっています。
ハイヤーも使える事は大変助かります。
１００円の助成では不十分と思われます。高齢者の車の運転免許返納が十分に行われない
と思われます。
利便性（特に交通弱者・無免許者）をもっと考慮してほしい。
制度は良いと思うが、自分に当てはまらないため、よくわからない。
高齢になってくると車の運転ができなくなり、バス停の近い所は良いが、遠い所の高齢者
はタクシー利用となるので足りない人もいると思います。
適正に利用されることを願います。
取組としては良いと思う。高齢者のＡＤＬ判断を適切に行い、危険運転の高齢者への指導
とこの助成事業の推進を更に広め、自家用車からバスの移行促しを実施してほしい。
妥当かはわからない。
湧別町は自宅近くのバス停から目的地まで（病院近くのバス停）まで全額補助していま
す。通院に限り全額補助ができないか？
高齢者以外でも、足腰不自由な人への助成を。
介護施設ももっと作ってほしい。
これから運転免許証を手放さなければならない年になっていきます。充実していれば、決
心しやすくなるかな。
運転できなくなった方、できなくなる方は増えていくと思うので、利用しやすい、分かり
やすい交通手段が増えていくと良いと思います。
もっと高額の助成をしてもらいたい。
バス停までも歩いて行くのが大変な方は、玄関先まで来るハイヤーを利用すると思います
が、ハイヤーがない地域の方は助成してもらうよりも、ハイヤーを確保してほしいと思う
のではないでしょうか？高齢化で民間ボランティアも困難な状況なので、交通の便につい
て町で検討するべきでは？
皆が皆、車を持っている訳では無いので、とても大切だと思います。
主人が亡くなったので、バスで買い物に出てます。助かります。
交通手段の少ない高齢者にとっては重要。
車のない高齢者が、バス、ハイヤー１回につき100円で、満足しているのでしょうか。
予算があればもう少し増額してください。
高齢者の自動車運転免許の返還について、社会的話題となっているが、交通機関の維持と
発展に資するのも考える。高齢者の買い物難民とならないよう、キメコマヤカナ配慮（主
要商店、医療機関）による停留場所を、今後とも設置維持してほしい。（民間会社、町営
交通機関との連携と棲み分けを）
高齢者にも積極的に町の機関を利用してもらうと、経済効果も大きくなると思うので、重
要だと思う。
バス券はあまり必要ではないと思います。
運転免許証を返したので、バスを利用したいがバス停までが遠い。
高齢者免許返納に伴い、何かフォローする方法はないの。高齢者の事故が多すぎる。凍結
路の自転車利用などは、注意を要する。
年間72枚で足りるのか？
助成券の売買対策も考えてほしい
げんき21の指導がわかりづらい。
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高齢者のりもの乗車助成事業

番号
満足や不満の理由、その他ご意見
71 まだ無縁なので実感していないが、将来重要と感じます。
72 収入ではなく、貯蓄の状況も把握、対応すべき
タクシー、バス会社に助成金を出すのもいいけど、役場に車があるので、ボーっとパソコ
73
ン見ている人に運転させたらどう？
町内バスはありがたいことです。高齢者の車の運転はやめてバス・ハイヤーを利用してほ
74
しいと思っています。
75 高齢化社会が進む中で、さらなる充実が必要
76 ありがたいです
77 バス無料、タクシーは要介護の人のみの補助で良いと思う。
78 バス使う時間帯にバスがない。ほとんど役にたたない。
79 利用手続き等が不明です。親は自腹でハイヤーを利用してますが。
助成券の交付ではなく、利用分量に対する助成では難しいのか。１回につき１００円は少
80
ないと感じる。高齢者は５割負担くらいまで優遇しても良いと思う。
81 いずれ免許を返納しなければなりません。助成の金額が少ないと思います。
バス停はないので、ハイヤー代を上げて頂けないでしょうか？バスで行くところがないで
82
す。
83 ハイヤーの助成を厚くしては？あと、バス料金が高過ぎる（学生貸切にもっと助成を）
現在は車運転できるが、できなくなると不安である。どこで、どうというパンフレット等
84
あるといいのですが！
85 もう少し助成の充実を願います。
乗り物の助成も大切ですが、介護施設が少ないです。何か月も何年も施設に入れない状況
86
です。
87 ハイヤーを利用の場合、もう少し助成を増やしてほしいです。
年間７２枚を９６枚に。高齢者の社会参加に免許証返納による。病院・買物に。バスの利
88
用。
国も消費税でというが、大企業減税の穴埋めに使ってりようじゃだめだ。さらに福祉を減
89
らそうとしている事が問題だ。国にもの申せ！国へにこにこするんじゃない！
90 今はまだ車を利用してるけれど、運転が出来なくなった時は助かると思います。
91 遠軽地区以外の高齢者の町に出る交通手段をもう少し具体的に考えた方がよい。
92 自分もその年齢になったら使用したいと思います。
高齢者の方の不注意運転を見かけます。免許証を返納しても、あまり不自由を感じない生
93
活を支援するのは良いと思います。
往復すると２枚使う。毎週通院するには足りない。買い物には使えない枚数である。病院
94
の領収書等（コピー可）を見せるとその分助成されるといいと思う。
95 困っている人がいると思うので、助成してほしい。
誰でも高齢者になります。助成券を使っている人からとてもありがたいという話を聞き、
96
続けてほしいと思います。
１００円といえども助成券を私もハイヤー等に使用されています。ありがとうございま
97
す。
近い将来マイカーを利用できなくなる年なので、バス・ハイヤーの助成は大いに重要だと
98
思います。
99 高齢者の運転免許証の返上推進に向け大切な事業と考えます。
100 高齢者に必要とは思うが、わからない。
今は自分で車の運転をするので不必要ですが、あと何年後には、あると助かると思いま
101
す。
１回につき１００円はやめた方が良いと思います。使い方は自由とした方が良いと思いま
102
す。
のりもの助成を高齢者だけじゃなく移動に不便を感じている人（障害者とか車ない人と
103 か）に拡大してほしい。そもそもバス停まで一人で出れない人も多い。→ヘルパーさん足
りない。
「高齢者のりもの乗車助成」について、知らない人もいるのでは？（ある程度の年齢に行
104
けば役場の方から、本人に連絡するのですか？）
105 バス利用に資する。
106 ７５歳以上のバスの無料化を希望！
107 バス・ハイヤー助成券のおかげで、出かける機会を増やしている。
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番号
満足や不満の理由、その他ご意見
108 あまり使っている方がいない。
生活にゆとりのなく歩くこともままならない高齢者は、バスの利用も難しい（冬期は特
109 に）。買物、通院等に使用できるハイヤーの助成を改善してほしい。専門医等にかかる場
合等の汽車賃の助成もしてほしい。
バスの行く先は限度があるので、家から家へのためのハイヤーの利用できる方に力を入れ
110
たらと思います。
111 助成券を利用したことがない。
112 これからは大変必要になる。
113 町の循環バス利用が少ない。路線、時間帯、サービスに工夫が必要。
通院や移動できる人はよいが、１人で行けない人など乗車の助成より生活の場、施設など
114
増やした方が良い。入所まちが多くいる。
115 もう少し高齢者の乗物料金の助成を増やしても良いと思います。
グループホームが少なすぎ！若干お金がかかっても認知症の家族をあずけたい人はたくさ
116
んいる！
117 この事業について知りませんでした。もっと高齢者に伝えてほしいです。
乗り物券はＪＲにも乗車できるようにすべき。免許を返納したおじいちゃん、おばあちゃ
118
んが有効に使わせてもらっています。とても感謝しています。
119 ＪＲは助成券の対象としないのか。
120 この取り組みが高齢者の運転免許返納に直結しているとはいえず、改良の余地がある。
高齢者が自家用を手放し、町内はバスかタクシーを使い、バス、タクシー会社を利用する
121
人を増やし、安定した経営をしてもらいたい。
高齢者の免許返納者が増加していくと思います。その中公共集物、介護の充実に向けて助
122
成の拡大への検討を！
高齢者になると病院、買物とかに利用がしやすいようにタクシーの助成金額をふやしてほ
123
しい。バスのりばが遠いので中々バス利用が出来ない方が多いため。
124 高齢者の自動車免許返納に伴い、この事業助成は絶対必要です。
125 今のご年配の方々ってお金持ってますよね…？
126 病院などでハイヤーを使うのですが１回の助成をもう少し上げてほしいです。
127 福祉政策も大事な事ですので、助成はいいと思います。もう少し増額していいのでは。
128 遠軽町のタクシーはなかなかつかまらず、利用しにくいと周りの人から聞いています
129 これから重要になる必要になるのか？今は実感がないのです。
両親が高齢者に近づいて来て、車を手放す時がくるので、助成があるのはとても助かると
130
思います。
131 １人暮らしの高齢者の方は、本当に必要だと思います
132 使用の度感謝です。
私のまわりでは今まで、ハイヤーやバスを利用したことのない、お年寄がこの制度のこと
133 を知らない人が多いと思います。車をやめた時のメリットを考えやすいよう、もっと宣伝
した方がよいかと思います。
134 他町村では町内は無料にしている町もある。
高齢に達したら免許返納（運転が困難となるため）する者が多くなるので制度の充実が必
135
要。毎日の生活安定のため。
136 車のある人がもらって、他人にあげているという話があります。
137 車が乗れないので助かります。
バスの１回100円は良いけど、ハイヤーの100円は使えない。目的地まで遠い人、重い病気
138 の人と、分けては？助成券をもらっても、使っている人が少ないと聞いたことがあるけ
ど、もう少し工夫してはどうですか。
高齢者の運転の事故率は高いものがある。年代的運動力、判断力の減退等を考慮する時、
139 自家用車を手放す後の助成は今後益々重要課題で有ることは周知しているが、まだまだ不
十分で今の段階で早くに具体策の検討を願いたい。
高齢者の免許返納を促進しているところもあり、１回１００円の助成では少ない気がす
140
る。
141 介護支援は必要なことと思います。
自分はまだ自家用車を利用しているが、そのうち必要となると思う。（今後、現に利用し
142
ている方に伺ってみたいと思う。）
143 年間72枚では足りないのでは？
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番号
満足や不満の理由、その他ご意見
144 制度を利用しづらい雰囲気。
145 乗車助成は大変助かると思います。
健康な者、車に乗っている者に与えるのは、税金のムダ遣い。スナックに行くのにも使用
146
されている。
町内のバスはただで見てもらいたいです。高齢者になると車はやめました。丸瀬布・生田
147
原の人は大変です。商店がないので遠軽まで来ます。
148 助成の方向が違うと感じている。
149 もっと助成して高齢者の運転免許の返上を進めてほしい。
150 知りえていない人がいる。利用することができていない。年よりにはわかりにくい。
車がないと不便さを感じると思います。年金も少ない中、助成事業については、大変必要
151
な事と感じます。
152 他市町村では高齢者のバスが無料だったりする。遠軽は助成が少なすぎでは？
153 本当に必要としている人にですよ出せば良か？考えて下さい。
最近特に高齢者の運転ミスによる事故が多発している中、ある程度の年齢に達したら免許
返上はすべきかと思いますが、その代替えのサービスはあってしかるべきと思います。特
154
に高齢者の独り暮らしは家族の心配の元でありますから、介護認定を受けていない、健康
な老人も多いですし。
155 年齢がわからない
156 高齢者だけ安くなるのは不公平だと思う。
利用している人にほとんど会ったことがない。高齢者の危険な運転が減っているようには
157
思わない。
158 金額をもう少しあげられませんか？
バスの便が少なく、タクシー代がかかってしまう。金額に応じて１回に使える枚数を増や
159
してほしい。
160 ハイヤー等の助成は助かります。
161 高齢者ドライバーで危険な人もいるので、公共の制度を使い易くしてあげてほしい
162 足が痛いので病院に行く時利用しています。
163 収入に応じて助成すべき。
高齢者の運転による交通事故も他地域で増えているので、免許返上した高齢者や、移動が
164
歩きの高齢者などには、とても良い事業だと思います。
入居できる高齢者施設も圧倒的に少なく、現在も入居を待っている方が多くいると聞いた
ことがあります。自分が高齢者となった時のことを考えると不安が大きいです。質問され
165
ている事業は、自立できる人のためであるが、自立できない人への取り組みがどうなって
いくのか知りたい。
166 高齢になると自分で車を運転出来なくなるので、乗物の助成はありがたい。
補助金額もう少し「アップ」していただければ・・・
167
[例]１４４枚で１３２，６０４円
168 町の中心部より距離があり、乗車料金をもう少し助成を希望しますが・・・。
169 高齢者が多い町で助成の満足度として妥当なのかわからない
170 アピールが少ない（低い）
171 健康なうちは良いけど
172 予算の拡大が必要。
合併時の調整交付枚数と思うが、助成券のあり方を検討してはいかがか？（適正な枚数か
173
どうかを含めて・・・）
助成券発行しても遠軽の町まで乗り入れられないことは、満足する人がいるかどうか、乗
174 り合い車の取り組み方がおかしすぎると思う。時間的にも営業方法がおかしすぎる。高齢
者のためになるように願うばかりです。
175 高齢化により、冬道は特に車の運転がさんまんになりやすいので気を付けています
176 地元の足を確保してほしい。車のない人は遠軽に行くのも大変なので。
まれだと思うが、私の祖母が80代までバス、ハイヤーなど利用したことがないこともあ
177 り、助成金は良いと思うが、端数が出ないように、定額券にするなど、分かりやすくした
方が、高齢者には良いと思う。
178 遠軽地区は良いが、生田原の場合遠軽まで行くのが不便。
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193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215

８

高齢者のりもの乗車助成事業

満足や不満の理由、その他ご意見
昨今取りざたされている高齢者ドライバーの事故や実際の高齢者ドライバーの運転を見て
も、この事業を更に拡大し、自主返納者を増やし、交通網をもう少し充実させる必要があ
ると思います。
シルバー人材センター等、元気な高齢者が活躍して、かつ、実利になるような場の充実が
必要。年金受給までのつなぎが必要。
バスがないところはどうするの
ハイヤー会社が廃業し、生田原交通サポートも解散し、デマンドタクシーが発足したこと
は良いと思う。助成券を利用することによって、住民の負担も軽減されて良いことだと思
う。ただ、同じ遠軽町にあって、急な用事等で遠軽までデマンドタクシーを使えないのは
不満である。
自分は、実際の利用者じゃないのでわからないが、交通の便が決して遠軽は良いとは思え
ないので、生田原、丸瀬布、白滝の地域の方などは、とても助かるんじゃないのかなと思
いました。大事だと思います。
助成を増やしてほしい。
土曜日、日曜日の利用が出来ない。今後、週間通し運行可能にして欲しい
乗り合いタクシー的な利用しやすい物をと思います。
地方（田舎）の交通機関の充実。
自分は利用したことが無いので具体的にはわかりませんが、車のない方にとっては必要な
事業だと思います。
高齢者が遠軽に行こうとするにも余りにも本数が少なすぎ。家にこもりがちになる。
バスも少なく、ハイヤーもないのでお年寄りは大変だと聞きます。助け合いながら、近所
の声かけも（相乗りとか）大切になる。
汽車とか温泉でも使えるとうれしい。半分以上すてている。
高齢者になる前にここから離れるのでわからんけど、将来は高齢者ばかりの遠軽になるの
だから、計画的な高齢者対策を…。
デマンドタクシー、遠軽町まで行ってほしい。
ＪＲとバスの時間が接続できていない。
生田原にハイヤーは無く、バス停までものすごく遠い。高齢者の車の事故も社会問題化さ
れる程で危険である。難しいが高齢者が住みやすい町になればいいと思う
上記の事業について、知らない高齢者もいるので、定期的に周知などを行ってほしい。
１回の利用でも、乗車料金によっては複数枚使用出来るようにして欲しい。
利用してないのでわからないが、助成額が中途半端な気がします。
ＪＲやバスの便数が少ない中で、ハイヤーを使う場合１回１００円は少ないのでは？ラグ
ビー場を作るくらいなら…
遠軽へ行く場合バスを利用しているので、大変助かります。
丸瀬布はタクシーが１台。バスの本数も少なく全てを使用できない。
御陰様にて利用させて戴いております。ありがとうございます。
助成券の交付枚数の増、月１０枚程度、助成額のＵＰ。
助成の金額が足りないと感じる。
バス・ハイヤーなどの料金・助成券などをもっと増やすといいです。
高齢かと過疎地の店舗のあり方
助成券の交付に対して大変満足で感謝の気持ちが大です。
助成額が少ないのでは。交通弱者にとっては遠軽に行ってからもかかる。
使用させていただいています。
旧遠軽在中の方は良いと思いますが、他の３地域の方々はそれでは足りないのでは？
親と同居しているが、若い人に扶養されているということで乗車助成されないのはおかし
いと思う。高齢者全員に助成されるよう求めたい。
知らなかった。良いと思う。
私たちの田舎は高齢者が多く、車に乗れてもやはり冬道は危ないと思います。のりもの乗
車料金７０歳以上してくれておりますが、６５歳以上にはならないものでしょうか？検討
お願いします。
運転免許の返上が増加すれば、生活の足確保が特に郊外では問題となる。更なる充実が望
まれる。
事業の周知をもっと良くわかる様にした方が良いと思います。高齢者でも事業を知らない
人がいます。配付（助成券）の資格条件が不公平。
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質問
番号
216
217
218
219

８

高齢者のりもの乗車助成事業

満足や不満の理由、その他ご意見
お願い致します。
満足度については対象者ではないので良く分からない。
これから重要になる
こんなシステムがあったことすら知らなかった。
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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

９

文化祭事業

満足や不満の理由、その他ご意見
地区ごとで行っているなら、１か所で各地区から代表が出て発表してもよいのではない
か。各地区で行っても出場する方・見る方も人数が減っているのではないでしょうか？
若年者、特に中・高生に対しての補助をお願いしたい。
協会に入っている人ばかりでなく、個人も出演できればいいと思う。今年、江別で子供文
化祭３６回に孫が出ているので見学してきました。子供が主体、指導は大人の協力で主体
性があり、良い事と思いました。
出演している人には必要かなと思いますが、見に行くところもないし、自分たちでやって
よとは感じます。
「そもそも文化とは何か」を考える人が少ない。ことばの意義から考える必要がある。
常に文化事業は大切。さらに向上を。
文化センターが早くできればなお良い
遠軽のこのような活動をやっているおかげで、子どもたちのレベルアップにもつながり、
上を目指して頑張っていけると思います。
参加したい人たちでやればよいのでは。
文化的な活動に魅力が伝わらない。
たった７０万円でなにができるんですか？
文化の盛んな街づくりは必要。
現状固定し不満です。多くの町民が参加できる取り組みを考えていくべきかと。全国の先
進事例も研究すべし。
高齢者の生きがいにつながり、必要な事業と思います。
近隣町のほうが充実しているように思う。
別の予算に使ってほしいです。
会場の駐車場、高齢化で思うように活動ができない。
健康面やまちおこしの面では、費用対効果が低く感じます。あくまで、趣味の範囲のこと
は低予算で。
いつも同じ方々の参加しかないように感じる。広く多くの方々の参加・参集できるイベン
トを！！
湧別町みたいに年に数回有名人を呼んで講話をしてほしい。
私の地区でも西町チャリティーが年に１回あって、出る人も見る人も楽しみにしていて、
良い時間を過ごしています。毎年町長さんも顔を出してくれて歌を披露してくれていま
す。皆とふれあうことはとても大切だと思います。
グループでなくて個人でやっている人もいるので、一人でも展示できるようにしたいと思
う。
参加したことがないから。
ほとんどが高齢者の一環としての事業ととらえているので、高齢者のコミュニケーション
の場としては重要かもしれません。ただ、現在の図書館と福祉センターは、より充実性が
求められると思います。
予算を使っているのはいいが、やはり、開催される場所（福祉センター）へは行きづら
く、展示など、わざわざ足を運んで見に行こうとは思えない。（駐車場の関係などで）
安国のような団結力のある地域への支援は、今後の行事継続へつながると思う。
たくさんの講演会などが開かれるのは、新しいことに触れ合うことができて良いと思う。
この他に文化センターの早期建設し、もっと有効利用を行うべき
小中学生、高校生の絶対数（生徒数）が少ない中、文化活動（特に吹奏楽が頑張っている
ので）サポートしてください。
文化活動拠点施設の整備もう少し良くしてほしい。
町の規模としてはしょうがないが、少しもの足りない。
ほとんど参加したことないので。
施設を整備して、内輪だけの集まりで終わらないような工夫も合っても良いと思う。
吹奏楽とのコラボ
「生きがい」は大切です
公演など回数増やしてほしい。湧別町などに出かけることがある。
音楽を演奏するにも、総合体育館ではね、・中・高生がかわいそう。
これから造るだろうホールは、良く専門家の話を聞いて。
文化センターを早く建ててほしい
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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

９

文化祭事業

満足や不満の理由、その他ご意見
芸術文化に関し＜例＞N響とか札響とか、また、文化人の講演会、劇団による舞台演劇、
郷土芸能団体などの催しも、年に1回でも実演されることを望む。文化センター建設後
は、当然計画されるもの期待している。
中高年を焦点にあて、音楽を中心に事業を考えれば良いと思う。
文化祭事業などに使い道違うと思う、支援必要なし
多くの人が利用出来る様に
ファーライト等を町民のために、早いうちから開放したら良かったのではと、今も思って
います。作品展示に、サークル活動に、丁度良い大きさかなと。場所代払い活動している
ところたくさんあります。女性が生き生きしていると、町全体が元気になると思います。
広報などもこないので、どのようなことをしているのかもわかりません。一部の人の楽し
みなら不要です。
これはムダとひしひしと感じてます（ずっと以前から）
各団体の努力が必要であるが、各人が生活に負われているのが現状と思われる。助成額の
増額、施設使用料の減免を。
高齢者中心で、若者の催しが少ない。
良いことだと思っています。会場に行くのに車がなかったり町内バスに乗るのに遠い方々
の何かしらの送迎があればうれしいです。
町の文化センターはしっかりとしたものを建築してほしい
若い人も参加できる環境を推進してもらいたい
多くの人にわかってもらい、参加してくれると良いと思います。
いつも同じ内容。
年々出品作品が少なくなってきている。各種団体の助成などの増額など、活発化を図る必
要がある。
重要と感じるが、町の文化事業としては規模が小さいのではないか。芸術、文化、ジオ
パークなどのコンテンツを１つの地域に集約して盛り上げる考えはないのか。芸術、文化
は丸瀬布と白滝地域に集中させるなど。
例年同じ内容で工夫がない
文化事業を行うのはよいが、そもそも人が集まらないので根本を改善した方がよい
予算の使い方が適切か？
文化ホールは不要と考える（建設決定しているが）
取り組みが遅いと思う。
見に行ったことがないのでわからない。
町内の音楽団体・サークル・クラブの発表会の回数を増やすこと。
先にやる事があるんじゃないの？
文化事業にはどんどん取り組んで下さい。
仮称として文化センターの建設も進んでいるが、これに合せ一層芸術・文化活動面に力を
注いでいただきたい。
もっと様々な文化人の方々の講義等を企画して欲しい。
文化センターは要らない。
文化センターのお金がかかりすぎ。
音楽や踊り、芸術文化活動をしている人にとっては、発表の場があり見てもらえるのは大
きな喜びでしょう。
個人の出品（文化連盟未加入者）もさせてほしい。
文化会館もできるので、他町との交流や、文化人や芸能人等の公演等多くの利用ができる
といいと思います。
出展される方は一つの目標です。大切な事業です。ただし、マンネリにならない何らかの
工夫も必要です。
文化センターが出来れば満足です。
発表の場（ホール）の整備、建設等スポーツ関連より後回しにされているような気がしま
す。遅すぎます。
私は出来ませんが主人がチャリティショーに出ています。教養を高めていくためにも芸術
性は必要だと思います。
時間とお金に余裕がある方におまかせします。
マンネリ
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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
113
114
115

９

文化祭事業

満足や不満の理由、その他ご意見
同じ人ばかり出品しているようなので、色々な人も出してみたいと思う人に機会を与えて
はどうでしょうか。
今年の芸能発表での観客は去年より少なく感じ、作品の展示の来客数も少なく感じまし
た。文化祭での内容を工夫しては？
文化・伝統は役場の関与が必要だ。公平性が（均衡が）大切。
文化・芸術を身近に感じ、心豊かに生きがいを持てるのでとても良いと思う。
今迄のやり方に全国・全道的にもすばらしい人達の発表の場として招待枠をもうける等し
てほしい。
毎年、同じ内容で変化が無い。見学者が参加できる内容もあったらいいと思う。
皆さん楽しんでいる。
安彦氏という有名な人がいるのにイベントがない。ありえない。
各校の吹奏楽部に助成や町を上げて協力すべき。
地域住民との交流の場が多くなっていくので良い。更に１人住いの方も誘い参加していく
場としていくならば多い良い。
文化に係る事業に助成は大賛成します。住みやすい町を作り上げるためにも「文化事業」
は必要です。
文化の向上のためにも、必要な事と存じます。町民センター建設も動きだしたため、より
重要な事と思います。
安彦さんを招致するなりすれば、それなりの収入源になるであろうはずなのに無視し続け
ている
あまり実感していない
普段勉強している事とか習っている事の発表の場としてとても良い事と思います。
積極的な方々を尊敬しています。予算少なくない？
高齢者の生きがいには十分寄与するので良い。予算が少額であるので（？）もっとアピー
ルするように望む。
もっと呼びかけるべきと思います。
いろんなイベントありがとうございます。少し多すぎるのでは…？こなすだけで大変そ
う。
各団体・協会等が開催運営等すべき。町が支援する公平性が感じられない。
現役世代はスポーツと同様に参加したくても時間的に難しい。（民間企業に勤めてるか
ら）
無駄です。
福祉センターが老朽化して、新しい文化センターを創る準備中ですが、コンサートなど音
楽関連の催事ができる施設が町内にないのは残念ですよネ！
芸術を披露する場が町内にない（ホール等）
発表を目標に頑張っている方がいるので、生きがい等につながっていると思う。
芸術、文化の幅広い支援は、町の文化性を上げるので、更なる充実を求む
地域との交流を取る場所として、これからも続けてほしいです。
交通も不便。自由に出入り出来ると良い
文化活動の振興には程遠い内容に思われる。この事業による来場者数等のデータも見せな
いと評価って難しいです
白滝、丸瀬布、生田原と平等なのか？→遠軽と
これは重要ですが、他の町も同じように行っているので普通だと思います。
町の文化がわからない。知りたいとも思わないが、興味を持ってもらう仕組みを作ること
にも、力を入れても良いのでは。
ここがすごく重要だと思いますが、身内での見せ合い（自己満足）ではなく、もっと外部
（他地域・町外）からの観覧などもっと広くアピールした方がよいのではないでしょう
か？
地域活性化は良いが、職を持っていない高齢者に給金を出して、すべてを運営してほし
い。
行きたくても行けない
いつも楽しみにしてます。
趣味を大切にしている人たちもいるので、その人たちのためにも続けて行ってほしい。
作品展示や芸能発表の機会があるのは重要な事だと思います。
子どもが少ないので、小中学校の学芸会など一緒にしてはどうかと思います。
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質問
番号
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128

９

文化祭事業

満足や不満の理由、その他ご意見
あまり参加したことが無いので良く分かりません。
交流の場が出来て良いと思います。たまには参加しています。
参加者等の高齢化が進み、近い将来の担い手（後継者）不足が危惧される
サークル仲間に合うと楽しい
芸術、文化は大切だと思います。どんどんやってほしいです。
芸能発表会の統合を検討すべき。参加者の減少、高齢化。
録画し、住民がいつでも見ることができるように
文化事業をやっていただいて居りますが、田舎では遠くて足が不自由で見たくてもなかな
か行けないと言う人が多く居ります。私たちの田舎（白滝も）年に一回の演芸会も有って
も良いと思います。
一部地区の事業に特化した支援の様に誤解される（安国地区）のではないか。
文化祭は一部の人がやっているという感じがします。地域ごとの開催もバラバラで、時期
を統一した「遠軽町の文化祭」とならないのでしょうか。
若い世代にＰＲして参加してもらっては？
いろいろな意見があるとは思うけど、町民センターの建設は、生活している人たちを立ち
退かせてまでしなくてはいけないことだったのでしょうか
楽しみにしているので、どんどん行ってください。
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質問１０
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

移住定住促進事業

満足や不満の理由、その他ご意見
この事業を始めてどれくらいの方が移住しているのかさっぱりわかりませんので、聞かれ
てもどうなのか判断つきません。
移住につながっているのか疑問。
人口増えた方が良いと思うので、重要と思います。もっと中心地の方にもあったらいいの
に。
町内の体験施設を整備し、もっとホームページ等でＰＲしてみては
「魅力のある町」でないとなかなか難しい。例えば”仕事がたくさんある””税金が安
い””病院が近い”など
人口が減少している現在、もう少し宣伝広報に力を入れ、移住定住の促進を図るべし
どこの町村でも人が減っているのであまり効果期待できない。
移住促進は良いと思うが、ジオパークで何が良いのかと？
遠軽には体験住宅がなぜないのか？
体験住宅の状況をその都度知らせてほしい。
移住した人の話は、同町に夢を感じてうれしかった。
本気度が足りない（厳しい意見で申し訳ないが）のではないか。この事業そのものが知ら
ない町民が数多くいるのではないか。遠軽町が魅力ある町として道内外に大胆な発想で強
力に発信してはいかがでしょうか？
遠軽町内の魅力化の向上（地域、施設）。現状は少ないと思う。
人口が増えることはとても良い事だと思います。これからも続けて行ってください。
ジオパークにお金をかけるのは不満です。あの石に歴史的価値があると思う人はわずかだ
と思いますよ。
定住になるよう整備してほしい。
現状では、遠軽町の行政対応は全くインパクトなし。本気で、移住定住促進事業を考える
のであれば、施策の練り直しが必要と思う。全国の先進事例も研究すべきと思う。
現実問題として、定住促進は極めて困難であり、コストパフォーマンスが悪い事業と思い
ます。
お試し費用に使わず、移住した人に家賃負担すべきです。全体的に高いので、住みにくい
のではないかと思います。
町民が、移住定住のことは、知られていないと思います。
人口確保の施策は重要。遠軽町内にも必要。
予算をまし、雇用等環境重視するならば、中心部や逆に農業就業対象ならば地場産業のあ
る白滝地区に１棟づつあってもよいと思います。
町の良さがわかり移住してくる人が増えるかも。
昔の遠軽町を知っている者としては、人が減っていく、個人のお店も閉じていく、とさみ
しい思いをしているので大変良いことだと思います。
何か見る、何かができる、何かやってみたいということがないと、人が来ないと思う。
無関係なのでわからない。
体験住宅を遠軽地区にも必要。ＰＲが不足。
活用者いますか？広報で、利用状況や移住者ができたか報告されていますか？決して反対
ではありません。新規就農の方がいるとうれしいです。
他の町で移住定住促進事業に町全体で取り組んでいる話を聞いたりした事が有りますが、
遠軽町では社名淵と丸瀬布に有るのを知りませんでした。どうでしょうか？
移住定住は、現状の遠軽地域における環境から判断すると、難しいと思われます。企業が
少なく、働き手の若者もいない町に、移住者の満足度は、想定できないと思う。
今までにこの事業を利用した方は、どのくらいいるのか？また、実際に移住された方はい
るのかなど、情報が少ない。
遠軽町の良いところはどこだろう。
体験住宅はもっと便利な所にないのですか？
移住定住の促進も必要ですが、住みやすい街作りを
なぜ社名淵と丸瀬布だったのかがよくわかりません
都会でも味わえない生活感（自然、生活環境等）のアピールが必要と思う。
移住者の実績は？社名淵では不便すぎるのではないか？もっと市街地にあっても良いので
は？
町の人口を増やすきっかけになっていると思う。
過疎化対策としてもっと力を入れるべき
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質問１０
番号
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
80
81
82
83
84

移住定住促進事業

満足や不満の理由、その他ご意見
今のままでよい。
取り組んでいることを知らなかった。
宣伝がまだまだたりないのではないか。
大々的に都市へのアピールを
利用されているかわからない？
この町の魅力ってなんですか？
お試しっている？
住宅がある場所がやや不便な場所だと感じますが、あえて不便な場所にしているのです
か？
利用者の状況と意見が見えない
遠軽町を知ってもらうため、おいては、観光促進にもつながるのでは！
移住者が増えること希望します。
人口減の加速している当町において、危機感を持って積極的に取り組んでほしい。そのた
めにも、町の当地産業の掘り起こしも必要ではないか。生活安定、安心して住める町にし
なければ、移住はためらうだろう。
町の魅力を発信できるため良いと思う。ただ、買い物に行くためには、少し距離があるの
では・・・。
人口増には必要と思う。
年配者でなく若い人が定住するのには、仕事先が少ないと無理。会社とか仕事先がない
と、生活ができない。企業の誘致も一緒に考えたらどうですか。
結果こうひょうすべきで今どうなっているとかデーターをいつも提出する必要があると思
う
移住定住を促進するためには、ファーストフード店を増やすなど、まず、町民が便利で暮
らしやすい、ずっと暮らしたいと思えるような町づくりをしたほうが良いと思う。
現在、住んでいる人のことをもっと考えるべきだと思います。
人口増加のためには必要と思う。
これもムダと感じてます（ずっと以前から）
遠軽町が全体として魅力ある町として進める必要があると思う。
ジオパーク金食虫。
これから高齢者が住んでいる家が空き家になることが多くなります。低家賃で貸すとか管
理をお願い出来たら良いです。
田舎ならではの魅力をアピールして移住を推進してほしい
移住定住促進の意欲・本気度が感じられない。
移住した人への何か手あてがあっても良いと思う。
計２棟あるが本腰が入っていない。増設してはどうですか。
若者は仕事さえあれば遠軽に帰って来たい訳で、そちらの方に力を入れては？
利用者の有無を知らないのでよくわからない。
定住してもらいたいのに、なぜ住宅が商店もない部落を選んでいるのか。
定住したいと思う、魅力あるものが必要と思います、若者が外へ出なければ就職できない
のでは
移住は自由です。そこまで税金使って呼びよせて、ムダ使いだと思います。何のため必
要？
なぜ体験住宅が社名淵ですか？子供がいたら社名淵に住みますか？
上記に書いてある体験してもらうことはいいと思います。
移住定住促進事業についてＰＲ不足。
遠軽町の良さを知ってもらい、移住して人口が増えると良いですね。
遠軽地区は広いので住宅を増やした方がいいのではないでしょうか。
遠軽のすばらしいところをピーアールできたらと思います。
もっとＰＲが必要では？
ニーズ、希望者数が不明なので、１棟が良いのか不明。
もっと増やせば？
この事業を知らなかった。
遠軽のよさを体験する機会。予算ＵＰが必要。
実績が公表されていないのでわかりません。
今後も、移住定住体験住宅を増やし、より一層体験できるようにして頂きたい。
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質問１０
番号
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

移住定住促進事業

満足や不満の理由、その他ご意見
人口も少なくなり少子化にもつながると思いますので、移住したい人が沢山いればいいと
思います。
夜になったら真っ暗な所でしょ。
そんな事業があったのかも知らなかった。
どうして街の中にはないのですか？
町民の税金に負担をかけ過ぎない様にお願いしたいと思います。
他の市町村にも、もっとＰＲしてほしい。
本当に住みたい人は移住するだろう。まずは遠軽町自体を有名にすればよい。
この町を知ってもらうことはもちろん良いと思いますが、町内の空家を活用して事業を広
げてはいかがでしょう？
研修に来ている人達にも研修期間後も滞在してもらう等して、体験者が増し、人口増、活
気あふれる町になる事を望む。
あまり移住に家だけ貸出しても、魅力ある町にしなければ。それより今いる町民が出ない
様、充実した方がよいと思う。
定住促進になっていない。
社名淵と丸瀬布に体験住宅では意味がない。移住して人口を増やす意図が全く感じられな
い。
あまり必要ないと思います。
地元住民との交流を増加してほしい。都市部や大学等へのＰＲを行い、継続拡大してほし
い。
来て見て食べて、体験するだけだと、ただの観光になってしまい事業の意味が薄くなるの
で、地域の人とディープに接触してもらえるよう、入居時にしっかり案内するといいと思
う。また、家だけでなく、開業の助成をするとか、就農してもらうとか、短期バイトでも
いいので、職までを提供できる形にすべき。人との縁をつないでおくと、また遊びに来て
くれる気がする。
長く住んでもらえれば、住民税でペイできそうなので、移住してくれるなら、そのまま住
宅をあげるくらいの思い切った形にするといい。
移住希望というより夏場の観光がメインではないか。
移住のきっかけになるような取り組みとはいえず、空き家を定額で貸出すことに加えて医
療費や教育費を助成する等移住希望者惹きつける魅力が必要である。
成果はあるのですか。
この事業を通して人口増につながれば良いと思う。
体験住宅、とても良い促進事業と思います。
移住体験後、定住しているのか、成果はあるのか知らせて欲しい。（町広報で）
どうでしょう。移住促進でいえば、住宅建設補助をすすめではどうですか。予算的に大が
かりかもしれませんが。
どんな風に移住したい人を募っているのでしょうか
知らなかった
人口が減少していく中で移住の体験をしてもらって、移住の希望者が増えると良いと思い
ます。知り合いに町はずれに移住してきた方がおりましたが、冬の雪と除雪が大変の様で
した。夏だけでなく、冬の体験も必要と思います。
良い取り組みと思いますが、町としての真剣さが伝わらない。
取り組みは大切ですが、働く場所はもっと大切では。高齢者の移住では意味がないと思い
ます。
空家の活用で希望者に合わせて、体験住宅を用意できれば…と。
他の町の取り組みについて聞くところによると、各地を渡り歩く（旅行目的？）使い方を
する人もいるとか。審査の基準をしっかり設けるべき。
遠軽は災害も少なく住みやすい所なので、定住してもらうために、もう少し力を入れた方
が良いと思います。
人口が少しでも増えることは良いこと。
このような制度は知らなかった。
全国、世界に発信してください。
他の町からくる人などいないと思います。
予算は移住希望者ではなく住民のために、町が行うべき事業か疑問。間接的で良いので
は。
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質問１０

移住定住促進事業

番号
満足や不満の理由、その他ご意見
120 ピーアールが不足している。
121 無駄です。
実際に希望者はいるのか？このサービスを利用した人たちの感想は？何故、町の中に体験
122
住宅がないのか？
123 もう少し増やしたらよいのではないでしょうか。
124 もう少し便利な所にも用意した方が良いと思う。
遠軽町内の家賃が高く、移住する際に問題となると思われる。１年間、移住者に対して助
125
成してみてはどうか？
126 人口増加で地域の活性化が図れるという点で良いと思った。
人口流出の懸念から広く遠軽町のよさをアピールしてほしい。また、移住希望者より若者
127
の職場等再考し、人口流出をとめてほしい。
128 効果あるのですか？
129 社名淵は町から遠いです。遠軽町内に体験住宅は出来ないでしょうか
130 町から離れた地域でなく、遠軽町内にある空家は利用できませんか
131 体験住宅は重要と思うが、有効に活用されているのか少し疑問。
132 まったく認知がされていないと思う
133 お試しで家を貸出し、移住したいと思えるような取り組みをこれからも続けて下さい。
事業内容に対して、どのくらい体験住宅が使用されているのか分からないので評価できな
134
い。この事業を始めてどのくらい移住に結びついたのか知りたい。
135 本町にも２棟ほど整備しては・・・
移住定住の場所として社名淵と丸瀬布としているが、就労も支援する等しないと移住定住
136
が進まないのでは
137 資金が少ないと思う
138 他地域にもあった方がよい
139 先にやるべきことがあるのではないでしょうか。
140 ＰＲ不足
141 移住を求める方はいると思うが、本腰で取り組んでいるのか不透明である。
住んでいても、遠軽町に何の魅力、メリットがあるのかわからない。他の町でも行ってい
142 るのは知っているが、事業を行うなら、ただ住んでもらうのではなく、独自のアイディア
で来てもらった方に面白さを広めてもらう他町との差別化が必要だと思う。
自治会の方には申し訳ありませんが、居住地域が少しへき地過ぎませんか？自然豊かな部
分をアピールしたいのか、住みやすいことをアピールしたいのでしょうか？また、この体
143 験を通して遠軽町に移住していただけた事例はいくつあるのでしょうか？もっとアピール
するために、体験している方にSNSで体験記等の配信をおねがいしてみるのはどうでしょ
うか？
144 どんだけ利用されているのか？
145 もっと、遠軽町という名前を全国に発信することが重要ではないか？
こういった制度も大事だと思うのですが、新しく遠軽に家を建てる人に補助金の制度がな
146 いので、あってもいいんじゃないでしょうか。定住の促進にもつながるんじゃないので
は？
147 今後他地域にも施設を設置して、移住定住の促進を図ってほしい
148 人口の増進につながればいいですね。
149 遠軽町の姉妹都市も分かっていない人が多いと思う。
住民として住んでいますが、このような事業が有ることを知りませんでした。もう少し広
150 報したり、本当に移住したくなるような住民との交流の機会を増やしたら良いと思いま
す。
151 お試し体験住宅知らなかった。少しでも人口が増えるように大変良い事と思います。
152 移住定住大いにけっこうなこと。若い人を是非、遠軽に定住できることを望む。
153 その他、地域にも作ってはどうでしょうか？
154 仕事が無い所に来てくれない。定年退職後の人が来てくれるには、具体的な魅力がない
155 ぜひ生田原地区にも整備していただきたいです。
156 体験住宅がなぜその場所なのかがわからない。
157 空家を利用して体験住宅が増えると良いと思います。
遠軽市街地にあれば、現実的な生活体験ができると思う。社名淵から市街地まで車がない
158
と外出できないのでは？
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質問１０
番号
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176

移住定住促進事業

満足や不満の理由、その他ご意見
町民なのに、そのような住宅がどこにいつからあるのか知らない。
そういう事業をしている事すら知らない。
定住はいらない。入りたくても入れない人がたくさんいる。それは高すぎるから！
町の活性化につながるので必要に感じます。
東川町を見習ってほしい。移住しても働く所もないし、助成もない、今一つ魅力にかけ
る。自然以外ないんじゃ話にならない。定年迎えた人しか来ない様だと、町の負担（申し
訳ないが）。子供も多くならないと需要と供給が無くなり、町も活性化しないし、今も衰
退しつづける遠軽町をどう守るのかきちんと考えてほしい
定住の促進につながっている実感がない。
移住定住者の不安をフォローする本気度が見えません。感じられません。
人口が増えるよう願います。
人口700人になり、先行き不安。白滝地区に未来がない。子供を、白滝に帰って来てほし
くない
面白いと思う。
空き家（家）対策との一石二鳥でもあり、町内各地区での実施を検討して欲しい。
移住定住が実現してからこそ評価できる事業だと思いますので、不満なわけではありませ
んが、今後に期待します。※既に移住につながっているのであればQ2は「満足」に変更し
てください。
作りっぱなし感を感じる。本当に移住促進につながるのか？田舎暮らし体験なら遠軽じゃ
なくて白滝・生田原。
旧町村にも設置して下さい。
結果を報告してるのか。
遠軽の中心部にあればいいと思います。
丸瀬布はまだいいとして、なぜ不便な社名淵？
過疎化に歯止めをかけることは大切だと思います。
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質問１１
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
43

広報紙発行事業

満足や不満の理由、その他ご意見
もう少し見やすく、誰が手にしても見たいと思うようなものにしませんか。文字や数字ば
かりで、議員の質問や応答などがあるがだからどうしたの？と思うことが多々ある。
広報など色々情報がのってておもしろい。助かる内容もある。ホームページはもうちょっ
とおもしろ味があってもいい気がする。
常に情報は町の発展に必要です。さらに充実した広報等に力を入れて下さい。
情報がとても重要な最近の暮らしの中で、インターネット等が使用できない人には広報紙
は重要
ネット配信で済むなら、希望によってペーパーレス化して行っても良いと思う。
町議等内容は必要ないと思います。もう少し周りの情報を多く載せてほしい。
広報誌は、町（近い人）のことがわかり重要と思う。
広報のページ数が多すぎ、予算のかけすぎ。
コスモスの開花情報など、町ホームページを観ている方は結構いるようですから、たびた
び更新し、ＰＲに努めていただきたい。
広報紙の紙が高級すぎる。もっと普通の紙で良い。
毎月広報を楽しみに、イベントや予防接種など確認しています。
街を知るのに必要。
まずは、読みたい広報になっていないのではないか。町からのお知らせが優先する現在の
広報のあり方を抜本的に組み立てる必要があると思う。
ホームページの拡充では、ネット社会外の高齢者には対応できず、まだまだ、広報紙は必
要と思います。
情報交換のアイテムとして有効。
町民と行政のつながりとして沢山発信してほしいです。
読まないから
現状の広報紙は、中身が薄いと感じています。北見市や紋別市の広報と比較することはよ
くありますが、あまりにも単調すぎて、目を通す気になれないです。
ホームページが活気がないです。
町の取り組み、行事の内容等がよくわかる。
町の事業等も数多く発信し、集客を多くできると良いと思います。
ＨＰまちの話題の更新頻度開庁日はほぼしているのは良い。写っている者が自分や身内で
あれば欲しい人もいる。提供方法を検討してみては？
定期的に情報を得ることができて、風通しのいい町づくりがされていると思う。
とても分かりやすく見やすい。
変わり映えがしない。
ネットでの公開は？
情報は毎日様々な分野で更新したほうが良いと思う。
広報は、毎月楽しみにしています。
もっとわかりやすい記載をお願いしたい。情報の提供を細かく具体的に、施設等。
広報紙があったほうが、わかりやすくて良いと思う。
内容少なく回数多く、タイムリーに。
広報紙を通じて、町を知ることも多い。
各種広報のうち、保存版となる広報紙を除いて、それほど保存を要しないものの印刷物
は、紙質を下げるとか、経費の倹約は必要ではないか。（例 月刊広報紙、議会だより、
街の予算の話し→年1～2回発刊の物などは、そんなに紙代をかける必要はないと考える）
町民が町の情報を得る身近なものなので、続けて事業してほしい。
広報紙をいったいどれほどの人町民が目を通しているか町では知っているのかなぁ？まっ
たくみていない人々が多い
広報を読んだこともありません。アパートのせいか一度ももらったこともありませんし、
税金も高いのだから、これくらいは配るべき。
広報による情報の確認するため必要と思う。
町の小さなニュースを知りたいので重要かと…
広報紙は充実している内容で維持してほしい
よく見ます
町民が行政に関心を持つ良い取組だと思います。
毎月広報を見ています。
一生懸命やりすぎて、記事が多く読みたくないのでは
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質問１１
番号
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
81
82

広報紙発行事業

満足や不満の理由、その他ご意見
中身がなく表題だけ。中身を具体的に広報して欲しいです。理解力がないものですから。
楽しみにしている。
読んでもらいたい、見てもらいたい情報のアピールが弱い。
スポーツ振興や健康づくりの参加情報が必要。
高齢者や、使えない方々の事も考え色々な方法を考えてください。
お金の使い過ぎでは…
この件に関してはあまり内容がわからないのでパスします。
町の人材についての募集等がわかりづらい。登録制度、嘱託制度、パート等。
各自治会、地域にありますマンションの人たちにも自治会費をもらえるよう協力してくだ
さい。
町の行政を知るのに最も近いものは広報です。
北ノ王鉱山の話はとても面白く、歴史を感じられました。
毎号楽しみにしています。今後もよろしくお願いします。
町の状況がわかり大変良いと思います。
広報紙はいつも興味深く読んでいます。ホームページは見られません。
ホームページおもしろくない。
現状の広報紙で不満はありません。
北ノ王鉱山の特集、おもしろかったです。担当の方お疲れ様でした。
町の事業わからないことが多いので毎月来る広報紙は役立っています。来るのを楽しみに
しています。
人災・天災時に町ホームページでの情報提供をもっとすみやかに詳しくしていただきた
い。
これからも取り組んでほしい。
カメラマンがとても上手。いつも楽しみに見ています。頑張って下さい！応援してます！
広報紙発行についてはいいと思います。内容について、町の情報と共に、食べ物のこと、
住まいのことなど、生活に役立つ事などものせてほしい。
住民相互の情報交換は、町を活性化する。
町のことがよくわかり、とても良い。紙面は読みやすくて、字が大きくて高齢者にはあり
がたい。
紙での情報は機械のない人・苦手な人には、大切な情報源。町内会に加入していない人に
も配布する必要がある。町民全てに等しく町政を行うべき。
広報だけでなく、読みやすい方法で、細やかな情報公開が必要と思う。
町の様子がわかるから。
ホームページ使いやすく、見やすく！
努力を感じる。
自治会入会世帯だけでなく全戸配布をすべき。
町広報はホームページやインターネットにも力を入れるべき。Facebook、アプリ、ツイッ
ターを活用して発信すべき。コミュニティ放送的なyoutubeチャンネルを作るなどして、
動画タイプの広報を導入してはどうか。
（広報とは少し違うかもしれないが）町外の人に遠軽でランチに行くとき、どこに行けば
いいのかと聞かれてもよくわからないので答えてあげられないので、グラコムとかホワイ
トペッパーのようなフリーペーパーなどで、町の観光、商業、飲食に関する情報発信をす
べき。紙にできないなら、データのみの発信にしては。ＰＤＦとかだけのデジタルペー
パーだけなら経費が抑えられると思う。遠軽高校の放送局とかコラボしたら面白そう。
町の歴史について、まだまだ知られていないことがあると思われるため、「北ノ王鉱山」
の特集のような記事をまた載せて欲しい。
ほとんどの方々がパソコン・携帯電話を持つ時代です。ネットを充実させては？
町行政として町民と直接のべあう場を作っていただきたい。
広報紙、瓦版、必ず読んでいます。これからも発行願います。
広報紙の紙面のより充実したものを希望します。もう少し生活密着型の紙面とＨＰの推進
を期待します。
広報で町の様子を知る事が出来るので必要
広報はよむ人が一人ちがう目をとおして、感じ方がちがいます。でも、すごくためになる
事があります。
町の予算等詳しく知る事が出来るので、必要と思います。
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質問１１
番号
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
121

広報紙発行事業

満足や不満の理由、その他ご意見
どんどん良くしていって下さい。
町民の関心ごとを的確に発信している。
見ないで捨てる人もいるので、回覧板で回す程度で、全家庭へ配る必要はないと思う。
町の出来事がわかりうれしいです。
身近な情報が少ないように思う。
スマホやラジオ、テレビなど媒体を拡大すべきではないでしょうか？
読み終わった広報は捨てるだけですが、再利用方法とかありますか。
広報を出していることで満足して中身の検証がなされていない。ポスター等のＰＲが不
足。
広報紙を見て情報をキャッチすることが多いです。
少しでも我が町に興味をもってもらうためにも広報紙等は大切だと思った。
今遠軽で何が起きて、行政はどういう取り組みをしているのか知ることが出来ていいで
す。
広報紙から知ることが沢山あります。
わかりにくい
各地域の特性を重視されていないよ！
生田原のページ、白滝のページ、丸瀬布のページ、遠軽のページ、ローカル色を
スマホで町のＨＰが見づらいです。ＰＣよりスマホの方が利用者が多いと思います。
もっとわかりやすくしてほしい
毎月みています。
伝えたいことは分かるが、内容すべてを読む気にはならない。写真など増やし、子供にも
読みたくなるようになれば、町に愛着がある方も増えるのではないか。
毎月配布されている広報は、いろんな情報がのっていて、行政の取り組み、町のイベン
ト、お知らせなどすぐわかるので、とても良いと思います。
定期的に広報紙を配布してもらえるので、内容もわかりやすく、情報源にもなり楽しみで
す。
現状維持。
行政がわかる。
遠軽町の若い世代（高校生など）にも情報を発信する必要がある。SNSなどを用いて遠軽
町について知れば、将来地元に就職する若い人も増加すると思う。
他市町村に比べて、町ホームページが充実している。かわら版も良い。
居住している地域の情報を得る手段として必要と思います。
広報には工夫がみえます。読みやすい。
広報紙を見て自分が今まで知らなかったこと忘れたことに気付き思い出させてくれる。
知らない事が知れる。良いと思います。愛読しています。
地域毎の情報
内容の充実。
広報紙は担当職員が全戸配布してはどうでしょうか？
「ふれあいあふれるまちづくり」のためには必要なことだと思います。
町の動き、公事等参考にして助かります。
各種イベントを拡大にしてー。
必要な情報を得る方法としてはスマホでも町のＨＰにアクセスでき、便利になったが、
知って欲しい情報は広報紙（誌）に寄るところが大きい。将来的に予算面からと称して紙
媒体を今以上減らすことはしないで欲しい。
毎月楽しみにしています。がんばってください。
ホームページのe-ismニュースを時々見ています。話題として良いと思いますが、町民に
知れわたっているのでしょうか。「年間大賞」とか関心を持てるような方法があると良い
と思います。
広報紙はいつも楽しみに読んでいます。ホームページはもっと内容を充実させて欲しい。
情報源として活用しています。
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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

地域集会施設管理事業

満足や不満の理由、その他ご意見
今後使用させていただくこともあるかと思いますが、生田原地域の４か所は人口に対して
必要なのかと思います。維持費もかかるので必要があるかを考えなければならないので
しょうか？
瀬戸瀬公民館ですが、冬になると大広間の引き戸が締まらない。改修していただきたい。
どう利用しているのかよくわからないけど、必要だと思う。
各地域（自治会）所有の集会所、公民館へのある程度助成が必要と思う。
地域の発展の為必要な施設です。さらなる努力を祈ります。
地域住民がふれあう場所が必要
自治活動には不可欠なもので助かっています。
良いのでは？
南町に住んでいると学田、西町では遠い
施設の利用頻度に応じた削減（売却・取壊し等）と集約化した多目的施設の新設。
地域に暮らしていくうえのは、集会場は必要だと思います。
もう少し整理して、整備、修理したほうが効率が良いのでは。
現在は行政が、各団体、グループに丸投げしている。これでは、丸投げされたグループ、
団体、自治会の負担感のみが、突出している。町としての、地域集会施設管理に対する基
本方針の整備と町全体の統一性も考えていくべきと思う。
各地域の核となる施設は必要ですが、集約化と統廃合も必要と思います。
高齢者が多くテーブル椅子が必要だが、会場がせまい。現在、小さな椅子に座り背を丸め
て低いテーブルを使っている。予算がなく、個人の寄付などでやっている。
若い人たちが参加しやすい環境が必要。
色々な行事に西町会館を利用しているのですが、他県からの合宿、老人クラブ等色々な事
に活用が出来て嬉しく思います。
行かないから
かぜる安国の駐車場を昼休み等で活用出来るようにしてもらいたい（現在一般車は駐車出
来なくなっている）
現状を観察すると、予算の計上は必要だと思うが、利用者にとってどれだけの利便性を高
めるための管理をしているのか、もう少し、ぬくもりのある設計であってほしいもの。
集会施設の利用料の検討を
そもそも町内会等の存在意義について考え直す必要があるように思います。
年代を超えたコミュニケーションの場となり良いと思う。
車椅子トイレの利用者の利便性を考える事
何かあった時は集会施設（地震、色々・・・）集まる場所があるといい。
高齢者センターの暖房設備（現在寒い）又、トイレの改修はないのか。
年金について不透明なことなど疑問を解決してくれる研修会を
必要です！！
生田原地域だけ４か所もあるのはなぜですか？多すぎませんか？
遠軽地域以外は、必要なのかなあーと思いますが、遠軽に住んでいて、２か所のセンター
は、利用したことはありません。
集約し、施設の充実を図り、利用率を上げる。
住民同士の意思疎通を充実させ、万一の災害に対しても有効です。
昔と違って利用性が少ない。
災害時の避難場所に指定している施設については、年次計画により、施設として最低必要
な設備、物品等の整備を、今後とも行ってほしい。町は、各々の地区（町内会）の住民の
戸数、人口数を把握されていると思うので、それの何％かの率で整備されてほしい。
特に高齢者に対して、なるべく孤独にさせないで、集会に定期的に参加できる形をとるべ
きだと思います。
地域には必要と思います。利用もしています。
公民館もだいぶ古いので、寄付金を集めるなどしてもいいので、建替えてほしいです。そ
うすれば、子ども会のイベントなども、もっと盛んになると思う。
お祭りをしても有料だったり、もっと、町民のことを考えてほしい。
地域イベントの必要性は感じます。でも集会施設は有効活用されていますか？
特定の地域の住民だけが使用となっている。地域公民館を持っているところは自治会費で
まかなっている。
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質問１２
番号
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
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65
66
67
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69
70
71
72
73
74
75
76
77

地域集会施設管理事業

満足や不満の理由、その他ご意見
集会施設の使用頻度（何日/３６５日 何人）を出して、使っていない施設は閉鎖した方
が良いのでないのか（維持費がかかる）
高齢者の集いに麻雀をして心と体のリフレッシュのするところを作ってほしいです。（か
け麻雀と違います）少しの維持費は負担しても良いです。頭のぼけ防止と指の運動兼仲間
作り。娯楽をともなう集まりでおしゃべり会でも良いでしょう。人と人とのふれあいがあ
れば良いですね。
イベントは好きです
高齢者の外出が減っている現在、もっと呼びかけて、積極的に外に出てもらえたら良いと
思う。
それぞれの集会施設や利用料金など一つにまとめて便利手帳や広報資料としてつけてもら
いたい。
遠軽地域に少ない印象
地域イベントはみんなが心から楽しめるようなアイディアを考えた方がよい
使用料が全体的に高いのでは？
何のイベントでもどんどんやって人を集めることがいいことだと思います。
町として空家を借上げ集会施設として利用させて頂ければ大変助かります。高齢者として
は、自治会活動や住民活動に利用させて頂きたい。
地域住民が集まる場所は必要。
活動への参加ができていないので少しでも参加したいです。
高齢者が集う場所として、大切だと思います。
老人クラブ等の利用に役立っていますが、小さなサークル利用など費用を安くしてほし
い。
高齢と人口の下、必要性？
高齢化してきているので、コミュニティ活動をしても、参加が減少してきて、活動が難し
くなってきている。いっそやめた方がよい（参加者が同じ）。若い人達の参加がない。
人口少ないのに数が多い。１～２に集約すれば？
白滝基幹集落センターの改修を望みます。すべてがクタクタです。
町民である以上、地域の行事にも参加していますので皆が集まる場所は必要だと思いま
す。
もっと気軽に使えればいいなあと思う。
集いの場所づくりは大切だが、公平さが必要。
有効と思う。
使用したことがない。
南町公民館は老朽化が激しい。近辺は住宅が多く、小人も多い方です。是非南町住民セン
ターの建設をお願いします。
地域ごとに細かく集める施設を！遠くまでいかなくても、となりに行く感じで。
古い公民館やめるべき。
格所リズムダンス又タオル体操。
各地域の多くの集会施設が老朽化してきている。維持費がかかるようであれば解体し、文
化センターなどに集約したり、花の苑などの新しい民間施設なども間借りして活用したり
して、維持費、管理費を抑えて、効率よく運用していくといい。
人口減と建物の老朽化により、集会施設の統合も今後必要となることが予想される。
そういった場に行ける人は限られていること。偏った思想の方々が好き勝手なことを話し
ているという印象をうけます。
町民の活動活性化として必要であり町民の声を聞いて施設の充実進めていただきたい。
地域住民の連携に必要と思います。
各施設の年間使用回数を町広報で知らせてほしい。
以上の地域の施設は、災害時の集合場所等にもなっているため、管理上より重要と思いま
す。（利用の多い少ないかかわらず）
自己啓発のために書道などの習い事をしたいと思っていますが、自宅の付近に住民セン
ターや習い事サークルなどがありません。役場付近の中心街に地域集会施設が１つあって
もいいと思います。
学田住民センターに災害時に集合するとしたら場所が狭いと思うので他の場所を考えた方
がいい。
集会施設がややふそくでは
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番号
満足や不満の理由、その他ご意見
78 上記外公民館への助成（管理人さん）も考えて欲しい。
79 集会施設の数が少なすぎる。
敷居が高い感じ。自治会も上から目線の方が多い感じ。独居老人でも、気軽に顔が出せる
80
ような雰囲気がほしい。
81 住民センターは利用しています。
82 南東地区には、特に（いわね）に施設が少ない。
83 住民センター利用目的が昔に比べて薄れているのではないかと思う。
84 しかたない。利用を回数などを考えながら。
85 活動できているのか（利用できているのか）わかりません。
86 備品の老朽化
87 若い人達に住んでもらえる地域、町にしてほしい
88 気軽に行きたいと思えるような外景や内装にすると、活用する人も増えると思います。
老人クラブが住民センターを利用していますが、料金について老人クラブと一般使用者と
89
区別していただければ助かります。
そもそも西町・学田住民センターが、どのような使い方をしているかわかりませんが、自
由に使えるフリースペースはほしいです。
90
使用料が少なく、相談できる場所がほしい。（短時間の打ち合わせなど）あるいは開放し
てくれる場所があれば。又、そのアピールがほしい。
91 集会施設の管理は当たり前で、集会施設の数が妥当なのかわからない
92 若い人は参加でなく、としよりばかりの事業
93 お祭り、各地でちょこまかと多すぎませんか？
94 私は選挙の投票でしか行かない。各自治会で必要ならば、適当ではないか。
管理費が町税を使っている上に、使用料は取らなくて良いのでは？使っているのが選挙と
95 葬式の時位のイメージがあります。もっと、各自治体、全町民が使える工夫必要ではない
でしょうか？例えば利用がない時は遊具を入れ、子どもたちが体を動かせる環境を作る等
96 掃除がされていない様に思う。トイレなど。
97 とても清潔で使いやすく、料理もでき良い場所です。
98 いつもお世話になり利用させて頂きありがたい事です。
99 地域集会施設は利用していない。使う人にとっては利便的にいいだろうね。
100 使用料が高い。
101 自治会活動に利用しています。
それぞれの地域で、かなりの人が減っています。施設の維持管理費を考えると、使用頻度
102
の面からみても建物を維持していく必要があるのかな？と思います
合併前はセンター使用は無料（用途によるが）だったが、現在は費用がかかることが多い
103
と思う
104 話を聞いて自分に自信が付いてくる。
105 丸瀬布、遠軽はまだ良いかもしれないが、白滝、安国は本当に予算は使われてます？
106 使用料減免の拡大。
丸瀬布住民としては、各自治会館、公民館、総合支所など利用できる建物があります。コ
107 ミュニティセンターが必要だったのか、理解できません。使いにくく、立ち寄りづらいで
す。
108 どんどん活用してほしいです。
現在の集会施設は地域活動を行うので最低必要な施設です。今後も継続した維持管理を特
109
に望みます。
110 白滝基幹集落センターの老朽化が気になります。
自治会の夏まつりがなくなり、とても残念です。自治会を半分に割って、毎年のお手伝い
111
は大変だと思うので、１年変わりに交互にしたらいいと思う。
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公共施設等について
福祉センター、音楽ホールは本当に今建直す必要はあるのか疑問に思う。もっとやってほし
いことはたくさんあると思う。
体育施設がたいへん老朽化しています。修繕等していると思いますが、長い目で見ると多大
な資金がかかると思います。人口が減ってたいへんだとは思いますが、体育施設を新しくで
きないでしょうか。
白滝ジオパークの宣伝をもっとしてほしいです。せっかく素晴らしい施設なので、国道や道
道等に目立つ看板を設置したり、もっと人を呼び込むと良いと思います。
サンヒルハウスの利用者の無料化は、税金の無駄使い。有料化が望ましい。他の市町村から
の来町者驚いている。
新しく建設される文化センターには、町外、道外の人も来てくれるようなもの（ガンダム安
彦さんの関連のもの等）
道の駅、期待してます！！
住み良い町作りのための事業がもっと必要で、近隣の町村と連携がもっと実施すべきと推察
する。レクレーション施設の共有あるいは協賛で費用の削減をし、老人若者が楽しく生活出
来る環境作りが必要では。例えばゴルフ場、パークゴルフ場、文化センターの各市町村共有
の維持を行っては？
現在ロックバレースキー場近くに道の駅が作られていますが、どんなものができるのだろう
か関心があります。テレビでは、本州の「道の駅」を特集した番組を見る事がありますが、
ただの「休憩所」「トイレに寄るところ」ではなく、そこが目的地になっているようです。
野菜などの特産物を買ったり人気のメニューがあり、それを目的に人が集まっているようで
す。道内でも長沼などの例もあると思います。町内では白滝、丸瀬布に続いて３ヶ所目にな
りますが魅力的でしょうか？この３つの道の駅から遠軽町の魅力を発信できないものかと思
います。高速と高規格を通って、道央方面から来たくなるものがあるといいなと思います。
町内の施設も埋もれている気がします。例えばジオパーク交流センター、ちゃちゃワール
ド、木芸館、木楽館、ノースキング、瀬戸瀬温泉、マウレ山荘など、バラバラにある感じが
します。新しくできる道の駅から遠軽町の魅力が広く発信できるといいなと思います。
なぜ文化ホールなどを建設しているのか。人口減少時代にムダである
子どもが遊べる室内施設がほしいです。できれば無料で！
公園が少なすぎる。
今まで活用していた数々の施設が未使用となり「もったいないよね」という声をよく聞きま
す。いろいろな事情があって利用できない事もあるとは思うのですが、とても残念に思いま
す。
岩見通南１丁目の文化センター建築にあたって、あれだけの土地を買って解体して建築する
必要性が今でも分かりません。莫大な費用をかけて買い上げ、更地にしたのはあの一角の
人々（売った人）がただ喜んだだけだと思います。文化センターの集客数と利用率がただた
だ心配されます。ふぁーらいとの二の舞になるのではと危惧しております。
遠軽町が所有し、団体等に貸している建物について、老朽化しているところあり…全体を把
握し対処すべき。また、使用していない建物については早急に解体すべき。
陸上競技施設を充実させてほしい。ラグビー競技施設との格差が大きい。
遠軽町では、ロックバレー道の駅を予定して居ると思いますが、道の駅には通年新鮮な野菜
を並べてほしいと考えます。それで瀬戸瀬温泉の熱利用で野菜のハウスを建てて、年間出荷
できる様考えて見てはどうですか。ハウス（施設）は、町等で考え、作業等は農業者のＯＢ
等にお願いしてはどうでしょうか。
遠軽町では、がんぼう岩の上の公園に、今使われていない建物が多く見られますが、なんと
か有効利用は出来ないのでしょうか。
月に二回ほど、役場の３階会議室に会議で行くことがあります。なぜ、タバコの煙が充満し
ているのでしょうか。過去にがんで闘病した経験があり、タバコのにおいをかぎたくないの
に、なぜ公共施設でそんな思いをしなければならないのでしょうか？町長様をはじめ、おか
しいとは思わないのでしょうか？検診の助成をするのは結構です。しかし、本当に重要なこ
とをわかっていないのではないでしょうか。公共施設の全面禁煙を検討して下さい。
遠軽町は子供が遊ぶ施設が少なすぎる。生田原ちゃちゃワールドは、あそびのひろばは乗り
物、スベリ台、積み木etcがあり、意外と子供がよろこんで遊んでいて、まあまあ良いと思
う…藤城清治氏の影絵はとても素敵。ここは見どころだと思う。休憩コーナーはあるが喫茶
スペースを作りスイーツetc出したら良いと思う。
道のえきが早く出来て私達も出かけてみたいです。早く出来る事を楽しみにしています。
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ＩＣ道の駅はリフトに乗って、早朝に雲海を見に行ったり、夜に星を見に行ったり、展望台
施設のようなものをもうけて、雲海テラスみたいにアイスコーヒーなど、軽食がとれるよう
にした方がいい。上がって何もなければ、わざわざ上がってくれる人は少ないと思う。
道の駅の女性のトイレは１つの個室を広めにとってほしい。コートを掛けたり、鞄をかけた
り、子供を連れて入ったり、キャリーケースを持っていたりしたいので狭いトイレは困る。
ＩＣ道の駅には小上がりか畳のスペースがあると、子供連れで利用できたり、暴風雪などの
災害時に利用できていいと思う。札幌から来るとガス欠になりかけるのでガソリンスタンド
は必須だと思う。
喫煙場所がトイレの前とかにあるＳＡなどは、外で吸われた煙が香ってきて非常に臭いの
で、たばこはしっかり喫煙室を設けてほしい。
長距離を運転して疲れているときはおいしいコーヒーを飲めるＳＡに必ず寄っていたので、
おいしいコーヒーがあるＳＡになるといいと思う。
しらたきの道の駅のトイレは、暗くて寒くてひとけがなくて夜に女性１人で利用する時に怖
いイメージがあるのであまり利用しなかった。遠軽のＩＣのトイレは明るい感じにしてほし
い。
町民センターには建設時に立ち退いた商店などが入り、イオンモールのように屋内でつな
がった商店街のようにした方がいい。吹奏楽も聴かないし、文化活動も特にしていないの
で、駅に行く以外、施設を利用することがなくなってしまいそう。イオンモールが大げさだ
としても、何かお店は入っていた方がいい。
新しい施設が増えているが、建物は完成した時から老朽化が進んでいく。
文化ホール、道の駅等の早期完成願う。
町施設の空家について
西町１丁目の温水プール、南町の旧消防署、役場近辺の旧図書館等の建物はその後解体する
のか又は補修して再利用するのでしょうか。
温水プールとトレーニングルームの一般料金をもっと安くしてほしい。もしくは、プールと
トレーニングルームを一回券で行き来できるようにしてほしい。
東町の武道場かコミュニティセンターに、ルームランナーや筋トレマシーンを設置してほし
い。
武道館の整備について
（１）各設備の維持補修等が遅れており使用できない状況（ガス湯沸かし器）
（２）弓道場ドア開閉不良
（３）屋根両減り
（４）外柵腐食
建物行政は、維持・管理が大変だと聞いているが、週１～２回程度の利用でも必要なのか、
理解できない。公住やアパート（民間も含め）は建つが、人口減が目立っていることを考え
ると、心配な面が大きくなるのでは。
各地域、主な施設にAED（自動体外式除細動器）を置いてほしい。
役場に住民が集える場を
野球場、テニスコート、サッカー、プールなど、一部の人が使用する施設に大金を使って、
健康のためと一般大多数の人が使うパークゴルフ場があまりにも貧弱で、お粗末すぎる。他
市町村からくる人たちから苦情が出ている。早急な対策が必要です。
先にもお願いしましたが、文化センターを早急にお願いします。
岩見通南１丁目に建つ建物は、なぜそこなのでしょうか？道路狭いのに、バスとか大変なの
では。
もう遅いが町の文化センター。いずれ町のお荷物になる。それと福路に陸上競技場が多々あ
るが、本当に必要だったか。
各自治体の消防サイレンは、火事と時報の役割だけ担っているのでしょうか？メンテナンス
をしっかりして、防災サイレンとして使用してほしいです。Ｊアラート発令２回ともなって
いないですよね。このときこそひつようなのではないでしょうか？
スポーツ振興に力を入れているのは、理解していますが、福路のスポーツ施設は必要だった
のでしょうか？武道館ラグビー場、野球場は河川敷にもあります。町民の税金を使うのであ
れば、スポーツをしている一部の方々向けではなく（全員が全員スポーツをしていませ
ん。）町民の多数が利用できる施設に力を入れてほしいと思います。
高齢者センターのトイレの改装（様式に）はできないか。検討してほしい。
河川敷にあるパークゴルフ協会管理の隣のサッカー場の一面をパークゴルフ場として改修で
きないか（現在のパークゴルフ場は増水したら使用できなくなるため。）。
木楽館がイマイチ何の施設かわかりにくい！！アピールが足りない。
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銭湯がなくて不便です。瀬戸瀬と生田原に温泉はありますが、中心部にないのはホント不便
です。新しい福祉センターに併設なんて無理でしょうか…スペースが…げんき２１のお風呂
を老人ばかりではなく、一般に開放とかできないでしょうか？週に1日とかでも…もちろ
ん、有料でけっこうなのですが…ご一考のほどよろしくお願い申し上げます。
太陽の丘の色々な施設も使用されなくなり、そのままの状態である。新しいもの、新しいこ
とを広げていくのではなく、今あるものの用い方を充実させていくことも考えて行ってほし
い。
瀬戸瀬インター出口にトイレを仮設置でも良いのでつけてほしい。探している人が多い。
北大雪クロスカントリーコースについて、安全対策をしっかり進めた方が良いと思う。
◎公道への路駐…ちょうどカーブの所に路駐してあり、大会やイベント時など、特に子ども
が車の脇から出てきたりしてこわい。（アイスバーンなので急ブレーキかけられない）
◎管理者がいないので、誰がいつ入っているかわからない。
早朝…整備車両との接触事故のおそれ
夕方…ヘッドライト持たず、夕方に入って途中で吹雪になりホワイトアウトの中、薄暗く
なってから出られた人を実際に知っている。遭難の危険性。けいたいでんわもつながらな
い。
有料にしてでも、管理者を常駐させ、安全管理体制を整えた上でしっかりと責任ある運営を
するべき。
プールやアスレチックの使用料が高い
遠軽では今岩見通に大きな施設を計画しているが、今後の大きな町の負担とならないか。
現在、賃貸住宅に入っていますが、なかなか料金が高く、早く公営住宅でも入りたいと思っ
ていますが空きがなく、何年越しになるかわからなく混迷していますので、申込みすれば誰
でもがすぐに入居できるよう建ててほしい。
もう少し団地の値段を下げてほしい！入りたくても高くて入れない？
公営住宅でのペット飼育が出来たらと思います。築２０年くらい経ち、飼う時は登録制とか
１件に１頭とか色々な問題があると思いますが、周りを見てますと、飼いたくても無理だし
と思ってる方もいますし、犬とか猫の為にも少しは役立つことが出来るかなと思ってます。
今回のアンケート調査には全く関係ないのですが、テレビなどで動物放棄を見ると可哀相で
す。
福祉センターでは講堂のピアノをステージから上げ下げして使う人が多いようだが、人材派
遣サービスなどの利用で十分な人数で安全に行ってほしい。

交通・道路・除雪等について
交通面で、旭川迄の乗車、乗り換えになると、老人は荷物を持っての移動が大変です。バス
に乗る方が多くなってきまして、不便を感じています。
石北線の事が大きく報道されていたが、廃止とならない様ＪＲに強く要請してほしい。数回
会議をされている様であるが、厳しい事もあるが頑張って下さい。
駅から遠高までの道路の除雪をもう少しこまめにやってほしいです。
雪の降り方と除雪の時間帯のバランスを考えていただきたいです。
石北線を必ず守って下さい。一町民としてＪＲの利用回数を多くしてます。
町内循環バス？もう少し区域を広げてほしい 変電所⇔学田
北見の病院に通院する為に交通が不便で、思う様に通院出来ません。安心して通院出来る様
に考えてほしいと思います。
北見市へ行くことのできるバスをつくって欲しい。今はＪＲでしか行くことが出来ないので
不便です。
除雪の中、除雪された雪を自宅の入口に、重い、かたいのが残るのが一番こまる。一部の地
域では、きれいにもっていくところもある。
町長さんのクリーンヒットですね。ＪＲ石北線問題は、国の無責任さ、道のあいまいな態
度、ＪＲの一方的な言い方、自治体もどうしていいか大変かと思います。沿線住民も自治体
に頼ることなく自発的に線路を守る知恵を出し合う必要があると思います。沿線自治体同士
よく話し合い情報の共有をお願いします。
遠軽町内は町のバス運行されていますが、他の生田原・安国などはないです。１週間に１～
２度ぐらいあっても良いのではないでしょうか。
高速道路も延び都市まで気軽に行けるようになる反面、ＪＲは不便になる現状では、車に頼
るしかありません。元気なうちはよいですが、車を運転しなくなる年齢になった時、どんな
生活が待っているのか大変不安です。ＪＲ駅の将来は、町としてどのような働きかけを考え
ているのでしょうか？
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私は、東町の野球場の近くに住んでいます。遠軽町の除雪の有無は積雪１５ｃｍだそうです
が、歩道の除雪は５ｃｍ～出動するようにお願いします。せっかく広い歩道があるのに歩く
方はほぼ居ません。健康維持の為かと思いますが歩く方は車道を歩いて居ます。危険です。
近年、除雪時に家の前をグレーダーが通る様になったが、家の前に雪を置いていくだけで、
間口処理を徹底してもらわないと困ります。朝の通勤時間にグレーダーが通ると、家から車
を出せません。タイヤの大きい車なら（４ＷＤ等）乗り越え出来ますが、普通車では無理で
す。ちなみに７：３０ＡＭ～にグレーダーが来ます。道路拡張時、除・排雪の徹底を図ると
か、当時の役場の方は申しておりましたが……徹底にはほど遠いです。
近所の細い町道に面してるグレーダーの通らないお宅は自分の敷地の除雪だけで良いのに、
グレーダーの通る我家では、除雪機が無いと車も出せません。同じ税金を払っているのに不
公平です。
遠軽町所有の除雪車をもっと冬の期間活用して欲しいです。（春の雪割り作業しか見た事が
有りません。）
鉄道を残すため各関係自治体の応分の負担も必要と思う。
雪の季節になりましたが除雪には早朝夜遅くと来ていただいてこれから段々年を増すと出来
なくなると思いますが本当に助かっています。これからもよろしくお願いします。
ＪＲを利用する人は、そもそも駅に行くまでの足がない。利用しやすいようにするには、Ｊ
Ｒの出発時刻に合わせた循環バスを出すなどして、足がない利用者を駅まで連れてくるよう
な動きが必要。また、観光や一時的な利用者を増やすのではなく、日々使う通勤、通学に利
用されるような取り組みが必要。
ＪＲの時間や本数が減ったり、乗り継ぎが増えたことで、外出する際の時間の選択肢が減っ
た。短い休日の中で効率的に移動するためには、バス、ＪＲ、自家用車を乗り継いで外出す
る必要があったりするが、そういうときに片道で利用するにはＪＲは片道特急料金が高いの
で、利用の選択肢から外れる。
片道利用も安くするとか、お互いに補完し合う時間帯でスケジュールを組むとか、官、民、
ＪＲ、北見バスが協力し、旅行者、通勤者、観光客が本当に使いやすいと思える形になるよ
うタッグを組めるような連携が必要。
ＪＲから降りた後、遠軽町内の観光地に行く足がない。循環バス、レンタサイクルがあると
いい。
遠軽駅の転台車はあそこまで近くに行ける場所が少ないらしく、マニアの中では結構いい写
真スポットらしいのでＰＲしてみては。
除雪についてお願いします。住宅地の集雪場に隣接しております為に除雪の後に他のお宅の
何倍もの雪を残して参ります。除雪機でも難しいほどの硬い雪で、本当に困っています。広
報にも除雪車のこぼれた雪は各自、処理して下さいとありましたが、他から持って来る硬い
雪でもありますので少しは隣接宅にご配慮下さいますようお願い申し上げます。
町道の中で十字路が多くありますが、その中で一時停止の標識がなく停止線もありません。
せめて、一時停止の停止線ぐらいは道路に書いてほしいものです。どちらからも車がきて徐
行すらしません。何度か事故もおきています。特に、１条通と２条通の間の通りが何もない
道路が多いです。早急に何か手をうってほしいと思っております。よろしくお願いします。
デマンドタクシーの運行について
現在午前８時４５分からの運行なのでオホーツク２号に生田原駅から乗車したいと思っても
利用することができません。前日までの予約で対応していただければと思います。
雪道の除雪がていねいで助かります。
西町２丁目、３丁目、遠軽小学校までの道路（歩道）の整備をしてほしい
高齢なので、その時の雪の状況に応じて昼ごろまでにお願いしたい。
堤防も除雪していただけないかと思います。
夜、遠軽町内を車で移動しますが、一本道が違うとどうして街灯の明かりが違うのですか？
統一感のない街灯のデザインうすぐらいオレンジ色の明かり、防犯のためにある程度の明る
さ必要です。（南２～３丁目あたり）
岩見通は明るすぎ、警察の前はうす暗い・・・信号のあたりは歩行者を見やすいように明る
くして下さい。
健康維持のため毎日ウォーキング実施しているが、降雪があった時、歩道の除雪がされてい
ないため歩きにくい。車道を歩くことがあり危険を感じている。早朝歩道の除雪を優先（車
道よりも）してほしい。
冬になると雪の除雪が心配ですが、大変きれいにしていただいてこれからもお願いします。
除雪機が持って来た雪は重くて片付けが大変です。
最近は良くやっていただいていますがこれからもよろしくお願いします。
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冬の除雪ですが、いわね大橋から自衛隊へ行く直線道路、怖いくらいに毎年除雪されてピカ
ピカテカテカです。少し雪をかむくらいの路面でいいです。一度降雪の次の日確認してくだ
さい。除雪してくれなくて、文句もありますがやりすぎて怖いんです。使用してる除雪車両
27 にもよると思いますが・・・。
除雪の時は、まず歩道をあけて歩行者を守ってあげて下さい。車道を歩かれると車の運転も
大変なので。
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私は現在高校生で、１１月くらいまでは、自転車に乗って登下校をしていました。高校の近
くには、横断歩道が１つあり、坂を上るとセイコーマートのところに横断歩道が１つありま
す。でも、私が通っている通路は、その間でとても不便な思いをしました。友達と通ってい
るときも「この間に横断歩道があるといいね」と話しました。そして、高校の前の道路もか
なりガタガタで、パンクするかとても心配になります。なので横断歩道と通路の設置・改善
を願います。
古くなった町道の舗装のデコボコが多くあり、走りにくく又水道や下水で掘り起こして、復
旧のあとが部分的に下がったりしているが、補修にもっと気を使って、見まわってほしいと
思っています。できるだけスムーズに走れるように宜しくお願いしたい。
冬期間の道路の除雪が合併前より悪くなったので対応をキチンとしてほしい。
除雪で東町を実施している北都開発の除雪は非常にていねいで、大変喜んでいます。
質問２で記入していますが、現実に事故があったところで、学生が事故へのまきぞえはない
ものの、今後可能性はありえないとも限りません。
１条通北４丁目、５丁目の二か所の十字路です。一時停止では、見通しが悪く、危ないと思
います。車の通りが非常に多くなったとも思いました。
JRの利用促進を行ってほしい。階段では、駅に行くのも大変です。
旧遠軽小学校のほうの歩道が狭くて怖いです。広い歩道にしてほしいです。子供たちがかわ
いそうです。
毎年、除雪作業の素晴らしいクオリティに感動しています。ありがとうございます。
道路も大事だけど、石北線も大事だと思います。
ＪＲ問題（維持管理）は、国が責任をもって取り組むべき課題。市町村は強く国に対し要望
すべきである。
町道の拡張は本当に必要か？近い将来には歩道にも草が生え、整備が大変になる。人口が
減っているので、違う方向に転換しては。
最近、スマートフォン等でポケモンＧＯをやっていると思われる人が家の裏や道の上で車両
を停め、迷惑している。ひどい時は道路上や交差点内に車両を停めて危険を感じることもあ
る。
高齢者の免許返納運動。危険運転が多すぎる。
除雪対策にもっと予算を多くし、町の中をもっと明るくし、電柱を町の中からなくしてほし
い。
バス待合室が暗く、夜間（夕方～）両親がバスに乗る際、待っているときも不安だと言って
います。待合室のあるバス停は、ＬＥＤ照明等の設置をしてほしい。また、学田団地中央の
バス待合室が道路に出ているためバスが横付けできず、足の不自由な母は乗り降りが大変な
のでこのバス待合室をもう少し奥にして道路にはみ出さないよう改修してほしい。
岩見通が北9丁目で一旦途切れて旧職訓方面の道は細く道幅も狭く曲がりくねっているので
改修してほしい。
南町方面に最近大型スーパーが増加していますが、北見バスの町内線が町の住所地域・商業
地域の変化に十分対応せず大変不便です。もっと利便性を高めたところを走るよう町と北見
バスが協議し、町の変化に対応した交通アクセスを作成してほしい。
岩見通の対面通行化！！
高齢者が免許証を返納した時の遠軽町独自の補助のしかたを今の1回100円の補助制度を考え
てはどうですか。（１）買い物タクシーの補助（個人補助かタクシー会社補助か）、（２）
買い物バスの運行計画として、西町・学田・福路・南町・東町など時間差で運行計画を立て
てみてはどうでしょうか。
老々介護で一番大変なのは除雪です。助手を乗せて残った固い雪を排除してほしい。障害5
級で無理できず、老々介護（親は96歳、95歳）は本当に大変です。
交差点の信号機近くの電灯が黄色のところがあります。夜車を運転している時、間違える時
があります。危険の時がありました。
通年通して堤防除雪してほしい。
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瞰望岩のコスモスの草取のボランティアが有りますが、75才すぎると車はやめ、行くことが
出来ません。センターからでもいいですからバスでもあればと思います。
自分の健康を考えて、あるいたり体そうしたりしてますが、プールだとかも行きたいが、遠
くて行く事が出来ません。なにか町の中にあるといいですが。
遠軽町長様
年を取って来て車の運転も出来なくなりＪＲで行っているが、北見の病院に通院する為に、
月に２回～３回北見に行くバスを佐呂間町の様に出してほしいです。バス賃は自分達（各
自）で出します。
高齢者のための乗用車や、それより大きめの乗合タクシーのようなものがあると良いのでは
ないか。バス停まで行かなくても、もっと家の近くとか。高齢になると、買い出しも大変な
ので、車に野菜やそうざい、日用雑貨など積んだ車があると良い。自宅近くまできてくれる
と助かる。ＣＯＯＰのトドックもあるが、年をとるとチェックするのも大変で、やはり自分
で見た方が判断しやすい。コンビニまではタクシーで行くほどでもないが、歩くには遠すぎ
る所も多くあるように感じる。色々な物をのせた車が近くにきてくれることで、買い物も楽
になる。
冬の除雪をこまめにやってほしい。特に町道でお願いします。高齢化により石北線は命の次
に大切なのでそんぞくしてほしい。特に北見と遠軽の間の普通列車や北見からの快速列車無
くさないでほしい。冬の除排雪について、きっと大変ですがきけんのないようにたいおうし
てほしい。年金暮らしをしているのですが、月７万位で車の運転をしていますが、車の経費
がかさむのとガソリン代とか任意保険と生命保険等に１５万円くらいかかります。少ない年
金で精神障害者などで生田原なのですが、さわやか作業所に通って仕事をしています。生活
保護の対象者でないので、ガソリン代、冬の暖房費がかさむので生活が困難になっていま
す。何か方法はないのでしょうか。
遠軽ＩＣ道の駅とても楽しみにしています。子供たちと毎年スキーを楽しんでいるため、２
年後の仮オープンが待ち遠しいです。あの白滝の道の駅の高速からの入り方が難しいらし
く、毎回高齢の父は間違いそうになり、私がいない時はあえて利用しないようにしていま
す。私もなぜ間違いやすいのか、新しい物に変わっても、何度も大丈夫？と聞かれたり不安
になるので、高齢者でも簡単に誘導できるようにお願いします。例えば砂川子供の国のよう
な。

ごみ・環境・まちなみ等について
燃やすごみの収集を週２回にしてほしいと節に希望します。宜しくお願いいたします。（丸
瀬布）
水洗トイレ（下水道）整備をお願いします。移住してくる際に、トイレが水洗じゃないとい
う点が非常にネガティブな要因でした。
子どもが多めな地域なのに、おむつも有料袋に入れるのはどうかと思う。ごみ袋をくばると
か、おむつだけは透明な袋であれば無料などの措置がほしい。
以前、ごみ焼却施設へ燃えるごみとリサイクルごみを持ち込んだ際、受付の職員の方が面倒
臭かったのか、「全て燃えるごみじゃだめですか」と言われた。何のためにごみを分別して
いるのかと思った。
原発を動かさなくても各自がエコな生活を努力する事も大事な事です。もし福島のようにな
れば、北海道の海産物・農作物すべて売れなくなる、住めなくなる。他人事ではない事を置
戸町のように講演会など開いたらどうかなと思います。
リサイクルを無視できない姿勢は理解できるが、燃えるごみの範囲を拡充して欲しい。生活
が変わらないのでは、無駄な建設費だったのでは？ハコモノが好きな町という印象。
遠軽町は、人の暮らしと自然が調和した、特徴のある町だと思います。その特徴を生かした
町づくりと、若い人が働ける職場をぜひ確保してください。
食堂やホテル、コンビニから出る残飯のバイオ化を今後考えた方が良いと思う。まず、新設
の（仮）文化センターで使える方法等。
ゴミの分別がわかりにくい。
トイレの水洗化を積極的に取り組んでほしい。
資源ゴミ、空缶、古鉄等をゴミ処分場で業者に販売しているのでしょうが、自分の意識不足
かもしれないが、販売金額が伝わってこない。住民に伝達しているのでしょうか？
子どもがいない夫婦専用の借家があってもいいのでは。
ゴミ収集事業については高齢者にとって素晴らしく良くなりました。佐々木町長の手腕に感
謝しています。
調査対象外ですが、遠軽地域はラジオFMがNHKFMしか受信できないのでAIR-G等が受信できる
ようにしてください。
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悪臭が全域にただよう事があるが、どこからなのか。
15 住宅街にカラスが多すぎて歩道にはフンだらけ、車もフンだらけ毎日、カラス駆除どうにか
ならないか。
燃えないごみの回収は１週間に１度は最低あって欲しいです。燃えるごみは１週間に１～２
度、例えば（金）がいつもなので（火）・（金）にするとか。
夏季だけではなく、冬季も。物置がないアパート暮らしの人が困っています。ごみだけのた
めに、何万もする物置を購入する人はいませんし、衛生的にも良くないと思います。カンや
ビンは月１～２でも大丈夫ですが…。
16 この町に住んでから６年目になるところですが、ゴミ出しについては「なんて不便な町なん
だろう」と思いました。お店がないのは仕方ないにしろ、もう少し考えて欲しいと思いまし
た。
苦情みたいで申し訳ございませんが、せっかく医療や、地域の方と密着できる様な体制が
整って来ている丸瀬布に、イベントや行事もしっかりしているのに。何だか町民の不満等が
この町のポイント（良い所）を下げてしまっている気がします。
町の整理整頓をきちっとしてほしいです。
17 工場でゴミを燃やしている所があります。夏も窓を開けることができません。どうかやめて
ほしいです。
空き家の窓ガラスが割れ、カラスやハトが住みついています。道路にはフンが散乱し、子供
達が近くで遊んでいる為、衛生的に不安です。町内で花を植えても、カラスに荒らされいた
18
りして、調和のとれた景観作りで頑張っている町の人が気の毒です。空き家の持ち主に声を
かけるなどしてほしいです。
19 不審者が多いが町で何か対策をとっているのか？
20 家をこわす補助をしてほしい。
まちづくり会議でコミュニティラジオ局について意見が出されていましたが、私の住む生田
原地域では、市街地～金華までの間、ラジオがまともに入りません。恐らく丸瀬布・白滝で
21 も電波状況が良くないと思います。今般、せっかく良い案が出されているけど、ほぼ遠軽地
域のみになってしまいます。防災上の観点からも、ラジオ電波の改善は必須かと思います。
インフラ整備と捉えて是非、町で整備してください。
空き家対策のスピード感がない。独身者が町内のアパートに暮らす際、家賃が高く（他の市
22 町村より）町内在住せず、町外から通勤している。家賃補助で若い人たちが町内に生活でき
るように対策してほしい（町民税等が現状より増収になると思います。）・
遠軽町の中には降雨時、まだまだ水害に及ぶ地域がありますが、早急にいつも被害が出る区
23
域を調査して被害にあわない方法を考えていただけませんか。
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産業・雇用等について
町議会議員削減できないか。町村合併の時人口２４，０００人と記憶しているが、今は２
０，０００人となり、今後増加する様な地元企業誘致等を考えてほしい。若者があつまる様
な職場？
土木・建設事業は大、中、小企業に関係なく、公平に行きわたるべきと考えます。特定の大
企業だけが受注している様に見受けられます。中央病院解体に莫大な費用をついやし、ただ
でさえ既存商店が減少する中、岩見通の既存商業者を消す様な事業には絶対反対です。（他
の意図を感じてならない）
遠軽町の産業の１つの農業について、農家が減っている中ですが、もっと農家の大小にかか
わらず、農家一軒一軒が生活基盤が安定して、一軒でも減るのではなく、増えるようなこと
について、いろいろ町の一町民として考えてほしい。遠軽町から農業をなくすということは
考えられないと思うので。
農林業の活性化にもっと力を入れるべきです。過疎化・高齢化が急速に進んでいます。事後
対策に終わらないようにすべきです。新しい産業、企業を向えるのは大変難しいと思いま
す。農林業の後継者がいないのは経営として成り立たないことが一番と思いますが、どう
やっていけるようにするかの工夫がされ誰でもが参加出来る仕組をつくることができないで
しょうか。個人経営を共同経営にするとか、個人で木を伐っても売れる仕組を作るとか、森
林の手入れをすればお金になるようにするとか。エネルギーや環境が問題になっているだけ
にそれらの助成金（補助金）を活用した事業等何か工夫はないものでしょうか。
小林町長の折、遠軽物産協会で開催をおこなった様でしたが、その際大変良く売れた事を覚
えております。この様な事を何年おきでも行うとオホーツク産の物が見直され通販にもつな
がるのではないでしょうか。
若者が少ないと思います。働く所がないから町を出ていかなければならないのではないで
しょうか。企業誘致が必死ではないでしょうか。よろしくお願いします。
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遠軽高校から、札幌や東京の大学に行った後にＵターンをしたいと思っているが、戻っても
仕事がないと思っている人が多い。開業等への助成も考えてあげてほしい。もし、助成の制
度がすでにあるなら、ＰＲ不足だと思う。もっと広く、町内外にわかりやすくＰＲしていく
べき。戻ってこられなくても、東京や札幌からなにか遠軽のためにしてあげたいと思ってい
る若者が多いので、ふるさと納税の他にも何か町外から支援するシステムがあるといいと思
う。
もっと若い人間にチャンスを与えてほしい。公務員募集も含めて少ない。
起業も農業以外に目を向けて新しいことにチャレンジできるためのものに使って欲しい。
いつまでも若者が増えない、２０年、３０年先を見た取組を期待したい。
若者が他町村に行かぬ様もう少し働く場を作って、引き止めたらいいと思います。
最近は、若い人がどこかに行ってしまう状態です。例えば、大きな工場を持っている会社に
頼んで遠軽にもその工場を立て、働ける場をつくり、若い人がこの土地で働けるようにした
いと思っている。
あとは店など少し新しい店を入れてもいいのでは？
イオン系列の店があるとうれしいです。ちゃんとした服などの衣料品などそろう店をお願い
したいです。
若者が働ける魅力ある町作りをお願いします。高校卒業後、進学、就職等で町外へ出てしま
う。若者が働く企業が少ない。
町の名産について、遠軽のお土産はこれといえるものがない。数はあがっているが、ほとん
どの人が遠軽名物には？
町内に全国区の企業等を呼ぶことはできないのでしょうか？何社もとはいいません。企業の
大小は問わないと思います。１社だけでも呼ぶだけでも少なからずとも時間をかけたら大き
な効果が出るのではと考えます。
質問６のような就業の促進への取組で福祉事業への関心や人材の育成を促してくれるような
助成や研修などへ目を向けてほしい。
地域に若い人材を定着・定住させるため企業を守ることや誘致に力を入れてください。若い
世代を確保するための町政に取り組んでください。
町の中がシャッター街になっている。活気がほしい。農業とコラボして産業の充実を…。
人口は毎月毎月減っています。企業の統廃合により、事業所の撤退もあると思います。財源
が減る中、税金を有効に使っていただきたいと思います。
雇用のところで考えて頂きたい事があります。
遠軽町には、障がい者がたくさんいるが、２０才から高校卒業、高等養護学校を卒業後も就
職する場がなく、近隣地域もしくは旭川方面などに就職するも辞めて戻ってきても、この遠
軽には就職先がない！！何故なのでしょう？
障害者と向き合っていない、家族の意見・本人の意思に寄り添っていない。
地元に就職先があれば親も子も安心して生活できる。障がいを持っている子たちに将来がみ
えない町の印象がある。
イオン等の大型ショッピングモールが出来れば訪れる人も増えるし、住みたいと思う人も多
くなり地域の活性化につながるのではないかと思います。また、若者は高卒後に地元を離れ
て働く人が多いと思われます。若者が就職したくなるような店や施設があれば、高齢化も防
げるのではないかと考えました。
遠軽駅周辺にコンビニが欲しい。
ファストフード店を誘ちしてほしい。
転勤族で遠軽に来ましたが、町に来てこれがすごく良かったというものがないです。町を代
表する名産の食事処もないので残念です。おいしい食べ物屋さんがあればいいのになと思い
ます。まだまだ働ける年齢なので仕事探しをして町の役場の臨時職員の仕事をしたいと思い
ましたが、募集も大々的にしてはいなく、閉鎖的に感じました。他の市町村にも転勤で住み
ましたが、臨時職員の募集はきちんとありました。ハローワークで募集もしていませんし、
もっと町の行政に携われる機会を与えてもいいのではないかと思います。（パートなど扶養
の範囲内の仕事や、期間の定めのある短期の仕事が臨時職員であってもいいのではないかと
思います。）役場で臨時職員の応募のための用紙を受け取りましたが、身元保証の書類があ
るのには驚きました。信用されていないような不信感を感じました。差別的なことも感じま
したので不要だと思います。身元保証の記入を頼める知人がいないので応募は断念しまし
た。とっても残念でした。

保健・医療・福祉等について

昨今、認知症の人が増えてきていますが、町でもその対策として認知症予防体操等のクラブ
1
でも開いてもらえればありがたいです。
70

自 由 意 見

2

3

4

5

6

7
8
9
10

11
12
13

14

15

16

もう少し精神障害（児童）に対する理解をしてもらえる場を作ってほしい。障害者に対し
て、軽自動車の減免はやって頂けて助かっていますが、普通自動車を減免してもらう時色々
条件があり、学校に通学している時（朝、放課後等）送迎しているのですが、その証明書を
発行して頂けない。他の地域では（北見市等）すぐ発行してもらえるのに、なぜ遠軽では、
今まで発行した事がない等の理由で書いてもらえないのかが理解できないので議論してほし
いです。（精神でも発行してもらえてるみたいで、以前申請した時に驚かれました。）
産婦人科医の確保で大変なところだと思いますが・・。小児科医の増員も検討していただき
たいと思って居ります。遠軽町には厚生病院にしか小児科がなく、午後からの診察は月曜の
みなので、とても不便、不安に思います。子を持つ親の立場としては、小児科の体制をしっ
かりしていただけたら、とても安心して過ごすことができます。様々な問題が山積みの中、
このような要望を聞くのは難しいかと思いますが、一町民の意見として書かせていただきま
した。
転居して遠軽町に来ましたが、子供に医療費がかかるのには驚きました。小学校で３割負担
は高すぎます。持病があるのでキツイです。色々と景観にかんして力を入れているようです
が、動物のフンが道路にあり、公園にもあるのではと思い、子供を外であそばせるのを躊躇
することがあります。とても不快です。スポーツ競技場等も大切ですが、他にお金をかける
ことがあるのではないでしょうか。疑問です。
遠軽厚生病院の医師の確保も大変だと思います。使用されてない病棟が多数あるため、何か
に使用できると良いと思います。丸瀬布厚生クリニックも同様です。高齢者施設などに使用
できると、病院と併設されているので良い事と思います。新しいものを作るのではなく、今
あるものを活用できると働く場も増えるのではないでしょうか？
これからの老後に不安を感じます。病院（同町の）でこれから起こる病気に対応できるの
か。自宅で老々介護になったら、どこまで行政の援助があるのか。施設希望したらどこの
ホームもいっぱい。死後も遠軽の土になるコトはできるのだろうか。
デイサービス等、福祉関係のお仕事をされている方達には心から感謝致します。家でも長い
間お世話になりました。有難う御座いました。
妊娠中、他の町から引っ越してきた際、妊婦健診の助成が少なくおどろいた。もっと充実さ
せて欲しい。
厚生病院の産婦人科で出産できる様になった事は大変良かったです。他の科も充実してくれ
ると良いです。
保健対策の充実の点では、これだけ高齢者独居老人が多い中、もっと一件一件訪問するなり
今回、一時期、産科医がいなくなった時は、地域の人口減少に直結すると思いましたが、ま
た町長が新しい産科医を呼んで下さって本当にありがたいことだと思いました。北見や旭川
で出産しなければならない時期にあたった人は本当に大変そうでしたし（冬道や、上の子の
お世話など）、また実際に周りでこの時期に妊娠・出産した人は少ないです。今は、小児科
の充実も大切であると思います。
地域の民生委員の方が年に何回か訪れ声をかけていただき感謝しており、又、心強く思って
おります。年寄り２人暮らしの為、自治会活動も今の所参加できております。私は、体調悪
く、息子も遠く、今後の事が気がかりです。年に一度はげんき２１の方ともお話し、体の事
を気づかっていただいております。
産婦人科ドクターの確保はすばらしい。
遠軽町は高齢者の方も多く、入所できる施設が少なすぎると思う。社会的入院も多く、例え
ば、家族が家で見れないがすぐには施設に入れないため、病院に入院させてしまう…介護、
医療保険etc増大となってしまう。もう少し人数が入れる施設が必要ではないかと思いま
す。
病院（厚生病院）をしっかり機能させなければ、老後は遠軽から転居しなくてはいけないと
思っています。安心して老後も暮らしていける（もちろん若い世代も）医療の充実は大切だ
と思います。
高齢化にともない、高齢者の生活する環境づくりを行ってもらいたい。地域で協力し、不安
なく安全にすごせるよう整えていく必要がある。独居や高齢者（夫婦、兄弟など）同士での
生活では、認知症もあれば安全ではない。自宅ですごす希望があるならば、もっと地域で支
えていく必要がある。入院がずっとできるわけではなく、でも家での生活は厳しい。でも、
施設入所は出来ない。何百人待ち…。このような状況をよくきく。病院も高齢者の方、その
家族も困っているという話をきく。地域での取り組みを考えて下さい。
旧遠軽小学校の土地が無駄だ。グループホームを沢山作り、困っている家族が働きに出られ
るようになるといい。
厚生病院のドクター不足はなんとかならないか？みんな北見や旭川に流れている。
71

自 由 意 見
現在７０代に入り、将来１人になったり介護が必要になった時、子供たちは他町に住んでお
17 り、自分で自分のことができなくなった時、入れる施設などあるようですが年金収入だけの
者は、入れる施設があるのでしょうか。そんな施設を多く作ってほしいと思います。
どこでも言われている少子高齢化も当地に於いても否定できない時期にきていると思いま
す。
介護等が必要な高齢家族を持つ世帯においては、何かと大変であると察します。
遠軽町内では西町に社協主体の老人ホームの建設。これはとても有効であると存じます。モ
ノができればそこに雇用が生まれますが、そこで働くヒトが、これも少子化・高齢化でいな
18
いとなると非常に問題ですが。…「この器の設置はＧｏｏｄですが、そこで働く人の確保」
…で当地だけの問題ではないと思います。
上向かない介護報酬の問題（国）等、多大にあると存じます。遠軽学田病院に至っても、医
師の高齢化もあり、先々不安も見え隠れしています。
福祉政策を特に強くお願いするものであります。よろしくお願い致します。
介護が必要な高齢者が増えていく一方で若い人が少ない為、家族が困っているという話をよ
19 く聞きます。これからもっと福祉に力を入れた方が良いと思う。道路工事や、建物にお金を
かけすぎているようにも思います。
20 高齢者が気軽に集まれる場所が何か所かあると良いと思う。
健康に関する取り組みについては色々言われていますし、実行もされていますが、やはり一
21 人一人が関心を持つのが大事と思います。お金もかからず取り組めるのが歩く事と思いま
す。しかし、冬は歩く場所が確保するのが大変。
町の発展のためにご尽力下さりありがとうございます。現状の町の状態、よくはわかりませ
んが、１０年前に比べ、お年寄が多くなった気がします。私もその中に入りますが・・・。
22 そのことを考えると、あと１０年経ったらどうなるのか、今の社会福祉状況を考えると不安
です。私はどこでどうして生活していけばいいのか、老人の施設が不足していると思いま
す。
質問７「健康づくりに対する意識の向上」に関連し、ＮＰＯ体育協会が運営しているプール
及び２Ｆジム、一部１Ｆの利用料金について述べさせていただきたいと思います。
私は、健康維持のためジムに於いて数年前より利用させていただいております。町の健診に
於いて改善すべき点があり現在は非常に良い結果が得られております。従ってこの先も利用
させていただく所存です。私が利用しているジムの料金は一か月定期購入にて3,150円です
が長期に利用すると結構な額になります。７０歳を越えて年金からの支出は健康を維持する
とはいえ、負担は看過できないと思います。高齢者の仲間内との会話の中でももう少し利用
額が少ないと助かるのだが、というのが実状です。北海道は肥満が多く、内臓脂肪に注目し
た特定健診は４０～７０歳対象ですが、北海道は受診率が全国最下位クラスです。つまり習
23
慣病の予備軍です。
（１）ジムの料金体系の見直し３か月、６か月、１年という区切りで割安の料金設定を強く
希望いたします。これらによって利用者が増加し、民生費２５億８千万（２８年）の負担減
に長期視野を展望したときに大いに期待と希望を抱くことが出来るものと思います。
（２）健康づくりは重要課題。健診を受けたり、運動教室に参加するとポイントがもらえ、
特典がある。約４０％の市町村が実施していて受診が増える効果があるという道庁の健康マ
イレージ事業を強力に推進を願います。
当町に於いてはＰＲが聞こえてこない。皆無と断言できます。ＰＲ不足です！小生の所感を
思うままに記しました。上記の件につきましての所感をお聞き願いいたします。
①心配なことがあります。
高齢社会に入って、老人特養ホームの数と介護士の不足の件について
②施設がどうなっていくのか
24 ・入所希望者が全員施設に入所できるのか？
・介護する介護士の給料が低賃金で労働条件が町職員と比較して年収にして１００万円以上
の差があると聞いています・・・。本当なのでしょうか？
・入所出来たとして、介護する人が不足し、どうなっていくのか心配です。
生活保護の審査をしっかりして欲しい。「うまくやっている人が受けている」との不信は多
25 い。そうでないと本当に必要な人がかわいそう。厳重にしても、町民の支持は十分に得られ
ます。
げんき21で健診をやっていますが、旭川の病院などに行くよう勧められることが多いようで
すが、誰が勧めているかわかりませんが、遠軽で受診できるもの（胃カメラ、大腸カメラ）
26
などは、遠軽町の病院を受診するように勧めたほうが良いのではないかと思います。そうし
ないと病院がなくなってしまうこともあるのではないかと思います。
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遠軽町も、全道の市町村と同じく、高齢者、高齢者世帯が増大してきている。一方で、町の
老齢者介護施設は、特養が極度に少なく、現在では、介護認定３では入居することもでき
ず、待機時間が伸びている。
社協が運営している老齢者施設も、介護スタッフの不在も含めて、運営自体が厳しく、入居
を希望する老齢者、施設を利用する高齢者家族の受け皿となっていないのが現在の状況であ
る。
この町の老齢者世帯の拡大を考えると、遠軽町の行政として、もっと前面に出て、改善に向
けての取り組みが必要と考えている。単に助成金を増やすなどでのかかわりでは、現状に対
しての限界が見えている。
町長さんの頑張りもあり、遠軽厚生病院に２人目の産婦人科医が来たことがとてもうれしく
ありがたく思っております。
医師不足は産婦人科のみならず、他の科においても同様で、現在、厚生病院の医師及び関係
者は、大変多忙だと聞いております。地方に住んでいて病院が充実していないのは、とても
不安です。ぜひ今後も、病院の医師不足解消に取り組んでください。
遠軽は、住む人々もとても優しく、街並みも整備され、便利もとても良く住みやすい町で
す。今後もずっと遠軽に住みたいと思います。
遠軽厚生での産科復活、医師の増員は大変ありがたいことですが、小児科医の方はどうなっ
ているのでしょうか？月曜日以外は午前中のみの受診で、何かあれば電話をいただいたうえ
で対応しますと、病院は言っていますが、どうしても診察してもらいたいなら北見に行って
くださいと断られます。医師に聞いてくれることもなく、ナースに断られるので、病院では
診察してくれる気は、さらさらないようです。町長は知っているのでしょうか？
これからの季節、道路状況も悪い中、高熱を出した子ども、自宅にはおけない年齢の子ども
を連れて、１時間の道程は大変不安です。
取り組んではいると思いますが、小児科医の確保も早急にお願いしたいです。また、遠軽厚
生の対応も検討していただきたいです。こちらも不安いっぱいで電話しています。北見に
行ってくださいや、明日じゃダメなんですか？と、怒り口調で言われては、もう行きたくな
いと思います。厚生連には多額の補助をしているのですから、もう少し町民にやさしい病院
になってもらいたいです。
ラグビー場の設営よりも、遠軽を担う子供たちが、健康にすごせるまちづくりを望みます。
子どもの医療費負担が３才からというのは正直きびしい。近隣でも、だいたい小学校まで無
料というところが多いので、もう少し改善してほしい。
高齢者がふえている現在、10年後20年後、年金の範囲内で入居できる施設が多くなってくれ
ることを希望
一人住まいの老人、交通、病院（設備が整っているのに先生がいない）の便が悪い。安年金
では、何事にも大変。これから老人が多くなるのに、花の苑のような部屋の使い方、あの大
きさに1人とは納得いきません。
子どもの医療費の助成を中学校修了前（15歳に達する日以後、最初の3月31日まで）にして
ほしいです。
医療にもう少し力を入れてください。小児科の充実を図ってください。
小児科（病院）の充実に取組んでいただきたい。
今は元気で過ごしていますが、どちらかが倒れて、すぐ施設に入れれば一番いいのですが、
無理と言われた場合、家で見れるかが心配です。最後まで、迷惑のかからないよう、人生を
終えたいです。
他の市と比べる訳ではないが、網走など、きちんとした病院のあるところは、個人的に体調
を検査を病院側から連絡くれます。素人の個人としては、その便りがとてもありがたかった
ことを覚えています。忙しい厚生では無理でしょう。外科に入院してカゼをひいても、見て
もらえないのですから・・・。
独居老人（高齢者）の方々への見まわり等の取組に対しても考慮いただけると助かる。あり
がたいと感じていただける方々は多いと思います。
厚生病院の医師確保について、町長は不足している医師を色んな方策をして何人かは確保し
たが、まだまだ何か確保するためにやることはあると思います。この医師不足は、全町民が
心配している問題でもあり、何をあげても早急に対策を講じて行かなければならない。のん
びりやっている時間はない。
年金暮らしのお年寄りが安心して生活できる町にしてほしいと思います。また、高齢者でも
元気なうちは１人で生活できるようなサポート体制を充実してほしいと思います。知恵のあ
るお年寄りが、ボランティアに参加できるよう、広報等を通じて募集してほしいと思います
（小さな事でも…たとえば野菜の育て方、漬物の漬け方、庭木の剪定のしかた、料理等）
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41 老人の多いこの町に老人向け施設が少なすぎる。
高齢者が増え、施設が増えても人材が育成される場所や機会が少なく、働き手が確保されて
いない。更に離職が多く、若い人にとっては大変な場所でしかなくなりつつあり、悪循環で
42
ある。老人が老人を視察するのではなく、広い年齢層で交流できるイベント、その助成に力
を入れてほしい。
普段町政に殆ど関心を持った事がなくて申し訳なく思います。
ですが、私は遠軽町が住み心地が良く大好きです。
こんな私が最近思った事。
43 資金、人手の点で難しいかなと思われますが、グループホームと老人ホームが一緒になった
施設を作れないのかな。グループホームで生活が難しくなった方は自動的に老人ホームに移
れる様な物があったらいいのにと浅はかに考えました。
皆様、町民のためにいつもありがとうございます。お体に気を付けて下さい。
一人暮らしの老人に、もっと暮らしやすくして欲しいです。年金も少ないのに、何でもかん
44 でもお金がかかり大変です。色々な所に助成金を出していただきたいです。これからの町の
為の事も大事ですが、今居る老人の事も考えて下さい！！独居老人の為の町も大事。
45 一人暮らし老人が増えているようですが、行政での援助等を積極的に取り込んでほしい。
46 高齢者として安心して生活していける町の取組みに期待しています。
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子育て等について
遠軽町には子供達が遊べる施設が少なすぎる。特に屋内施設がほぼない。また、中・高生が
遊べるような場所もなく可愛想だと思う。一生に一度の思春期なので、もっと増やせてあげ
ると良いと思う。
共働きで子育てをしているため、子供がインフルエンザ等にかかった際、解熱した後等病
児、病後時保育をしてもらえる所がないので町で考えてほしい。また、本年度より保育所
で、親が休みの際は基本的に月１日しかあずかってもらえなくなった。これをきっかけに町
立でない保育所に行った方もいた。もう少し働く親を支援して欲しい。厚生病院の小児科も
診てもらえる時間が減り、ますます子育てしにくい町になったと周囲も言っている。
保育園、学童施設の充実を願います。保育所は、働きながら子育てするのに大変お世話にな
る場所です。兄弟の上が病気で欠席の場合、母親は家で看病するだろうから、下の子も保育
所を休ませる等とは、あまりにも厳しい取り組みだと思います。どうしたら子どもを預けて
いる人が働きやすいのか、子育てしやすいのかを考えて仕組みづくりをしてほしいです。
子育て世代が、ゲストとして参加できる、子どもや親子が楽しめる企画を、イベントの中に
盛り込んでほしいです。
子どもが遊べるところが少ないと思います。がんぼう岩下の公園遊具が新しくなったのは良
かったですが、この時期には利用できません。北見の木育プラザや流氷公園のような屋内で
遊べる施設があればいいのにと思います。（生田原のちゃちゃワールドは利用料が高いので
なかなか利用できずにいます）
福祉サービスも重要だが、子育て世代への配慮も必要だと思う。北見や紋別のように、子供
が外で遊べない環境になった時に、のびのびとできる室内での遊ぶ場所を作るべきだ。
文化ホールにお金をかけすぎではないか？文化ホールにお金をかけるお金があるのならば、
子供の遊べる場を作るべきだと思う。
近隣の市町では小学生までの医療費の全額負担があるのに対し、遠軽町は未就学児までの負
担、それも厚生病院では料金が発生し、子育てしやすい町とは言えません。公園の遊具が新
しくなったが雨が降った時や、もっと幼い子が集まれる屋内遊ぎ場も少ない。
各施設の老朽化も気になります。
病院も無料になる町外へ行ったり、土日も楽しむためには町外へ出なければならないので大
変です。
数年前にも同じようなことを書きましたが反映される事はありませんでしたし、特に期待は
していませんが・・・。
室内で子どもがのびのびと遊べる所がほしい。北見とか紋別にはあるのに、この町にはな
い。子育てをしにくい。
子どもに対する支援を！
未来に向けて、今の子供たちが安心して暮らせる町にしてほしい。助成等わかりづらい。子
供を持つ家庭（高校など）大きいほうがお金がかかるのに、小さい子供ばかり重複しないで
ほしい。
制服、ジャージ、カバン等の使いまわしなど、買えない人もいるので、援助が必要だと思
う。
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少子化対策、子育て支援と社会的に問題視されているが保育所の利用について働く親支援に
なっていない。公立保育所の欠点だと思う。時間にうるさい。融通がきかず、少しの熱でも
迎えのＴＥＬがかかる。実際働いている親で、その都度休みをとって迎えに行ける親がどれ
だけいるのか。高熱ならまだしも、３７.１°～２°でもすぐＴＥＬがあり、勤務の調整し
ているので、すぐ対応できないと再度ＴＥＬがかかってくる。実際帰って来ると微熱あるも
元気。次の日は、まったく熱がないのに２４時間は安静のためお休みしてほしいと云われ
る。町立保育所のパターンであり、これが解消しなければ少子化の歯止めはむずかしい。更
に祭日の休園もどうか。「親方日の丸」の駐車場は祭日も休みだが、一般企業はほとんど休
みはないのが現状。もう少しその方面にも目を向け、表面に見えることにより、本当に困っ
ている現実を理解してほしいと思う。
このアンケート内容から見えてきますが、遠軽町は環境、福祉には力を入れていますが、子
育て支援にはまったく力が入っていないように感じます。高齢者への取り組みばかり目立ち
ます。
①子育て環境の整備（保育料）
②小さな子供たちが遊べる施設（特に屋内施設）
③スクールバス（なぜできないか不思議です。海外（特にアメリカ）に視察に行ってきた
ら？充実していますよ。６歳の子供が小学校へ２㎞以上歩かなければならないところもある
んですよ。）
遠軽町は、若者や子育て世代には、住みにくい町です。年寄りばかり大切にしているからで
す。
子どもに対する補助が少ない（医療費等）。病院も、小児科は午前診療のみになってしまっ
たので、北見までいっています。このような状態が続くのなら、この町で子育てする人は
減っていくでしょう。
産婦人科が分娩再開したのはとてもよかったし、町の関係者の努力のおかげと思います。
大変な状況とは思いますが、子どもを育てやすい町にしてほしいです。
保育所に冷蔵庫がないので、夏場、お弁当を室内に置きっぱなしだそうで、とても驚きまし
た。おやつもスナック類が与えられています。
子育ての手本となるであろう保育所が、そのような状態で驚いてしまいました。せめて、お
弁当を保管する冷蔵庫を設置していただきたいです。よろしくお願いします。
保育所入所等に関する基準の見直し。
バースデーなど、子供用品店をつくってほしい。北見まで行くのが、なかなか大変なため。
子どもの医療費も、せめて1割負担にしてください。
子どもたちの遊べる施設をつくってほしい。
紋別の流氷公園、網走の道立公園みたいに無料で子どもたちがいっぱい遊べる施設は作れな
いのでしょうか？子どもが来て遊ぶと親が来る、そうすると、施設以外でも地元商店を利用
し、町が少なからず活性化すると思います。現に私も紋別に行った際は流氷公園以外でもつ
いで買いをしています。
保育所や児童館等、子どもに関わる施設の建て直しを検討してほしい。産科や小児科に不安
を感じているうえに、施設の老朽化で安心して育児はできないのではないでしょうか。これ
以上若い世代が離れていかないようにしてもらいたい。
遠軽中心部にも、紋別市の流氷公園のような大きな公園（児童・幼児が遊べる室内遊ぎ場）
が欲しい。
アカチャンホンポや西松屋のような乳幼児のものが売っている専門店を誘ちしてほしい。
日頃感じている事は、私を含め近所でも高齢者が多くなっている様に感じていますが幼児・
子ども達が遊ぶ場が全くといって良い位にないと思います。夏の間は公園なども有りますが
遊具も少なく子どもを遊ばせるのには満足してません。老人が集る所は有っても子ども達を
安心して親子で他の子どもとのふれあいの場がなく、私も時々孫をあずかりますが紋別に
行ったり北見に連れて行ったりで町内で遊ぶ所が全くないと思います。町外に出なくても町
内で…考えてみてもらえませんか。
他の市町村は中学生まで医療費が無料となる所があったりするが、ここはそれなりに子ども
がいる割に全然そういったメリットがない。町の大切な予算、未来への投資に使ってくれま
せんか？このままだとこの町に若者が減る一方だと思います。
若い人、子供にもお金をつかってほしい。

教育等について

小学校の建物が老朽化しているので整備してほしい。
1
旧遠軽小学校体育館を、地元の野球少年団などが使用できるように整備してほしい。
2 高校の授業料の無償化をお願いします。
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子どもが吹奏楽をやっているので、遠征のときに補助金を出していただけて、ありがたく
思っています。が、全国大会となると、毎回6～7万円程度の自己負担があり、少し大変で
3
す。兄弟で（小・中・高）全国に出場となった場合などは、もう少し補助があると助かりま
す。
私は、学生時代に凄惨なイジメを受けました。しかし、生徒や親に訴えても「証拠がどこに
ある」「イジメられる者が悪い」と言われ、小学校～高校生を卒業するまで、ずっとイジメ
が続き、対人恐怖症を発症し、まともに就職できなくなりました。もし、町の予算が使える
4
ならば、イジメの早期発見と、イジメを行う生徒、そしてイジメを解決しようとしない教育
者たちを罰するために使っていただきたい。イジメを行うものと、それを黙認する者たちに
粛清を！！
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芸術・文化・スポーツ等について
音楽ホールができるのを長年楽しみにしていましたがなかなか出来ず…最近ようやくその計
画案を目にするようになりました（子どもが巣立ってからの建設にがっかりしていますが
…）。ホールが完成し、様々な利用方法があると思いますが、ぜひ、コンサートなどの機会
を多くしていただきたいです。
●●建物の新築について、町民のシンボルであり、早く計画を示すべき。勇気を持ってくだ
さい。
新しく出来るホールですが、大ホールの客席は、最低・最悪でも800席以上なければダメだ
と思います。主に使われると思われるのは、成人式、講演会、吹奏楽部の演奏会だと考えて
おられると思いますが、今まで、センターでやってたのを、ただキレイになったホールで行
うのは当然ですが、客席が800席以上あれば、色々なコンサートや演劇等も呼べます。初め
て、30年前に、本格的な町の文化センターを作った音更町文化センター（客席：1022席）
は、オープン当時から現在まで、様々なアーティストがツアーの会場に取り入れるほどで、
今や、旭川市民会館、北見、釧路よりも、毎年、色々なライブが行われています。それに負
けじと、ここ数年、中標津しるべっとホール（客席：1010）や幕別町百年記念ホール（客
席：800）等も、毎年たくさんのコンサートや演劇公演が行われています。幕別は、車で数
十分の所に帯広があるので、宿泊者は残念ながら帯広に流れてしまうのですが、中標津等
は、道内から車で来た人は、ほぼほぼ町内のホテルに宿泊しています。新しくできるホール
の周りは、ホテルもたくさんあり、道内からの宿泊者を呼び込むためには、できれば1000席
あるのが一定の基準だと思いますが、幕別町のように、最低・最悪でも客席800以上でお願
いします。「作った、できた、オープンした、良かったね」で、終わることのないよう、絶
対にお願いします。
あと、町のホールの悪いところで、講演会用の頭があるのか、ステージと１列目の客席が、
やたらと離れすぎてて、コンサートのときのアーティストのアオリガなく、盛り上がらない
ので、客席とステージの距離も、十分に考えて作ってください。
昔々から、遠軽に立派なホールができて、色々なジャンルのコンサートが開催されるのが、
私の夢でした。そのホールがついにできるのが本当にうれしく、長々と書いてしまいまし
た。失礼しました。絶対にがっかりした物は作らないでください。よろしくお願いします。
心から楽しみにしております。私にできることがあれば、何でも協力しますので、どうかど
うか、よろしくお願いします。
安国のパークゴルフ場を9ホール増設して4コースにして正規な大会が開催できるような方法
は取れないでしょうか。生田原コース・瀬戸瀬コース・丸瀬布コース・遠軽コースよりも安
国コースが難しく、災害のない、面白くてよいコースです。プレーヤーの休憩場所もテント
ですが、プレハブにはなりませんか。
体育協会ＮＰＯの申し込み手つづきがめんどうくさい。今までよりスムーズになるように心
がけてほしい。体育館に行けば時間内に行けない人もいるのに役場までの書るいがめんどう
くさい。職員が対応能力なさすぎるＮＰＯになったら簡素化になると思ったが余計に手間ひ
まがかかりすぎだ。もう少しなんとかならないものか。
遠軽町はスポーツが盛んな町だと思います。野球・ラグビー・スキー・スポーツクライミン
グなど。
野球はえんがる球場や室内練習場、ラグビーは球技場や総合体育館など整備された立派な練
習場がありますが、スポーツクライミングは、そのような練習場は個人宅しかありません。
オホーツク管内にも無く、近くても旭川になってしまいます。そんな中でも遠軽高校山岳部
は全国大会に出場し、団体で４位に輝くなど活躍しています。2020年東京オリンピックの正
式種目にも選ばれ、注目されています。その中でオホーツクにこうした拠点となるような施
設を作れば、若い世代を中心に活気がでると思います。
是非、遠軽町職員の皆様、ご検討していただければなと思います。
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観光・イベント等について
今年は、町花コスモスの咲きが悪かったようですが、自然相手は大変ですが、家の前の昨年
の種が大変良く咲いてくれました。全部畑を耕すのではなく、前年の種を残す事はどうで
しょうか。また、西町の山から降りる所と、町から来る所と、セトセ方面から来る車が大変
混雑し、町に用事があっても出ることができませんでした。また、学校帰りの子供が自転車
で通ります。信号があれば、この件も解決できる様な気がします。一度嫌な思いをすると、
どんな良いイベントでも印象が悪く、次の時には出かけてこなくなります。遅くなってから
コスモスが咲きほこってくれましたが町としては何の知らせもなく、町民も知らぬままでし
た。情報がもっと流れる連絡車等あると良いですね。
みちのく湖畔公園の様に、子供や家族が幾度も足を運ぶ所が、コスモス公園に一部あれば、
他の市町村に出かけてお金をつかって来ないと思います。町内で買物をしなければ税収もな
く人々もうるおわないと呼びかけていってほしいです。
毎年行われるコスモス祭りの件ですが、もう何年にもなるのですから、いつ頃種をまいた
ら、いつ頃満開になるのか考えられるのでは。多少のずれがあっても、今年のようなことは
どうでしょうか？草取りの時の説明では、雨のせいで種まきが遅くなったのと天候のせいと
言っていましたが、多少寒かったと思いますが、種がまけないほど雨が降ったとは思えませ
ん。いずれにしても、税金を使っての事業です。もう少し真剣に取り組んでください。
コスモスにもう少し力を入れてほしい。町内のコスモスは成長が良いが、コスモス園の花は
元気がなく小さい。人の集まる所として、もっと力を入れて下さい。
がんぼう岩の上の案内かんばんが現在使われていない施設も書いてあったり、野球場の柵
（まわりの）がこわれたままだったりするのは、町外の方からのイメージが悪くなるのでは
ないでしょうか。コスモス公園をペットも入園できるようにすれば、もっと人が訪れるので
はないでしょうか。広い公園なので、ペット可の範囲を作るなど工夫を検討していただきた
い。
観光に対してもう少し何らかの対策（コスモスじゃダメ）
丸瀬布地域に在住の者です。いこいの森にはキャンプ場、雨宮２１号、昆虫館、温泉と家族
で楽しむことが出来る施設があります。それぞれが、イベントを計画し実施していますが、
各施設の連携によってもっと効果的にできるとよいと考えます。親子連れ用の雨宮２１号と
昆虫館のリレー切符や温泉とのスタンプカードなど考えられます。各施設ともに、いつも笑
顔で楽しい気分にさせてもらっているので、上記の事でもっと集客をはかってはどうでしょ
う。マウレ山荘や道の駅などに割引券を置くという手もあります。
瞰望岩をもう少し活用していきたいです。むかしは、子供たちの遊園地で、乗り物などがあ
り、けっこう楽しかったです。スライダーや遊具もあり、アスレチックなど、いい思い出で
す。１年を通して自由に行けるように、ピクニックができるように、木のテーブルやイスな
ど、あちらこちらにあると、お弁当を持って行こうと思います。丸瀬布のキャンプ場は少し
遠いです。近くにいい場所があるのにもったいないです。
もっと観光に力を力を入れるべき、コスモスフェスタは不評。場所が悪い、国道を走ってい
て見えなきゃだめ。以前にも意見したが、町名「えんがる」縁がる、縁がある神社で結婚
式。式などの費用は町が負担する。一見無料に感じるけど親戚などのホテルや飲食代などが
町に落ちる、これがメジャーになれば、いつかの幸福駅みたいなブームがくると考える！
太陽の丘公園はもっと活発化してほしい。コスモス、桜等の活用を徹底してもらいたい。公
園に行っても何も無い事が多すぎる。四月又は五月の花見の季節は、遠軽の太陽の丘で行え
る様にする等、もっと徹底してほしい！
天気のいい日にがんぼう岩の頂上の展望台に一日中いたところ、大阪とか札幌とか町外から
の観光客が結構多く来ていた。展望台の上がるところの周囲の案内板が古くなりすぎてる気
がするので、ジオの案内板風のもう少しいい看板にしたらいいと思う。
温泉とキャンプとＳＬがある丸瀬布だからこそできるＰＲ活動をもっと道内に広めれるチャ
ンスがあればもっと観光客も増えてよくなってくるのではないでしょうか。高速も札幌や道
外の車も見かけるので、今後も丸瀬布の魅力をアピールできる所（場所）があれば人は少し
ずつ増えてくると思います。
文化講演会、白滝ジオパーク音楽会などバスで送迎して頂きとても助かりました。
遠軽の土産を買う時や人に紹介する時に余りにも何もなさ過ぎて困る。
遠軽駅をやめて瀬戸瀬に駅をつくり、瀬戸瀬温泉のまちづくりを希望します。
野球場周辺の設備を充実してほしい。
ガンダム等でまちおこしを！！（コアなファンは全世界にいますよ！）
コスモス園について考えた方が良いと思う。費用対効果は確認していますか？
77

自 由 意 見

19

20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

34

35
36

コスモス園には１０くらい？の圃場があるので、数カ所くらいはコスモスだけでなく、コス
モスを基調としたいろんな種類を寄せ植えしたガーデン風にすべき。太陽の丘には四季に咲
くいろんな種類の花（バラ、シャクヤク、ジャーマンアイリスなど）がいろんな場所に点在
しているので、もっと、虹の広場に集中させて管理するといい。コスモス園はどこまで歩い
ても一面コスモスなので、せっかく広いのにわざわざ奥まで歩くことがない。奥に行く理由
を作るように変化をつけた方がいい。たとえばガーデンアーチをつけてくぐれるようにする
とか、フォトスポットを作っておくとか、いろんな種類のコスモスを植えているのは、もっ
と管理棟の近くから植えて、歩く導線上に、もっと広く・多く植えて園内を歩かせるように
するとか、工夫してみたらいいと思う。土地はあるので、一部を町民に貸し出すなどして、
町民ガーデン区画をもうけて、植えるのが上手な人に管理してもらい、大通公園のようなコ
ンテストをしてみてはどうか。
インスタグラムでハッシュタグ企画を実施して、町に関する多くの写真を投稿してもらった
らどうか。小さなイベントでもいいので、毎週土日にはなにかしらの催しをすべき。
紋別のラベンダー園は小さくてもマジックとか、講習とか何かしら毎週イベントしているの
でまねしてみてはどうか。
太陽の丘（コスモス園）について、今年は失敗、天候不良と言ってますが、街の中のコスモ
スはいつもと同じく咲いていたのに。そろそろ、違う事業に改める時期ではないだろうか。
そう考えている人は、多いと思います。
もっと、遠軽をアピールできるイベント等が実施できれば、町外から人が集まって、町の収
益増につながる。そうすれば、色々な部分にお金を使えるのではないかと思う。難しいこと
はわかるが、何か人がたくさん集まるイベントを考えてほしい。
町の催事、催しをもう少し充実してほしい。
新たに建物などをつくることも良いと思いますが、残していくことも大切だと思います。
※太陽の丘遊園地、キノコ型宿泊施設
コスモス園管理棟のメニューを増やすなど、質を上げて集う場所にしてほしい。カレーメ
ニューがあったときは良かった。
今年のコスモスのイベントでコスモスが咲いていないのは、本当に残念でした。
子どもたちが遊べるアスレチックやスーパースライダー等を作ってほしいです。
イチゴ狩りができる場所も作ってほしいです。
町の花コスモスについて、町民誰もが見飽きて興味も感じないのでは。太陽の丘のヒマワリ
の方が見栄えが良いのでは？
野上のインターチェンジの施設も真剣に取り組まないと、責任者は決まっているようです
が、町民、他の人々がそこに行くかどうか？
イベント各種ももっと町外の方が来てもらえるような工夫が必要だと思います。本町以外の
生田原、丸瀬布、白滝の自治体イベントもそうです。一部では地元還元、地元の人が満足す
ればそれでいいとの考えの実行委員会もあるらしいです。それでは自治体がすたれてしまい
ます。もっと活性化するやる気ももってほしい。
知人などを呼んでも遊べる場所、見どころがない。
地域のイベントについて、高齢者や子どもたち外に出て交流できるイベントを自治会連合会
と連携してはいかがでしょうか。
瀬戸瀬温泉は、今は町のものではないかも知れないが、唯一、遠軽町の温泉としてお湯の良
さは誰もが認めるものである。管理が行き届いておらず、衛生状態が良くない脱衣所を施設
が老朽化している。町として借上げ、観光の目玉にしていけないものかと思う。
１ コスモス園について
だんだん良くなって来場者も満足してくれているのでしたらいいんですが、ここ３年ダメで
すよね。コスモスって丈夫な花だと思いますが、良い花が咲いたらその種子に決めたらいい
と思います。畑を管理してくれる人を変更したとか、役場の観光課の人が１度しか視察に来
ないとか、丸瀬布にばかり力を入れてるとか聞きますが、本当に気合い入れてやってます
か？町民としてコスモス園は誇りに思ってますので、しっかり考えて欲しいです。
１ 活気のない町だと思う
季節ごとの行事とか若い方がなんとかしなきゃって立ち上がってくれる人はいないんです
か？盆踊りだって素晴らしい会場作ってるのに、盛り上がりも踊り子もいまいち！人を集め
るアイディアはないのですか？残念ですネ。
コスモス園、今年は残念だった。一般家庭では見事に咲いていたので、天候のせいではない
と思う。上手く管理（コスモスは下手に手入れすると成長しない）（放置するくらいがちょ
うどよい）して、観光客を呼び込んでほしい。
遠軽町もマラソン大会があれば、クロカンと同じくらいまた人が集まると思います。
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コスモス園の本年度のコスモス開花の遅延について観光協会に責任の所在はどこにあるの
か。問い合わせをしましたが確かな返事はありませんでした。町の一大事業といえるコスモ
ス園のマネジメントはどうなっているのでしょうか？春先の天候不順で種子植えがおくれ、
さらに発育が悪くこのような悲惨な状況になったとの事ですが、８月には街中にコスモスが
咲きはじめ、９月はじめにピークを迎えていたのが、肝心のコスモス園の不作は信じがた
く、マネジメントの悪さと責任の所在をはっきりさせて欲しいですネ！ゴールデンウィーク
の開園にむけて、スタッフの募集が４月に入ってからだったように記憶していますが、最終
的に人員が不足していたようですネ。昨年は昨年で台風でコスモスがダメになったとの言い
訳で、歌謡ショーは天候も不順で花が全く咲いていず、悲惨でした。屋外の自然を相手のイ
ベント事業、すでに１０数年経っているのに、こういうはずかしい事態になるのは大きな疑
問なのですが？来年度は大丈夫なのでしょうか？広告宣伝に力を入れ、お金もかけている一
大イベント、町のアピールする所であり、住民ボランティアの力も借りている事ですので、
しっかり調査、検証、反省、改善がなされて欲しいものです！！
町全体でいろいろな事業に取り組んで町民のためのご苦労は大変分かります。今後も様々な
政策、施策などに取り組んで頂きたいと思います。
その中で一つ気になるのがどんな事業でも何か中途半端な気がしてなりません。
たとえば、コスモス公園などの運営にしても、何を目指し、何をテーマなのかが私たちには
理解できません。
種を蒔き花が咲きました。日本一の広さですどうぞみなさん見に来てください。イベントを
やります、有名人がきます。たくさん集まってくださいでは、芸がなさすぎませんか？今年
は、気候が悪く咲きませんでした。集まった人たちは何を楽しみにきたのですか？
本当に日本一のコスモスにするならもっと研究し、プロフェッショナル的に何処にもないよ
うな花を咲かせ、今年はだめでしたの無いようにしたいものです。海外に行けばまだいろん
な咲き方をするコスモスがあるそうです。あとは、この土地、環境、季節にあった種類もま
だまだあると聞いています。何となく面積だけ植えて日本一では、お粗末すぎませんか？遠
軽町民のみなさんが、すばらしいこれなら自分たちも維持管理に参加しようと思うようなも
のにしてほしいものです、したいと私たちも思います。
一般町民または町外からも参加できる仕組みなどもいいのではないでしょうか？今後の取組
みにきたいしています。
瀬戸瀬温泉がとても良い湯といわれますが、もう少し服を脱ぎ着出来る所等整備されると良
いと思われます。せっかくバスが送り迎えのようにあるのですから、町の人達が利用する利
便性を考えていただきたいと思います。
子供達をつれてたびたび紋別オホーツク流氷公園に行きます。又、夏場は丸瀬布いこいの森
に行きます。行った時は１日がかりです。でも遠軽には何もない！コスモスを見てハイ終わ
り！です。公園と言ってもお金をかけるばかりが能ではありません。例、アヒル、ウサギ、
ポニー等のミニ動物園、動物のエサ作り、畑作りの体験、経費を少額にして出来ることは沢
山あります。大掛かりなことは不用。「作りました、ハイ終わり」はマンネリ化のもと。年
に何度もリニューアルして、たびたびのリピートがあるようなものが目新しさも手伝って喜
ばれます。箱ものにお金をかける時代ではありません。子供達に昔の暮らし、昔の遊びを伝
承して下さい。そのためには元気な高齢者の知恵が必要です。昔の知恵には今の人が知らな
い防災の知恵もあるでしょう。遊びの中で楽しみながら身につきます。遠軽町の活性化を心
より願っています。一人一人の柔軟な発想が活かされることを希望します。
がんぼう岩に以前あったようなアスレチックコース（ジム）を設置してほしいです。また、
他にも家族で遊べたりデートコースになる様な、多様にも楽しめる様なものを作ってほしい
と思います。花をながめるだけではもったいないと思います。
浜中町がモンキー・パンチさんの故郷としてルパン三世を活用しているように、遠軽町も安
彦良和さんや湖川友謙さんの作品等を活用させてはもらわないのですか？版権等が問題？
瀬戸瀬温泉の整備・拡張をお願いします。とても良い泉質なので宜しくお願いします。
瀬戸瀬山の開山。登山からの瀬戸瀬温泉へ。最高だと思います。
瀬戸瀬温泉を利用しやすくしてほしい。たとえば、足の悪い人でも行きやすく階段をなくす
か少なくするとか。水が出なくて不便だと思いました。

１０

広報広聴等について

広報の黒曜石や鉱山などの特集がとても良かったです。今後もそういった特集をどんどんし
1
てほしいです。
広報にたくさん情報が載っているので満足しています。Ｆａｃｅｂｏｏｋなどでも、イロイ
2 ロな情報を載せてくれているので、イベントや検診などの確認も出来て活用させてもらって
います。今後も継続お願いします。遠軽町が活性化することを祈り、楽しみにしています。
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全体を通して、町行政として町の活性化発展に向けて、町民と直接意見交換する場を作って
いっていただきたいと感じます。町民の声を聞くことが大切と考えます。
１つのことがらにとりくんだ結果をいつも数字にしてデーターを取り、結果を広報で知らせ
てほしい。案があって、行動があり、そして結果データにして知らせてほしい。
とにかく税金が高く、その割に町民にかえってきているように思えません。広報も年に一度
でも、まとめ的な内容のものを配ってほしいです。
取り組み等について、広く周知出来れば良いと思います。広報、ホームページだけでは、見
る、見ないで、大きく差が出てしまう。
遠軽町のPR動画を作ってほしい。がんぼう岩のドローン撮影などは世界中に見てほしい。
全体的に施策の宣伝ＰＲが不足している。広報で知らせるから、後は見てください、といっ
た感覚がある。（ポスター、自治会等にこまめに）
ホームページを活用している割合、人がどれくらいいるのか調査してから発信すべき。（イ
ンターネットの普及率が低いと思う。特に高齢者は）
ホームページに意見や問い合わせのコラムがあり、何度かメールをしたことがありますが、
返信がないので、はたしてメールは読まれているのか。意見した内容が担当者にとどいてい
るのか！分かりません！
広報紙、瓦版等は、良く見ているつもりですが、質問1エネルギー対策事業、質問6大型免許
等資格取得支援事業、質問10移住・定住促進事業、この資料で対応していることがわかっ
た。周知の仕方は？
町の活動がよくわからない。広報の内容を読んでも理解できない。

１１

税金・公共料金等について

1 水道代高すぎる。
今、農業をしているから固定資産税をはらっていけるけど、農業をやめたら建物等の税はは
2 らえません。低くおさえてほしいです。車庫をたてたいのですが、先のことを考えるとたて
れません。
3 老人の健康の為、パークゴルフ場の無料化を願いたい。
4 下水道と上水道のメーターを別々にしてください。
税金はいつも公平に使われるべきで一部の人々の利益になってはならないと思う。その一点
5
を考え、色々の町の取組を考えてもらいたい。
財政のバランスを考えながら町政を運営して下さい。若い人に余り負担をかけないようにす
6
べきです。
7 町民税が高すぎる！低所得者からとりすぎ。役場、公務員関係のみ待遇が良すぎる。
住民税が異常に高すぎると思います。私の娘はシングルマザーで２人（３才、６才）います
8
が高すぎだと思います。

１２

町村合併等について

生田原・丸瀬布・白滝と合併してかなり経過したが、まだまだ一体感に欠けたり、それぞれ
の地域事情で単独で行っているものが根全として残っている。他に、除雪の基準も定められ
ていながら、地域によってかなりのばらつきを感じる。
1 各学校の統廃合などそろそろ考えても良い頃ではないだろうか。校舎の維持管理など考える
と子供は少なくなっているのでどうだろうか。旧遠小の校舎の利用などは考えているのだろ
うか。
がんぼう岩の上の施設はほとんど利用されていないのではないだろうか。
良い点、悪い点もあるが、他町（合併した）からみたら、１０年以上になるが良くなってい
2 ると思う。まとまりがあると思う。どうかこれからも行政、町民一丸となって住んで良かっ
たと思う町にしてほしい。頑張って下さい。
合併して１０年経ったようですが、ここ丸瀬布地区は急速に衰退しています。これは町政の
まずさから生じたものであると考えています。
”合併しないと大変なことになる”との理由から合併やむなしとしたのですが、１０年たっ
た結果がこの状況です。
3
つまり大変なことになってしまったわけです。
町長の『すべてをなげうって町政にあたる！！』この再選の弁は今後どのように地域活性化
（生田原、白滝、丸瀬布地域）に活かされるのでしょうか。期待を込めて注視させていただ
きます。

１３

まちづくり等について

当町においても空き家が多くなり事故防止のため、他町村では解体費補助事業を行っている
1
所もあり、遠軽町でも予算の関係もあるが実施できないか。
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遠軽大通を通って、空家多くみられる様になった。人口流出の関係もあると思うが、町作り
対策に力を入れてほしい。
人口減少と高齢化はまちがえなく訪れるので、活力ある現在、対策を進める必要があると感
じます。
いかに町に来てくれるようにイベントを行うか、集客力のあるものへのお金の使い方（いこ
いの森の復旧等）をするか、本当に考えてます？高速道路が北見までつながると、遠軽だっ
て丸瀬布だって白滝と同じように衰退するのは時間の問題！！その為にも移住者への助成や
イベントが大事になるのでは？いこいの森も復旧が遅い事と、風評により今年は来客が少な
かったのでは？もっと真剣にやって下さい！田舎の議会ではどんな問題もなあなあで終わら
せる、そんな事では話になりません。人が増えることが先ずは一番！もっと若い層の人を増
やし、活気を取りもどしてほしいです。白滝も、温泉があるのにもったいない！！町で温泉
だけやるのは不可なのか。月に１回、週に１回だけでも温泉を再開できれば、白滝も少なか
らず活気は出てきます。今考えなければ、遠軽に活気ある未来などくるのでしょうか。もっ
とやる気見せて下さい。
・道路より、若者に定住してもらえる町づくりをしてほしい。（子どもを安心して産み育て
働ける町づくり）
・観光、地域の強みを生かした町作りが弱い。（行ってみたい町に、住みたい町になってい
るか）⇒スマートシティに挑戦！新鮮な農産物が町民には激安で手に入る等
・北見、旭川に行かなくても遠軽で買物を楽しめる町づくり。（マクドナルド、ケーキ屋さ
ん、本屋さん、服屋さん、おもちゃ屋、同じものを買うなら町民特価となる⇒地域で経済を
回すなどの充実
・歩いて行けるスポーツジム、図書館が各地に複数あるような町づくり
・「道の駅」は町民が週１回は行きたくなる場所にしないと意味がないと思う。
私ごとの意見ですが、遠軽町もいろんなことをやっていますが、今後の人口減少のことを考
えると、もっと老人をどう支えていけばいいのか、若い人は減っていく現状の中、安心して
暮らせるようにして、いろいろ町政の全般で話し合ってほしい。
聞こえの良い言葉ばかりの施策が多く、中身が伴っていないのでは？現在進めている箱もの
についても多額の税金を使っているが、過去の失敗も踏まえて進めているのだろうか？高齢
化の町だから高齢者に厚くするのは理解できるが、子育ての世帯には全く恩恵が感じられな
い。自衛隊があるからなのか、人口増減が大きくない為か、子育てしにくい町である。外か
ら来た人間としては定住したくない町で、魅力の無い町だ。
家族連れ、友人同士、若い人たちがくつろげるところ、集まるところ、ファミリーレストラ
ン、ファストフード店などがあるといいのではないか？と思う。
マンガ喫茶を作ってほしいです。
町の活性化及び発展の為、ファーストフード店等のお店を増やした方が良いと思われる。パ
チンコ店を増やすよりはそうした方が若者も町に残ると思う。
遠軽町と言えばコレ！と言う特徴のある町になると良いと思っています。自分も含めて、町
全体や町政に興味を持ち、若い人が住み良い、住み続けてくれる町になる事を希望しており
ます。
遠軽地区は温泉が出ますので、セトセ温泉をきちんとした施設にしてほしいと思います。ま
た、温泉をつかった産業などを考えてゆくと地域活性化に役立つと思います。
ジオパークの利活用は遠軽町としての課題です。しかし、国・道の管轄下にある地理的条件
が町及び地域の新たな施策の妨げになっており、町が管理する方策はないのでしょうか。
子育て世代と歩むまちづくりを目指せば、人口減少を少しでもくい止めることが出来ると思
います。
遊べる場所、ネットカフェなどを作ってほしい。
ユニクロを作ってほしい→物・値段がリースナブルで自衛隊の隊員又は野外で行う仕事がメ
インの人がよく利用すると思われるから。
個人的にアニメーター安彦氏のファンです。網走でイベントがあるのに自宅のある遠軽で何
もしないというのは、もったいないことと思います。町おこしの目玉になるのではと感じて
います。
町づくりは、行政が住民に提供するサービスではなく、町民が主体的に取り組むべきものだ
と思います。
整備修繕や医療サービスなど、町民の暮らしに関わる土台をしっかりと作っていただくと共
に、民間の力を発掘、活用しながら住民参加型の町づくりを進めていってもらいたいです。
セトセ温泉施設改修のための助成はどうでしょうか？湯は人気があるようです（個人の考え
ですが？）
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町が今後、農業、観光などどの分野で発展していくのか大きなビジョンが見えてこない。全
て付け刃的な政策が多い。野球、ラグビーの合宿地として実績ができつつあるので、スポー
ツ振興の町として、もっと盛り上げてほしい。マラソン、サイクリングなどの各種イベント
も開催し、スポーツ・アウトドアやるならオホーツク・遠軽町と全国で周知できればいい。
サロマウルトラマラソン、美幌デュアスロン、北大雪ウルトラトレイル、湧別クロスカント
リースキーなどのイベントがあるので、これらを活かし、月１回このような大会がオホーツ
ク管内で催されるというのもおもしろいかも。遠軽雪上マラソン、武利湖トライアスロンな
どなど。大変だと思いますが、地域活性の為にがんばって下さい。
生田原地域も若い人たちが遠軽に家を建てるとか、お年寄りも転出するとか、高齢化が高い
比率で進んでいます。このため、町内で買い物をしたいと思いますが、お店の数が少なく
（農協、セイコーマート）今後、撤退のうわさもあります。町のほうで、買い物難民の何か
良い方法を見つけていただければ幸いです。（車を利用できなくなると…）
現場で活躍されている方達にも高齢者となるときがくるわけですから、住みやすい、安心し
て生活できる地域にしていただきたと願っています。
当町は、ジオパーク関連も含めて遺跡の宝庫ですが、PR（アピール度）に欠けると思いま
す。各遺跡の中心部及び最寄道路への案内板の設置が必要と思います。
湧別川とその支流には、希少な渓流魚が多く生息しています。町で漁業権を取得して、町民
には安価で、町外の方（町内宿泊施設滞在者は町民扱いとする。）には、高額で遊漁券を販
売し、保護と収入アップを図る方策はどうでしょうか？もちろん、密漁対策は厳重にです。
金融機関を含めた町内事業者（当町に本拠地を置く企業）を限定的（差別的）に優遇する運
動を町が率先して展開してはと思います。所詮、出先は出先で、当町への貢献度は低いと思
います。業績が悪化すれば、撤退し従業員も解雇されます。
遠軽町と聞いて、パッと思い浮かぶ、イメージできるものもなく、もちろん知名度も低い。
現状維持ではなく発展を目標としているのならば、今行っている基幹産業を発展させること
や、もっと、奇抜なアイディアで目立つことをしなければ、何もない町になってしまう
（なっている）と思う。４地域で協力し、他町にはない、面白い事業を期待しています。今
居る人、これから来る人のために、頑張ってください。応援できることがあれば、協力しま
す。
住民の住民による住民のための政策をお願いいたします。
大物文化人である町出身の安彦先生、又その作品を町を上げて記念館的なものは作れないの
でしょうか？ガンダムファン以外にも安彦先生のファンの方が来町していただけることは間
違いないと思います。上手くできれば、ファンから「聖地」とたたえられる経済効果も出ま
す。ぜひとも、遠軽にアムロの銅像を建ててください。シャアでもいいです。
町長少しやりすぎ。
町民の人たちがみんな幸福で安心して住めるようにしてほしい。
遠軽町に来て、すばらしい町だと言われる様な町づくりをこれからも町全体で考えて行動し
ていく機会をどんどん増やしていくといいと思います。
人口減少、少子化、高齢社会に対しての具体的対策が求められる。成果と課題を町民に示す
ことが必要だと思う。
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行政・町職員等について

きめの細かい対応が必要かと。町長が変わる前の事だが、歩道を造成するとき、歩道沿いの
住民に一切話をしないで工事をしたことがある。つまり住民無視ですが、住民は色々な事情
を背負って住みついているのですから、道路造成に限らず、施策にかかわる住民を無視する
ような事はやめてほしい。
町民には役場の人間は平均に冷たすぎます。もう少しなんにでも説明する時は、わかりやす
く説明してほしいです。お金を出すのでも、いついつ出しますと言いながら１か月も遅れた
りするのはどうかと思います。それなら３週間後とか書かない方がいいと思います。
町政事業は町民とともに継続することが大事と思います。（見直し等も含め）
町職員の身分証明書は簡易すぎませんか。誰にでも作れそうではないですか。顔を知ってい
る人でしたらいいのですが、わからず、胸から下げた身分証明を見せられ、役場の者ですと
言われれば、高齢の方なら信じてしまうのではないかと思います。
町民の税金を使っているので、例えば、エンピツ１本ギリギリまで使って節約してほしい
（エアコンの無い所で仕事をしている者はたくさんいる）
役場に入った際、雰囲気がとても暗い。建物自体が古いのもあるが、あいさつもなく、職員
から感じられるものが大きいと思う。
ご苦労様です。将来の為に、町政運営よろしくお願いします。
役場職員がもっとやる気を出してほしい。
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生田原地区に限ったものでは無いと思いますが、旧町の疲弊は目に余るものがあり最終的に
は高齢者しか残らなくなるのではと懸念しております。町の商店等に対しても殆どが閉店し
町の活性化は無いに等しい。この状況を打破する為に行政の方としても、色々の人の意見や
地域住民の声をくみ上げる策をとってもらえば如何かと思います。
３０代-４０代の役場職員の意見を聞き、行政に取り入れる取り組みを行うという記事が
載っていましたが、大変いいこと。知恵を出すことは常に問題意識があり、かつ一般常識も
必要、情報収集力も要求されます。そのような職員が増えることは役所内の活性化にもつな
がる。考えなくても給料をもらえる体制ではいいアイデアは浮かびません。どうか優秀な職
員を多く育ててください。一方、我々住民も役場まかせの考えを改め、行政に頼らない生活
を目指すことも大切と考えます。
高齢者に優しい、住みやすい行政を願います。
引き続き、町民から愛される魅力ある町づくりに、大変ではありますが、ご尽力して下さ
い。
町議選の無投票ではまだ人数が多い。さらに２名減らす事が必要です。
議会報告会・町政懇談会等は、対話できるようにし、少人数でも、回数・開催場所を増やし
て、解りやすく、「一緒に協力して町づくりをするよ」と伝わる環境・意識づくりに、意を
つくしてほしい。町づくりに病気を押してがんばった人、がんばる人、自分の事を後まわし
にしてがんばっている人の声に耳を傾けてください。
町政がもっと指導力を発揮してほしい。町がどの様に動いているのが見えない。もっと細か
く情報公開して欲しい。たとえば、文化センターにしても、なぜ、あそこか、道の駅はどう
なのかなど、町民が知らないまま進んでいる感じです。もっと町民をまきこみ感心を持たせ
る様に努力して欲しいです。
職員の皆様、町民のためお仕事されていると思います。一町民から見れば、遅刻などいい加
減な慣れ合い、また同部署に長期に携わるなど不信感など持たれる事の無いように、町議も
同じことです。（生田原・丸瀬布）
先日、「げんき21」でガン検診を受けましたが、役場の担当者はネームプレートを付けてい
ませんでした。用事があったので声をかけようとしましたが、ネームを付けていなかったの
で名前で呼べませんでした。
教育委員会では全員ネームを付けています。「げんき21」の方も同じようにつけた方がいい
のではないかと思います。
町職員が退職した後、まるで自治会活動に参加していなかったり、役員をする人がほとんど
いない。80才を過ぎた人が頑張っている中、多数不満の声あり。在職中から指導してほし
い。
役場内の雰囲気が悪い。BGMでも流せばよいと思う。（町歌やホラネロなど）
職員は皆、遠軽町を知っているのでしょうか？アピールできますか？
白滝役場について、人口の割に職員多いのでは。ほとんど、町民を見ない。
町議の人数が多い。町長の、役場職員、年収が多すぎる。行政は何かを考えろ！！態度悪い
ぞ。
12月12日付けの道新で役場での喫煙についての記事を読みました。以前に、役場職員がタバ
コを吸いに行っていつも席にいないとの話を聞いた事があり、今どき勤務時間内に（好きな
時に）喫煙が認められる職場なんて、時代遅れだと思いました。
分煙されているのかも知れませんが、受動喫煙や職員の健康に配慮する必要があるのではな
いかと感じます。
いつも大変お世話になっております。
感謝の気持ちでいっぱいです。
皆さんにはご面倒、ご迷惑ばかりお掛けし申し訳なく思いますが、今後ともよろしくお願い
致します。
乱筆乱文にて失礼致します。
町議の人数が人口に対して、まだ多すぎる。選挙もなしで当選するようでは、何も変わらな
いと思う。意味のないことです。
町議会の議員の人数が多過ぎ
この度、数回にわたり戸籍の窓口に出向き、所用を終わらせた。私自身、後期高齢と聴力低
下の状況で、数々の書類を取得。誠に丁寧で親切に、細かい説明があり感銘したところであ
ります。今後も、町民から慕われる対応を望みます。
佐々木町長さんはじめ、各部長さん、一般職員の皆さん、非常に頑張っていると思います。
町議の方々においても、真剣に地域のために努力しています。これからも、町民、町政のた
めにご尽力をお願いいたします。
83

自 由 意 見
１５
1
2
3
4
5
6
7
8
10
11
12
13
14
15
16
17

１６
1
2

3

4
5

行政評価アンケート等について

行政評価は無作為的にでなく、あるていど自分の意思がはっきり言える人にする事がよいの
ではないかと思うが、どうでしょう。
ご苦労様です。文面全体が見づらく、わかりづらいよ！！もう少し考えて、わかりやすく、
高齢者でもすっきりと回答できる紙面にすべきだよ！！次回楽しみにしているよ！！通り
いっぺんでないようにね！！
この様なアンケートは初めてですが、これからはあった方が良いと思います。又、自分の知
らなかったこと忘れたことが思い出して、又、自分に頂戴し若返りの一種かと思います。又
宜しく。
伺いますの所、黒くて見えにくくて疲れました。
アンケートで意見を募集することは、とても良い取組みだと感じました。どうか、個々の意
見を尊重して頂きたい。おつかれ様です。
内容がはっきりわかりません。理解に苦しみます。
機会があればまた、アンケートに答えたいと思います。皆さん、町のために頑張って下さ
い。
いつもアンケートは注文いっぱい書きますが・・・で・・・どうなったか何も変わりませ
ん。何のためのアンケートですか？
38の施策を町民のどれほどがわかっているのでしょうか？アンケートをとるのも良いです
が、もっと町民に浸透させるべきだと思います。
このアンケートが今後、有効に生かされるようお願いします。
もっと町民側に立った行政運営を！！
町の施策、町政の運営について具体的かつ大切なことに対するアンケートでした。よろしく
お願いします。
アンケートはいいのですが、シニアの意見も大事ですが、これからの若い世代の人の意見の
ほうが大切と思います。
各事業に対しての評価をしたいが、行政として効果があったのか、目的を達成したと思って
いるのか？その理由は？などを質問に記入してもらわないと回答できません。
質問に対する説明文が字が小さくて読みづらいです。
記入させていただいた意見が少しでも「くみ取り」していただけると幸いです。
私の今の答えは夫が顕在している答えです。夫がいなければ、答えもちがってくると思いま
す。今、私は団地に住んでいます。夫がいるので、あまり苦労は感じていませんけど、夫も
80才の老人です。いつどうなるかと思いましたら、引っ越しやらなんかを考えましたら不安
になります。この意見は本当の考えとは受け取らないでください。
調査票について旧態依然、毎回同じ調査内容、新たな視点で町民に評価してもらい、今後の
町政に反映してみては如何でしょうか。

複数意見・その他

町外・道外の人も来てくれるようなイベントをどんどんやってほしいなと思います。それで
遠軽が潤ったり人口が増えていくといいな。若い人が増えてほしい。いい病院、医師が少な
い。他の地域に行っている話をきくと、将来が不安になる。
遠軽町のさらなるご発展に努力して下さい。ご検討を祈ります。
ゴミ収集車についてですが、Ｕターンできないからと私有地にてＵターンすることがある。
それも毎回です。Ｕターンするのはあぶないと思う。何か一言Ｕターンするならあっていい
はずです。私有地だからね。勝手に人の土地に入るのは、町の人、ゴミ収集でも不快。何か
かんちがいしていると思う。高齢者ってえらいのですか？なぜ高齢者に手厚いサービスが多
いのでしょうか。周りみても高齢者ばかりだけど。若くても、車がないとタクシーやバスに
乗るのは、高齢者も若い人も一緒だと思う。働ける人は働いているけど、おいつけないよ。
飲食屋さん少ない。おいしくない。スーパーがコープとシティーしかないのはつらい。食
品、商品少ない。塾少ない。全体的に選択肢がない。町としては若い人、中高年の人達がた
くさん定住するような町作りが大事だと思う。働き世代の人が増えたらいいし、遠軽をもり
あげてほしい。高齢者も大事かもしれないけれども、住みやすい、みりょく的な町作りして
ください。
もう少しファーストフード的な、そーゆーお店ができてくれたら嬉しいなと思う。小児科の
病院が増えたらいいなぁ。
アルバイトやパートの求人をよく見ますが、高校生がバイトをできるようになったら、少し
でも人手不足が解消されると思うので、遠高のアルバイト禁止の校則も変わればいいのにと
思います。道路に除雪した雪を出す人がいるので、やめるようにしてほしい。
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遠軽町もナイナイのお見合パーティーを呼んでもらいたい。地方からやる気のある女性を呼
べば、遠軽町も更に発展につながると思います。
遠軽駐屯地の拡大について。隊員はせっかく人員が増えているのに、駐屯地が狭いので、皆
不便を感じています。結果、広くて勤務しやすい他の駐屯地に転出して戻ってこないのが現
状です。まずは隊員の私有車の駐車場がないので、駐屯地まわりの土地を使用させてもらい
たい。
・子供と遊べる屋内の施設を増やしてほしいです
・おむつ用ゴミ袋の無料化
・子供のインフルエンザ予防注射の無料化
・子供の病院代の無料or助成を増やす
・ドックランスペースがほしい
若者が働ける町に、そして安心して住める町、又町議も２人位へらす事願いたい。
大切な財源です。大切に執行してもらいたいです。少々雑な感じがします。忖度のない平等
感を感じる執行をお願いします。
各町内会の中で、気軽に行ってお茶を飲んだり話したり過ごせる場所を設ける必要があると
思う。そうした事を町内会で議案として出してほしい。町として取り組めるか検討してほし
い。
若い人達が働けるような場所がないので、もう少し町で考えていただきたい。正社員で働き
たくてもアルバイトやパートでしょうがなく働いている人達もいるので、若い人達が都会へ
出ていくのもあたりまえだと思う。イベントも内容を濃くし、男女、年齢かんけいなく心か
ら楽しめるイベントを考えてほしい。
農家の離農に伴う空き地が多く見受けられ、荒廃地となっており、今後このような空き農地
の利用促進を図ってほしい。
空家が非常に多く、台風などで施設の物体が飛散しているため、持ち主への指導と撤去等に
ついて検討してほしい。
遠軽町に住んで４０年になりますが、今まで町の施策等考えたこともなかったのですが、ほ
んの少しですが考えてみる機会でした。そんな時、街路樹って、車で走っていると交差点で
視界を妨げられたり、夏は歩いていて木陰で助かったり、大事だとも思いました。でも、花
が咲いたらもっと嬉しいですね。
最近、色々な場所が取り壊され高齢者向けの施設がおおく建てられていますが、若者が遊べ
る場所も増やしてほしいです。
いろいろなことがありますが、文にするのがむずかしいです（苦手です）。情報は広報えん
がる、町内山脈、うわさです。老人１人ものはさみしいものです。
シティのゲームセンターも失くなり、本格的に若者の集まる所、遊ぶ所がなくなりました。
もっと若者向けの遊ぶ所を造らないと北見や旭川にどんどん人が出ていってしまうと思いま
す。今の所歌屋かパチンコ屋くらいしか遠軽では行くところないです。返信遅れて申し訳あ
りません
ゼビオ、ユニクロ、ケンタッキー、マクドナルドなど、遠軽町の若い人が地方で買物をする
のではなく、地元で買えるようになればいいなぁ～と思ってます。おもちゃ屋さんは出来な
いのでしょうか。中学、高校生が遊べる場所がないです。
町内会の行事等にも参加したいと思っているが、不規則な仕事でなかなか予定があわず参加
できずにいます。自分から取組を知ろうとしなければ知る機会はないんだと感じています。
時間が合えばぜひ参加していきたいです。
予算、必要費は何が必要で何が不要か関わりがないとわかりません。町長の話を聞けば
「あ、そうか」と思うけど、実際どのようにお金が使われているかわかりません。優先順位
が何が１番かわかりませんが、もう少し検討する必要があると思う。町議の方も、町民のた
めに働いてるのかと思いますが、本当に１０人以上も必要ですか？選挙の時ばかり笑顔と腰
の低さ、笑っちゃいます。削減できるところはもっとあると思います。私たちが安心して暮
らせる町づくりお願いします。
全体的に見て、整備などをするのは決まって遠軽地区ばかりのような気がします。もう少し
まわりの地区にも目を向けてほしい。町でやっていることが全て見えません。
台風災害に対する迅速な対応をしている事等に対し評価に値するものがあります。ただ、地
区別に考えますと、人口が減少する中、自治会活動も予算もなく縮小状況となっています。
各自治会福祉部による老人宅の除雪ボランティア等は評価に値するもので、町の施策もそう
ゆう活動に十分な予算を与えるべきと考えます。各自治会予算も厳しいものがあり、活動に
も限界があります。そういう中で、各地区の活動が活発になるために施策を考える必要があ
るのではないかと思います。
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22 遠軽町といえば“これ”というものがない様に思う。
23 国や道などの書類がわかりづらい。書くことが多すぎる。
遠軽町は、これといって目玉になるのがないですよね、例えば、他の町の人に声をかけられ
て「食事をしたいのですが、どこか良い所がありますか」って聞かれてすぐ答える事が出来
なくて困ったことがあります。遠軽ではこういう事もやっていて、おいしいものもあって、
24
楽しめる施設もあって、と、その他…人に誇れる事があると良いなと思います。
セトセ温泉は、とてもお湯が良いという事で５本の指にも入る所なのですが、もう少し施設
の設備とかが良いと地方からも来てくれると思います。勿体ないと思います。
25 町民が一定程度共有できる施策を行うことが重要。
私個人の考えです参考にして下さい。私の家は病院の隣です。私たちが亡くなったあとの利
用ですが、病院に重度な病人の付き添い見舞いなどにきて何日か付き添いすることになった
ら、泊まるとこがない人に家を利用してもらい、生活するための物は備え付けにして１日２
千円位をいただき、それで電気水道代を必要な分を納入する。管理は、役場でも病院側でも
26
かまいませんが、ホテルに泊まるより安いと思います。一度に何人も泊まれます。そんな利
用方法もあるんじゃないかと思います。私の家に限ったことではありませんが…。空き家の
利用方法です。一応私の考えです。国や町のお世話になってきたことに感謝して何かしらの
恩返しが出来ればと常に考えています。
私の住む白滝は、お店が肉屋、酒屋しかほとんど有りません。魚が好きな私にとっては本当
に困っています。一週間に２回来てくれるおまかせ便も時間が合わずなかなか買物ができま
せん。病院へ行く人も汽車の便が悪く、丸瀬布までのバスで行き、白滝～遠軽までのバスが
27
一週間に何日か有ったら本当に助かります。これからだんだん人口も減り、これから先どう
なるのでしょう。毎日が不安です。（交通の便も悪くなり）他にも色々有りますが文章に書
くのはむずかしい事です。
石北線廃止が問題となっていますが、根本の原因が、少子化による人口減少に因します。若
い人が働く場がないことで卒業後都会に出て、職につくことが大多数。第一次産業に何らか
28 の糸口はないかとか、雇用創出をしないと増々人口減少が進むと思われます。いろいろな案
を皆で出し合い真剣に考えないと将来はないと思われます。役場（行政）町議（立法）が中
心になって進めてもらいたい。
日本全体が高齢社会に加速する中、私自身も６６歳になり先行きに不安を感じています。外
の草取り、冬の除雪等、年々身体がついていかなくなり息切れします。私は、股関節の手術
をしていて転倒には特に注意しています。掃除していて脚立から落ちた事もあり、今は年２
回息子に天井の電気、換気扇等の掃除頼んでます。近くにも、ご主人亡くされ車はなく、食
料品は生協のトドックに配達してもらい、心臓悪く、除雪はお向かいの方にしてもらい、病
院行く時は歩いて帰りのみタクシー利用と話されていました。タクシー利用券、病院通いは
29
無料券あると助かりますね。
１８年前帯広に２０年暮らしていて遠軽に転勤してきましたが、映画館がなくてがっかりし
ました。知人が来た時案内する所がなくて…生田原（ちゃちゃワールド）、上湧別（チュー
リップ）行きました。今はコスモス畑ありますが。ですので、町民センターが出来るのがす
ごく楽しみです。特に駐車場が広いといいですね。
人間ドックも６５歳以上無料になるといいですね。
私も来年は８０歳を迎えます。町にお願いがございます。土地・家を持っておりますが、娘
達が札幌・東京におります。娘たちが一緒に暮らそうと言ってくれます。娘達の所にいった
としても、土地・家のあとしまつに困っております。町では私のような高齢者がたくさんお
30
られると思うのですが、考えて下さる事はないのでしょうか。住宅をこわすのにたくさんの
お金がかかるといわれております。たくわえがあれば。ちなみに年金でどうにか暮らしてお
りますので、参考にしていただければと…思います。
31 今の遠軽は平凡な町！魅力ある町＝町の活性化＝改革
・単身高齢者の見守り
・老人福祉施設の不足
32
・若い人への就労支援・奨学金支援
・保育士・介護士の待遇改善のため、人件費や住宅などに補助をお願いします。
33 町花がコスモスでない方が良いと思う。なんでコスモスなのかわからない。
乳幼児健診の時の「はじめまして絵本」は、絵本を頂けてとても嬉しく、図書館を利用する
34
きっかけになる取り組みだと思いました。
町民の大切なお金を納めてます。大切に使って有効に使って、遠軽町の町民を誇れる様な
35
『遠軽町』にして下さい！
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37

38

39
40

41

42

43

44
45
46

47

・何事もどこの市町村でもやっているようなことではなく〝遠軽町〟らしさでめだつように
お願いします。
・遠高の野球部のあいさつは気持ちがいいですね。運動部の男の子がよくしてくれます（こ
れはあまり関係なかったですね）
・福路のスポーツ公園はいいですね。子供達が元気で情熱をもってスポーツを楽しみ、学
び、人間として思いやりのある人格が育っていくといいと思います。母さん達もたいへんで
しょうけど、頑張って欲しい。そのためのお手伝いを考えて下さい。
・観光と商業が盛んになるために何かいいアイデアはないかなあ。若い人達の活気かなあ。
・遠軽町に住んでいながら、一番貢献していないのは私自身かもしれません。これを機会に
頑張ります。
いつも遠軽町のために、ご尽力頂き有りがとうございます。先日、以前に遠軽に住んでいた
方と話す機会がありました。遠軽町は、子供を育てるのにとても良い町だったと言って頂き
嬉しく思いました。これからも、若い人達が働きやすく、住みやすい遠軽町を宜しくお願い
致します。
産婦人科が再び開院でき安心しました。これで人口が増えればいいのですが…。商店も少な
くなり、生活も大変になるので、若い方が暮し良い町、都会には無い田舎の良さを発信して
いく事も大切かと思います。
若い衆の仕事場、産業。
エネルギー、電気？安く、産業などにつながる、遠軽は光熱費が1/10で住むことが出来など
など。
水力、おんせん、岩。
少子高齢化時代ですが、若者の多い町になって欲しい。労働力不足も相当実感しています。
が、そう言った所も変わって来ますよねぇ～。
・音楽ホールなんていらない！そんなの作るなら遠軽出身の有名人安彦さんの美術館作った
ほうが日本中からファンが来て町のためになると思う！
・結局ふぁーらいとの設備はどうするの？あんなに金かけて作ってもうからないってすぐや
めて。初めからもうかるワケないのに長く続けるコトが大事なのに…。役場はバカなのか？
・自衛隊だっていつまであるのかわからない今、税収をどうするか考えているのか？高い給
料もらってるんだからそれに見合った仕事しろ！
・このままじゃ、いずれなくなる町になる。病院もない、店もない、年とったら北見や旭川
へ出るしかないよね。
・町長や町議はやる気あるのか？自分たちのもうけばかり考えて、いずれその金もって遠軽
脱出するのか？
・町会議員一人一人仕事をした成果を広報に載せてほしいです。
・議員の人数も二人位減らしても出来る様に努めてください。
・無駄な慰安旅行はせずに。
・福祉センターを建築する時には手抜きをせずに中途半端な建物にしないで、広く建てて欲
しい。
・武道館も小さいから、七ヶ町村の試合が出来ないのですよね。
遠軽は住み良い町と、老後をここに決め、１０年前から住んでいます。この間、バス路線廃
止、厚生病院の縮小化、商店廃業など次々と過疎化が進み、ＪＲ石北線の存続問題化してい
ます。ある程度、予測された事とは言え、現実は、速い足どりで進んでいます。が、産婦人
科医師の誘致や、ＪＲ存続の取組みなど、町のがんばっている様子は心強いです。高齢者の
私たちが望むことは、安全・安心な暮らしです。今のところ、交通の便がもう少し良ければ
いいなあと思います。
置かれた場所、立場で皆さん咲きましょう！
地域のへだたりなく目を向け、ガンバレ遠軽町！
町民の声を届ける機会が少ない様に思う。一般の人はなかなかイベントを知るチャンスも少
ないし、例えばスキー大会等はＰＲ不足があると思う。
弱者に優しい街づくりと掛声だけに終わらない様にきめ細かく心がけてほしい。
民生委員の選び方ももう一寸考えてほしい。なかにはこちらから頭をさげてもあいさつもな
しの人が居ますよ。
益々老人人口が増加傾向にあり、日々健康で過ごせる事が何よりです。なるべく病院の世話
にはならない為には、是非温水プールの利用が不可欠です。それには６５歳以上の方は使用
料無料にすべきと思います。出来るだけ沢山の人に利用して頂ければ、より健康が維持出来
ると思われます。町財政の税負担も軽減され損して得とれの精神で是非実行して下されば幸
いです。
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遠軽には長く住んでいますが、魅力を感じなくなってきました。厚生病院は縮小化して、こ
の先年老いて暮らしていくには不安があります。
他の自治体が始めたことで、地ビールやコスモス園など、便乗して始めていますが、大きな
集客もなく、地ビールは閉鎖しています。
道の駅ができますが、何か強くアピールできるものがなければ、通りすぎて終わってしまう
と思います。
遠軽町の施策は、遅出しジャンケンしたにもかかわらず負けてしまっているように見えて残
念です。北見や旭川といった市に近く、また海にも近くとても住みやすい町で、個人的には
好きなのですが、もったいないと思います。
私はガンダム好きなわけではありませんが、最近町でチラホラとガンダムをアピールし始め
ているのは評価できると思います。遅すぎるくらいだとは思いますが…。
頑張って下さい。
今冬は例年になく寒い日が続いております。にも拘らず燃料費の高値に悲鳴を上げておりま
す。特に低所得の人達はこの冬をどう乗り越えるか死活問題。ついては福祉灯油給付金をお
願いしたいと思います。
町内を走るバス、公用車類はダサいくらい派手な遠軽町の広告になるようなデザインのラッ
ピングバス、ラッピングにするといい。
いつも除雪を丁寧に行ってくださりありがとうございます。また、自衛隊の方々に町民とし
て感謝の心を伝える場がもっと増えたらと願っています。
最近感じますが、何か、行政も町民も活気がない。他の町と比べるからかもしれないですが
…。しかし、じゃ…となると具体的な意見もなくて申し訳ないです。思いついたときには、
何らかの形で伝えたいと思います。
住みやすい遠軽町を望んでいます。
町民と町議のお話を出来る場をもっとふやしてほしい。町民は町議が何をしているかが？全
然分からないため意見交換が出来る場をふやして下さい。
太陽の丘の元遊園地の場所の活用がいまいちだと思う。がんぼう岩の下に遊具を増やすよ
り、交通量の少ない所の方が子どもを遊ばせるには良いと思う。
未来への夢や希望を共有できる町にして下さい。今のえんがるを日本中に発信して下さい。
こんないい町が、ここにあることを。
役場の方も大変だと思います。広く、多くの人が利用できる事業をお願いします。
あれもこれもで無く、あれかこれかと言っていた町長が過去にいました。
先日、役場１階の窓口に行ったらすごく応対が親切でした。明るい人が増えました。これか
らも町のためによろしくお願いします。
町のために頑張って下さって居る、若い方の御活躍を祈るばかりです。
買い物する場所が少ない（本屋さん）
外食するところも少ない
北見に行くとき汽車も良いけれどバスがあれば良い
シャッター街多い
遊べるところない
仕事が少ない
寒さ増し、多忙気に入ります。カゼを引かないようガンバレ！ガンバレ！ガンバレ！遠軽
町！
もっと子どもを遊ばせる施設があればなぁと思います。休日になるとみんな町外に出ていき
ます。あと、バスなんですが、町内から自衛隊へ向かったり自衛隊から駅や町内へ向かうバ
スをもっと充実させられないでしょうか。自衛官が通勤や休みのときに利用すれば、町もバ
ス会社もお金が入りそうなのにと思います。町へ言うべき内容でなければごめんなさい。
あと、郵便局から病院へ渡る信号の青の時間が短すぎます。健常者の私で渡ったらすぐ赤に
なってしまう早さです。ケガとか病気、妊婦さんには優しくないです。病院へと渡る信号な
のに・・・。
あとひばり幼稚園近くの信号、とまれの線と停止の青看板の位置が違って、わかりにくいで
す。
とりあえず思いついたことを書いてしまいました。すみません。よろしくお願いします。
・図書館を祝日も利用できるようにしていただきたい。
・遠軽厚生病院に脳外科医を常駐させていただきたい。
・乳児から高齢者まで、さまざまな問題がありますが、えんがるに住んで良かったと思える
町になれると良いですね。
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やはり、医療関係が不安です。総合病院とは言ってもちょっと・・・。自分、家族が病気を
しても、安心して診ていただける、頼りになる病院であってほしいです。（パソコンばっか
り見ての診察ならインターンでも、それなら自分で調べられるみたいな方多いですよね）え
んがるに住み続けたい！とは言えません。
あと・・・選挙の時期だけ、一生懸命訪問したり、電話したり、その時期だけ人当たり良く
したり・・・どうなんでしょう。視察なんだよりもっと地元を足を使ってお年寄りやたくさ
んの人の顔、声を見て聞いて欲しいです。
遠軽町のために色々と取組されている事に感謝いたします。
また、遠軽町において観光につながる場所とか、ブランド名の農産物があれば広げて活躍で
きればうれしく思います。
・自然には逆らえないが大雨が降った時のダム放流一番の心配です。早めの放流願います。
・子どもたちの通学の安全。歩道のない所は心配です。車のスピード出しすぎが特に
スマホだけでのコミュニケーションではなく、気軽に集まれるスペースがあれば、町を活性
化するイベントや、新しい事業などのヒントも生まれるかもしれません。
大通りがさみしくなっている現在、人々が、オープンに交流できるところがあれば良いです
ね。（出来れば雨風しのげる場所で）
一町民の思いです。
・岩見通駅前から、学田佐渡自動車、井上木工場にぬける道路の整備（拡張）をしてほし
い。交通量の割に狭く安心してウォーキングもできない。
・高齢になる。少しの機能障害があっても自分の家で生活できるような社会サービスの充実
が大切になってくると思います。施設に入所することだけが救いのようなことは少し間違い
かと・・・
限られた財政の中で、これから増えていく老人のためにソフトとハードのサービスが必要に
なると同時に老人たちが頼りきらないで自立する気持ちも啓蒙していかなければならないと
思います。
命と暮らしを守る政策の一層の強化をお願い
・原発なしの自然エネルギー利用に補助増額を！
・介護等の福祉政策にもっと力を入れてください。
・自衛隊存置には隊員の命を守ることを考えてください。
これからもよろしくお願いします。
図書の本のリクエストにこたえてくださりうれしい。
地域医療のとき、医療関係、介護関係、従事者が少なくてびっくり。今、大変なことになる
というのに！
世界の子どものことや貧困のこと、子どもに知ってほしいので、消費者協会などおさがり
ごっこが、海外にいっていることを町民みんなに知らせるべき。関係者のみが知っている。
遠軽町は恵まれていてありがたいです。
「ほとんどの事業が補助金がなければ動かない」補助制度の在り方、期間等検討されたい。
小さな意見、要望にも耳を傾けてほしい。
人口が増やさなければ税収はない訳で、もう少し遠軽町人口が増えるように力を入れてほし
い。それには事業の改善等を考えて行ってほしいと思います。
現在は満足しておりますので（住みよい町）何もありません。
青年団の偏った婚活ではなく、移住してきた独身者のための、もっと幅広い婚活対策を早急
に取り組んでほしいと願います。
ガンダムも網走にとられましたね。大事な人を呼べるものを、他町にとられて何をしている
のでしょうか・・・。
佐々木町長の町政運営は、とてもいいと思っております。今後も自信を持って行動してくだ
さい。
これからは、若年層が大切になってきます。遠軽町の発展は、今ここにいる若者たちにか
かっていると思います。大事にしてほしいと思います。
遠軽町は、もっと若者がよろこぶイベントを企画すべきだ！！
あと、ジオパーク税金のムダ使い、いらね！！
母子家庭手当不正受給しているのがいるので、町職員はもっととりしまるべき！！いそがし
いのはわかりますが、お願いします。
遠軽町のイベント、お祭り等で芸能人を毎年よんでいますが、もっと、旬の歌手、タレント
をよんでくれ！！他の市町村は、そうしている。経費は多少高くなりますが、その方が人が
集まると思います。
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アンケート調査お疲れ様です。遠軽町活性には何ができるのか、考えることもありますが、
大した知恵も浮かびません。調査の質問内容で、町がどのように取り組んでいるのかがわか
り良かったです。予算額が書かれていましたが、予算全体のどのくらいの割合なのだろうと
疑問がわきました。
遠軽町は、きれいな空気、景色。「小さな町だからこそ、役場、病院、郵便局、学校、Ｊ
Ｒ、バスターミナルが近くて便利」と、外から転勤できた奥さんに言われて、生まれも育ち
も遠軽の私には、ハッとさせられました。人口減少を食い止めるには、病院機能の充実も大
切で、町のアイディアと努力で、産婦人科医を２人も獲得し、分娩再開したのはとてもすば
らしいと思っています。（電車のつり広告で募集してくれたのは、地道な宣伝だけど効果バ
ツグンでしたね）
カラスが多いので、減らせるような方法がないのか？せっかくきれいな景色も、道路にゴ
ミ、犬のふん等が見えるとがっかりします。私も歩くことが多くなれば、ゴミ袋を持ってゴ
ミ拾いをするのが遠軽町のためかなと思いますので、これから努力します。役場の職員も、
丁寧な対応で良いと思います。
自分ではマイカーが使えなくなった高齢者の足が気になるので、よろしくお願いします。
遠軽町の活性化につながる町独自の取り組む姿勢が、表に見えてこないのが残念に思いま
す。まず、環境の整備、高齢者の福祉の充実も大事だとは存じますが、若者を受け入れるべ
き、働ける環境づくりを第１に力を注がないと、遠軽町の将来はありません。現に、働ける
年代の大半が、町外の企業へ通っている現状を、今後、遠軽町内にどのような形で取り戻す
のでしょうか。人口が減少する原因は、働き口が地元にないことです。遠軽町としては、こ
の要因が何であるか、まだ、わかっていないように思います。人口は、減少傾向が続くと思
います。福祉の充実を第１に掲げて、すでに数十年が経過した結果、町内の実態は、大変な
ところまできていると存じます。人が生きていくためには、まず、働くことです。そのため
には、就職先を確保して、収入を得ないと、そして、地元で買い物をすることにより、少し
は還元できるでしょう。それは、若者も同条件です。現状の遠軽町を察するに、企業の努力
なくして、町が成り立たないというのは、言い過ぎではないと存じます。早期の方向転換を
望むと考えています。
遠軽町は町の中がとても過疎化にみえます。町の中食べるところが少ない。（泊るところも
少ない）
遠軽は住み良い町だと思っています。まだ、私の年だと、自転車で町内を一周できる。その
くらいの大きさの町は住みやすいのですが、でもこれから年をとると、行動に制限が出てき
ます。そんな時、バス、ハイヤーの助成は頼もしいです。
若いころは、子育てのための町政であってほしいと思い、今は老後のための町政であってほ
しいと思っています。人は立場で、都合よく思うのですね。どの町民にも平等な町政であっ
てください。
町民がわかりやすく、参加しやすく、活用しやすく、企業や世代間交流ができるような機会
が増えれば良いなと思います。情報発信は大事だと思う。
町の土地代が高い、不動産の家賃が高い、他の地域がくらべても高いと思います。
若者が、夢や希望が持てる地域になってほしいですね。子育ても、元気が出る町に、そし
て、若者に仕事・職場がある町。それとともに、高齢者が暮らしやすい地域になってほしい
と思います。
どれも重要なことだと思います。あたり前にすごしている生活が、事業によって支えられて
いるのだとは思うのですが、どれも、わかりやすい情報として見えてきません。
「こんなことをしています」と、受け取りやすい形で、興味がわく形で見せてもらえると、
町の取り組みを知ることができるのではないかと思います。
地方から遠軽に来て住むようになり、今は慣れましたが、車を乗らない人、小さい子供のい
る家族、お年寄りなどは、やはり家にこもる時間が多いと思うので、みんなが参加できるよ
うなイベント等は、もっとあるといいと思いました。ファミレスは１つあるとすごく良いと
思います。
働く場所が、主に自衛隊や病院、公務員なので、男の人の働く場所がない限り、なかなか若
い人たちで、転勤以外で地方から来て住むのは難しいのかもしれません。
町政とは直接関わりはないかも知れないが、一般町民の弱者に対する対する思いやりの心
が、薄いのではないか。例えば、病院、スーパー等の障害者パーキングを見ていると、健常
者が老若男女を問わず、我が物顔で利用する人を見かける。心の中で激怒する次第である。
意味のあるお金の使い方をしているのか？
武道館ほかの使用度合いはどうなのか？
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魅力ある町、生活安定、安心の町、そして子育てのできるまちを目指してほしい。街中の閉
店、商社の廃業等が目立っているが、町として、企業の誘致、地場産業の掘り起し、この誘
致と掘り起こしと連動した積極的な取り組みを願う。＝地場産業、農協、農業、酪農業者、
物造り（食品、加工食品、工芸品、工業的製造（金属加工など）などなど）の振興と企業を
取り込み、新たな産業をつくり雇用の拡充をはかることが、当町が今後発展し、紋別周辺の
中心となること。人口減、町勢衰退を防止する、最善の施策と考える。私共達の次世代の子
供達が、この町に生まれ育ち、この町で働き、家庭を持ち、そして生活して、栄えて行くた
めにも、真剣かつ積極的に危機意識を持ち、町づくりに町は取り組んで行くことを期待して
止まないのです。
町民アンケートの各質問も重要ですが、根本には、町の衰退を阻止し、町の繁栄をはかるた
めの施策を町民に提案してほしいと考えるものです。
各企画等ご苦労様です。企画統制大変かと思いますが、頑張ってください。
スポーツ合宿の際宿泊施設が足りない。
現在の遠軽町との姉妹都市（バストス）との交流は片道交流ではないでしょうか。もっと積
極的（5年に1度）な交流が必要ではないでしょうか。

たくさんのご意見ありがとうございました
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