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質問

１

紋別空港利用対策事業

番号
満足や不満の理由、その他ご意見
1 滅多に利用しないが、助成は助かる
紋別空港を利用したことがない。旭川、女満別、千歳は使うが、なぜか一度も紋別を利用
2
したことがありません。これって必要ですか？
3 一度も利用したことはないが、観光など交通アクセスでは必要。
羽田行き、紋別行き共に時間帯が微妙すぎます。羽田行きが朝早く出発し、紋別行きがせ
4 めて夕方の時間帯に飛んでくれると大変利用のしがいがあると思います。１泊での旅行だ
と東京在中時間がなさすぎる。
私自身は空港を利用する機会が無いに等しいけれども、観光客だったり、町民の方が利用
5
することはとても良いと思うのでいいと思う。
6 もっと補助を多くしてほしい。
7 乗ることがないです。
紋別空港の利用率がわからないので答えにくい。75歳になった今、JR利用なので、知人、
8 友人の話では上手に利用しているので。また、母の看病で、弟が4か月間利用して聞くに
は、東京↔湧別、バスも便利と。
9 紋別だと、高齢者でも送迎が楽では・・・。
10 安くなることによって、利用者の負担が減るから。
こんな事業があるとは知らなかった。助成してもらえるとしたらありがたいが、助成があ
るから紋別空港を利用する、ということにはならないと思う。便数も限られており、その
11
時間以外に出発したい、しなければならないので、他空港に・・・という人がほとんどだ
と思う。
12 空港を利用することがありません。
13 東京に行く用事がない。札幌までバスや電車で行くことが多いから。
助成がある場合とない場合では、利用者数や１人当たりの年間利用回数にどのくらいの違
いがあるのか疑問です。
14 町外者への助成～この事業で民間宿泊施設は多少潤うのかなと思います。ただ、税金を助
成金として使うわけなので、民間宿泊施設側は、この対策事業で得た恩恵を「まちづく
り」や「商店街の活性化」に還元してもらいたい。
15 遠軽を観光として来町される方が多いとは感じていないため
16 助成というのが助かります
17 利用する人にとっては良い事だと思います
18 便が少ない
19 千歳を利用するので解らない
20 遠軽に帰省する娘も少しでも補助が出ればうれしいです
21 １日の本数が少ない
22 利用しにくい時間帯である
23 日帰りが出来ないのが不満ですが、まあまあ良いでしょう
オホーツク紋別空港は便数が少なく時間の融通がきかない為、利用するのはとても不便で
24 す。なのでいつも女満別か旭川空港を利用してます。助成があってもメリットを感じな
い。
25 申請等のやり方等に不満（申請受領を検討してほしい）
26 空港を利用することが少ない
27 あまり利用度が感じられない
28 便数が少なすぎ
29 利用したことがありません
30 利用したことがない
31 利用することがないのでわかりません
使用したことはないから満足度は不明。不要だ。一部の方々しか利用しないのに税金を使
32
うことはない。無駄に怒りを感じる
33 身内が道外にいないため利用しない
34 利用しないのでよくわかりません。
35 件数、行先、運賃。
ＪＲも廃止になって、首都圏に行くのも大変ですので、飛行機の通年運航、長く続いてほ
36
しいですね。
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１

紋別空港利用対策事業

満足や不満の理由、その他ご意見
利用したことがないので何とも言えないが、利用する人にとってはありがたいことだと思
う。
あえて利用して助成を受ける人がどれくらいいるか？
利用したことがない。
私は70歳過ぎで、80歳近いし、足が悪くて遠いところへは行けないと諦めています。東京
に孫がいるのですけどね。
ほとんど女満別空港を利用しているので、紋別空港の必要性を感じない。１日１便だと不
便です。
助成してくれるのはいいことだと思う。利用しやすくなる。
１日１便、しかも午後の便しかないので利用しない。
交通の流れが良いと思います。
利用したいと思いますが、便数が少なくて、欠航した場合、他の空港を利用したときは補
助が受けられないので、これが不安です。
補助金が出るのはとても助かる。
運賃助成額を、もう少し増やした方が良い。紋別空港は必要。
紋別からだと東京行きしかなく、使わないから。
年末年始で役場の人と飲みに行った時に、はじめて助成金が出るのを知った。２０代のほ
とんどは、女満別空港か旭川空港を使っているから、助成金の受け取り方など知らない。
助成金は、紋別空港の利用に効果的。繁忙期などの時期に応じ、助成金の額を変化させる
のも一案。観光客等の町内宿泊利用者に対する助成金も効果があると思われるが、それだ
けでなく、観光スポット巡りなどによる、対観光客報酬を考慮した施策が必要か。
時期によっては満席近くなる事も多いが、今後のためにも利用客確保は重要
全く利用していないし又利用の予定がない
実際の効果はあるのか。紋別から遠軽町に来て宿泊する観光客はいるのか疑問です。仕事
の関係で来る方はいるかもしれないが。
もう少しアピールした方が、この助成を使う人が多くなるのでは。女満別空港を利用する
ことが多かった。こういう助成があるのを知らなかった。
周知不足
利用したことはないが、町の事業として続けてもらいたい
運賃の助成、無料バスと、とても手厚い助成だと思う。
遠軽町が助成金を出してまで、“飛行機代金”まで出す必要はないと思う。
便数の多い女満別空港を利用する回数が多い為
紋別から東京などへの航空機の出発時間が遅いため、どうしても女満別を利用してしまい
ます。また紋別着の時間も早いため、本州での時間を有効に使うことができません。
紋別に空港があるが、小中高の全国大会等で利用できたことがない。女満別にもあるし、
本当にオホーツク圏に２つある必要性があるのか疑問に思うとこともある
紋別空港の便を増やしてほしい
交通の便が悪い。
年間どれくらいの町民が利用されているのか？町民の一部のみの利用になっていないか？
どこか、２つくらいの地域で、片道１万の補助で、そのほかは５千円。同額じゃないの
は、なぜだろうと思う。
観光客を誘致することも、町には大切なことだと思う。
まず、遠軽から紋別空港までの交通機関が不便（時間帯、運賃等）
道外旅行しないため。旅行嫌い。
遠軽－紋別線の路線バスが、飛行機にうまく乗り継げるようにしてもらえると、いつでも
気軽に使えると思います。
東京方面へ出かけるために助かっています。
1日1便ではなく、もっと増えたらなーと思います。
紋別空港は本線が少なく、時間帯も不便であることから、あまり使用できず、新千歳を使
うことが多いです。しかし、JRの今後の動きによっては、それも難しくなると思うので、
助成などがあれば、これからは紋別空港の使用も考えたいです。
１便しかなく、時間が有効に使えない。行くだけで１日使ってしまうので、女満別空港を
使います。
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１

紋別空港利用対策事業

満足や不満の理由、その他ご意見
近くに空港があるのは良いが、１日１往復では不便。利用者に助成まで必要かどうかギモ
ン。
よく空港を利用する方々には良い事業だと思うが、まったく利用しない者にとっては意味
がない。子どもたちは飛行機に乗ることが多いが揺れると思っているのか（小さいから）
紋別は利用していない。
利用するきっかけになる。無料バスのアピールをもっとしてほしい。ネットとかを使っ
て。３日前の予約を１日前にできないか？
航空会社の割引制度の方が割安で利用できる。
時間帯、金額がやや高い。
使用率が低いため
便の使い勝手が悪い。運賃等の拡充を希望します
私自身は空港を利用することはありませんが、利用客が減って空港が倒産しても良くない
と思うので、この事業はある程度は必要だと思います
使用せず
ほとんど使用する事がありませんが、使用する事が考えられる方にはあった方が良い事だ
と思います
女満別空港があれば、紋別空港はあまり必要ではないと思う。
利用する機会があるかどうかわからないので、何かあった時に利用させてもらえるかな？
という感じです。
割引があり、ありがたい。
選択が増えて良い。
紋別空港利用客が少ないのは、1日の利用する便の時間及び回数が少なく、また、周辺に
目玉になる環境資源があまりない。
利用しない。利用するとしても、紋別空港を利用しない。
知らない方が多いかも。
空港を利用する機会が少ないこと、また、利用の際も女満別空港の方が便利。空港より、
鉄道、バスの交通機関に予算をまわしてほしい。
自分は使わないし、利用する人いなくても、女満別があるから。
1日1本では活用のしようがない
今月も東京へ行ったときは女満別空港を利用して紋別は利用しないので、あまりよくわか
りません。
有効に活用できれば市・町の発展につながると考えます。
子供が帰省の時にも利用できれば！
まだ利用する機会はないが、今後、利用する機会があればぜひ利用したい。
便数が少ない。行き先が少ない。
今までは空港を利用したことがないですが、これから利用するかもしれないので、助成が
あればうれしいです。
観光誘致のためにPRや、旅行会社へのアプローチなどに使う方がいいと思う。直接、個人
個人だけの助成金では、活性化につながらないと思う。
限られた人しか利用していないのでは？
1日1便しかないので、席がすぐ埋まる。もっと便を増やしてほしい。
バスにトイレがない。
便数が少ない。
利用していない。
１日に数便で限られた中で東京や他の地域に行くにも移動するだけで終わってしまう。働
いていて休みが数日しか取れない世代には厳しいです。他の空港に流れてしまうのは仕方
ないのでは。
運行本数が少ない為女満別or旭川を利用しています
天気によって（一便しかない）飛べない
実家に帰省する際利用しているため助成制度はとても助かります
子供が親のところに帰省する時の助成も考えてほしい。親が高齢者が多く残るため
利用したことがないので
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１

紋別空港利用対策事業

満足や不満の理由、その他ご意見
近いのは良いが、１日の便数、時間帯が限られているので利用しづらい。助成があったと
しても、利便性の良い空港を利用してしまう。もう少し利用する人の立場になって考えた
方が利用者も増えるのでは？
助成制度は大変良いと思いますが、紋別発着の時刻が大変使いづらく、女満別空港を利用
することがどうしても多くなってしまいます。
便の数が少ない為、助成があっても他の空港を使う
無料送迎バスの状況として、まだ、有料と思っている人がいる。
私は、地元が道外ですが、紋別空港では直行便がないため、新千歳空港を利用していま
す。紋別空港は1回も利用したことがありません。なので、重要度は普通にしました。で
すが、観光客誘致のため、紋別空港を利用し町内に宿泊する方にも助成することは、1人
でも多くの方が遠軽に、という面でとても大切だと感じます。
遠軽町へ来町してもらうようＰＲをし、空港をもっと利用してもらう
東京に娘が嫁いでいて、孫に会うのにオホーツク空港助成助かります
紋別空港は近くて使いやすいと思うので、利用促進のために往復で1万円のキャッシュ
バックがあるということは、とても魅力的だと思います。キャッシュバックがあるので、
できる限り紋別空港を利用しています。
利用者も少ないのかもしれませんがもう少し路線があった方が尚便利
利用してないから
便数の少なさとその時間がやや不満に思う
遠軽町にとっては良い事と思います。又、紋別との交流も良くなる事だし、近くの空港を
使ってきてくれるのはとっても良い事です。
利用したことがないので
交通と便の数。
時間帯が悪いので利用しづらい。やはり、午前に出発して、午後着でなければ不便です。
紋別空港は遠軽に一番近い空港なので、もっと、いろいろな人たちに活用してもらいたい
ため、頑張ってほしいです。
宿泊までの助成は必要ないと思う。
発着時間の関係で、利用したことがなくこれからも予定がない。
今まで、1度も紋別空港を利用したことがありません。理由は、便数と時間帯によるのが
大きいです。羽田－紋別便の数が増えれば、よく利用するのですが。因みに、普段は旭川
を利用します。
1日1便しかないため不便である。
東京に行くのに、1年に何度も行ける。近いので便利。空港あまり込み合っていないの
で、老人には楽である。姉妹も使う。
利用することないから。
年金生活になり旅行する人にとって有難い事業だと思います。
便数が少なく、発着時間帯が不便のため女満別空港を利用してしまう。
実際に使っている人は限られるので、そこまで大きい事業でなくても良い気がする。
助成してもらえると活用しやすい。
２便運航して、時間帯を選べればありがたいが…現在の助成は大変うれしい事です。
女満別に比べるとあまり便が少ない
観光客等の誘致に重要であるが、遠軽町で行事があると宿泊が出来ない
女満別空港利用！
便数が１本なので不便さを感じる
冬季間も必ず利用できる安心感をもちたい
遠軽から一番近い空港であるので、たくさんの人に利用してもらえるよう運賃の助成を続
けてほしいです
家族が良く利用させていただいているのでとても助かります。私も機会があれば利用させ
ていただきたいと思います
遠軽から送迎があるのはとても良いと思う。子供が進学で地方に行ったら利用するかもし
れないので
町に人が来てにぎやかになる
他の空港を利用する場合遠い
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質問
番号
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187

１

紋別空港利用対策事業

満足や不満の理由、その他ご意見
１日１便、それも午後の出発。東京についても何も出来ない。ＡＭ便が必要で女満別を利
用している
助成があればあるだけいい！
利用度がない。
成果について説明がなく、その内容が理解できない。
紋別空港利用に運賃を助成してもらい、助かっています。
運賃が高い。
もし、助成がなければ、女満別空港を利用すると思います。また、無料送迎バスは、大変
良い取り組みだと思います。続けてほしいです。
女満別空港しか利用しない。利用したい時間帯がない。助成を受けたとしても、運賃が割
高になる。
遠軽出身で帰京の場合も、片道分だけでも助成してはどうですか。喜びますよ。
オホーツク紋別空港存続維持、活性化させることは大切なことだから。
町内、地域の取組として活性化を図る手段として有効だと思います。
紋別空港は、利用したことがありません。時間的に利用が難しいため。ただ、時間に余裕
のある方や紋別へのアクセスが良ければ、良い制度だと思います。
観光に力を入れて、午前と午後の2便にしたら、少しは乗客も増えるのではないかと思い
ます。
オホーツク圏及びまちの活性化に役立っているため。
はじめて知りました。
一部の人が利用することなのであまり関心がない。
これからますます必要となると思う。
バスの交通いまいち。
助成額を増大するべき（利用者が増となる）。
紋別空港が地域の発展について貢献しているとは思えない。
空港の利用を促進しても、町に観光客が来るようなイベントや施設がないのであまり意味
がないと感じる。
出発の時間と到着の時間です。紋別からは昼ですが、東京からの便も昼頃です。行動の時
間が中途です。
便数が少ない
紋別空港の便が（時間帯等）不便なので、個人的には利用しにくい。利用客増に効果があ
がっているなら良い。
午前中に出発を
空の足より、陸の足の現状を把握した上で、今後の方策を、関係機関と連携しながら築い
ていくべき
助成金のお陰で孫に会いに行ける回数が増えました。又、その助成金を空港でお土産に充
てています。更なる利用者が増え、便も増える事を願っています。ありがとうございま
す。
便数が無いから時間が合わない
１０年遠軽に住んでいるが、１度も紋別空港を利用したことがないから。
日帰りできると利用したいですね
運賃の助成が他町で２万円のところがある。
地域の活性化を図るためなら良いと思う。
７月３日主人が亡くなりまして、羽田～紋別空港を利用することになり１往復しかないた
め大変な思いをさせてしまいました。送迎バスの無料は助かりました。宿泊に関しては割
引がある事は知りませんでした。８月は非常に暑い時期で冷房がなく窓も開けられず、夜
中にシャワーを浴びたそうです。後から聞きびっくりしました。何とかして下さい。
知らなかった。
紋別空港を無くして欲しくない。
必要としてない
格安で東京在住の娘に会えることが幸せです。
観光客の方を思えば紋別空港は必要になってくるかもしれない。町民、住民の人は、汽
車、バス、自家用車を利用するので、空港はいらない。
必要なし。
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質問
番号
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224

１

紋別空港利用対策事業

満足や不満の理由、その他ご意見
東京への移動手段は、いろいろあった方がいい。料金も安い方がいい。便数、料金を考え
ると、女満別、千歳を利用してしまう。
通年飛行するために、大事である。
利用数は少ないのですが、ホテル泊の空港券を利用して同期会へ行き、観光も楽しんでき
ました。高齢になると、バスが出ていることも大助かりです。
とても良い取り組みだと思います。今後利用したいとも考えております。
私自身紋別空港利用しないのであまり考えない。
町民への助成は理解するが、観光客誘致では効果が全くない。（観光資源がないので）
便数を増やしてほしいから。
陸路も空路も広報が必要ですね。宿泊施設の充実、網走～札幌鉄道の確保を頼みます。
観光客等を誘致するためとありますが、当遠軽地域には、魅力的な観光スポットが見当た
りません。先に、そういう所に取り組むべきだと思う。
出張に利用しています。女満別空港に行くよりも近く、無料バスも便利です。これからも
続けてほしい
実際自分が利用した時、空港が近くて便利だったし助成があってありがたかった
東京都を通して世界へ繋がるローカルからの窓口となっている。だから残していたい。
町民の足として、観光客誘致として必要と思うが、利用した事がない
遠軽から１００ｋｍ圏内に女満別、旭川空港があるのに、１日１便しかも時間帯が悪い飛
行機に利用対策をする必要があるのか（遠軽町として）紋別市のために利用者を上げてい
るように見える
一度も利用していないのでわからない。プラザコープからの空港行のバスをみると、ああ
考えていると思える
私は当助成のことは知っておりますが、認知度はまだ低いと思います。広報活動をもっと
行うべきだと思います
ＪＲの将来が見えない中、道内の空港と結んで道内全体で人の動きが活発になる様に出来
ないものでしょうかね
JRに使うべき。
個人のためでなく、税金は町の中で全体に使ってほしい。
便数が少ない。
西オホーツク管内の市町村の補助は同じくすべき。予算の使いみちとしては有効。
コストが下がると利用しやすいため。
紋別空港では便数がなく、不便なので利用していません。地域の活性化になっているとは
思えない。
空港までのアクセス。
1度も利用していないので。
あまり利用することないが、いろいろニュース聞いて、もし利用したらと思い。
私は、空港を利用することがまったくないので何も言えないけど、仕事などで頻繁に利用
する人にしたら、助成してくれて助かっているんじゃないでしょうか。
私自身には、必要性がまったくない。その部分を、鉄道、バス、タクシー等の助成に充て
るといいと思う。
できれば、補助金の額の増額を願いたい。
往復便が昼間の1便から、せめて朝夕の2便になればいいと思っています。
女満別空港で間に合っている。便数もあり便利。
助成がなければ、ますます利用する人がいなくなるので、助成するのはいいと思う。観光
客にも宿泊する人には助成するというのは、とてもいいと思う！
今後も継続してほしいです。
自分のまちでさえ、年をとって自由に買い物にも行けないので。
飛行機に乗る機会がないが、乗るなら女満別へ行ってしまうので、重要と感じたことはな
い。
空港までの交通機関の不備
北海道から出る事が少なく、飛行機はあまり利用しません。しかし女満別空港まで行かな
くても飛行機に乗れる事は便利に思います。町内外の方にも助成することで利用者が増
え、空港維持を続ける事も大切だと思います。
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質問
番号
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258

１

紋別空港利用対策事業

満足や不満の理由、その他ご意見
紋別空港を維持・確保していかなければならないと思うが、利用する機会がなく、札幌、
函館等の交通手段として選べたらいいと思う。
今迄より遠く（空港）になった為。旧紋別空港の利用時に町（割引）があると利用しやす
い
１日１往復ではもったいない。農産物や地場産業関係の発送等貨物輸送の利用等考えられ
ないか？
時々有難く利用させてもらってます。
利用することが無い。これからも無いからこれに金を使うなら他に回してほしい。
午前中１便、午後便にしてほしい。
紋別空港を利用することを考えたことがない
利用した事がないので…。利用する人には、いいと思うので反対はできない
今のところ利用することがないので…。
便（時間）が限られているから
一便でしかも午後便という事で利用に不便を感じている。対策事業としては良いのではな
いかと思います。
女満別から利用は不便なので！
送迎バスは大変良いと思います。もっとアピールして、利用する人が増えると良いのにと
思います。
仕事上、年３～６回飛行機に乗るので、町民割引、無料バスはとてもありがたいです。
この事業があるため、他空港を利用しなくなりました！とても助かっています！ただ、１
日往復１便づつのため冬場の利用がこわくて出来ません。(吹雪などの欠航振りかえが大
変なため）１日往復２便でも飛んでもらえると、時間帯や状況がより良くなると思いま
す！紋別市さんとご検討頂けたら幸いです。
東京へ行く者は助成がある事に大変助かるので続けてほしい
首都圏と唯一の空路は必要です。
空港を利用する時は、千歳を使用しています。町民に助成があるのは良いことと思います
が、観光客（元々遠軽町民ならＯＫ）には遠軽町の中でお金を落として頂ける方法を考え
てほしいです。
地域の活性化を図るための一手段として、良いと思う。しかし、空港を利用する頻度は、
私生活において少ないため、事業予算額を少し減らしても良いと思う。
１日１往復では使用しづらい。
大変有難いです。コンスタントに１人でも多くの方に利用していただけるように協力し、
又遠軽町出身の方にもいろんな所を観光してもらい、サービスをどんどん提供したらいい
と思います。
遠軽町そのものの魅力を高める方が良い。
紋別空港の利用促進をはかっても、果たして遠軽にまで恩恵がくるか疑問。オホーツク管
内一丸となってとりくむのは理解できます
紋別空港は使わないため、その予算が妥当かどうかわからない。紋別空港を利用して遠軽
に来る人は、帰省してきてる人か出張してきてる人かクロカンスキー大会に来る人ぐらい
のイメージしかないので、地域の活性化には結びつかない気がします
遠軽町からの距離がみじかく、将来車にのれなくなってからでも利用できるから
運賃の負担に見合う観光客が町を利用するとは思えない。魅力的な集客施設がない
１社１便しかないので福岡（小倉）から利用する時は、東京で１泊して翌日の帰郷となる
都市に行きやすい（子供の所）
時間帯が不便すぎるので出張にも利用しづらい。宿泊者への助成が、どれ程町の活性化に
役立つのか疑問です
時々上京することが多いので、とても助かっている。（遠軽から近い場所にあり、駐車場
も無料でとても助かっている）
旧空港のときからある制度だと思いますが、紋別空港の利用促進よりもＪＲ線の利用促進
の方が重要だと思っていました。空港よりもＪＲ線が無い自治体になる方が、その末路は
悲惨なのでは？
便数が少ないので、あと１便増やしてもらうとありがたいです
１往復しかない事と離着時間で利用価値が少ない
私は利用していませんが、良い事だと思います。

7

質問

１

紋別空港利用対策事業

番号
満足や不満の理由、その他ご意見
259 近くにあるのとないとでは、だいぶ違うと思います
雄武・西興部なりに20,000円の助成にしてもらいたい。格安航空利用で女満別空港利用の
方が安い場合がある。オホーツク紋別空港を利用して町内に宿泊する方にも助成とありま
260
すが、この場合ホテル・旅館宿泊に限るそうですが（町役場の人に電話で聞いた。）他の
町はすべて助成しているそうです。この考え方はまちがっています。
まだ一度も利用していないのでなんとも言われないのですが。でも近くに空港があるのは
261
良いのではないかと思うので、夏の暖かな季節に利用できればと思う。
紋別空港は遠紋地域の空の玄関で域内の市町村で支えていかねばならない。但し、域内住
262 民のウチ、利用者は少数で、域内の住民全体が恩恵に預かる類のものでは無い。他市町村
とのつき合いでの支出と考え、積極的な取組みは控えるべきと考える。
町の活性化につながると思います。私はまだ利用したことないのですが、利用している人
263
はよろこんでいますヨ。頑張って下さい。私達も出来るだけ利用しようと思います。
若い世代に比べて足としての重要度からみて、空港までの交通の便を考えたときに非常に
264
不便。便数も少なく、運賃の助成の前に活性化を考えるべき。
265 どれだけの人数が利用し恩恵を受けているのか？町内に観光客が来ているか。
観光客誘致も大事ですが、札幌間の国鉄便も減少してますので、飛行機の札幌間往復便が
266
住民の足とし一便程あってもよいのでは。
267 子供が東京にいて帰省する場合は該当するのか？
利用された方の話では、とても助かったと喜んでいました。また、使ってみたいと言って
268
います。
269 事業的には良いことだと思いますが、認知度が低いことと、自分は利用しないので。
年に数回飛行機を利用するが、便が少なく時間も合わないため、女満別を利用する方法し
270
かないため。
271 利用したことがないから。
交通手段として紋別空港を必要としている人もいるので、運賃の助成はいいかもしれませ
272 んが、観光客への宿泊費助成は、はたしてそこまで必要でしょうか？観光客を誘致するに
は、観光地、観光スポットを魅力的にすることに力を入れた方が良いのでは。
便が少ないので、助成を受けられるのはとても良いが利用したことがない。違う空港を利
273
用してしまう。
274 便数がもう少し増えると良い。
275 空港への送迎があるので助かります。
276 利用することがあまりない。
277 助かっている人が多いと思います。素晴らしいです。
片道5,000円の助成金を、時々利用します。急用で東京へ出向くときなど、早割チケット
278
を利用できない際は助かります。
遠軽町民も補助が受けられ、実際に利用した者として有り難いと思いました。無料送迎バ
279
スも本当に助かりました。
280 とても感謝して満足しています
鉄道なども含めた交通網の衰退は、遠軽町だけでなく、ここ７町村の衰退にもつながりま
281
す。がんばってください。
282 少しでも町内に来てもらう事につながる
便が少ない。全日空しかない。助成金手続きがわからない。いくら助成金が出ても高い。
283
回数券で割引率が高ければいい。
運航便が１日１便と不便なため助成が片道１万円ずつになるとさらに利用したい気持ちに
284
なる。便数少なく助成も少ないとなるとどうしても旭川まで足を伸ばしてしまう。
285 一般の人にはあまり感心がないかも。
自分自身では使用した事はありませんが、東京在住の友人が同期会に出席の際に片道使用
286 して町内ホテルに泊まり、補助を受けました。重要度は自身では感じません。不測の事態
の時に利用するかなと思っています。
町民に使うことは良いけれど、他地域の方々に使っても利益が出るのはコンビニと一部の
287
宿泊施設だけではないでしょうか？
288 空港利用対策事業については良いと思いますが、発着便が少ないので不満があります。
289 観光客の誘致運動にも大へん良い事だと思います。
290 雄武、西興部と区別することなく助成してほしい。
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質問
番号
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315

316

317
318
319
320
321
322
323
324

１

紋別空港利用対策事業

満足や不満の理由、その他ご意見
観光客ではないが、紋別空港を利用する親族には…？
知らなかった。
便を増やしてほしい。
助成が少ない。便が少ない。
使い勝手が悪い（時間）1便しかないので仕方ないと思うが、それなら女満別の方を使っ
てしまう。
紋別から羽田に飛べるのはとてもよい。時間帯が出発が９時、到着が１６時くらいだとよ
い。
羽田発時刻がもう少し遅くなると、もっと利用しやすくなると思います
私も紋別空港を利用し助成してもらいました。大変助かりました。できる事ならば、子供
や孫たちも助成してもらうとうれしいのですが？（住民票は地元ではありません）
便数が少ない
私自身利用したことなし。他空港利用します
宿泊しなくても助成があればうれしい
１日１便と少ないこと、空港までのアクセスが悪いこと
便数の増加を希望します
鉄道がなくなったら紋別空港は今よりさらに必要になると思います。対策事業のほどよろ
しくお願いいたします。
今まで利用した事がないし、これからも利用すると思えない。どれだけの人が利用してい
るのか疑問。他の事に助成した方がいいように感じる。
町内宿泊は理解できるが、遠軽町に実家等が有る方は宿泊施設を利用しないでしょう。そ
の方にも助成があると紋別を利用すると思う。
便数の少なさ
もう少し利用しやすくしてほしい
よく利用するため
他の市町村に比べ、補助が少ない
便数を増やしてほしいが、食事処を大きくしてほしい（便数を増やしてくれるのであれ
ば）
出発時刻が悪く空港を利用しないため
送迎バスもあり大変助かります。補助もありがたいです
航空運賃は高いので助成はとても有難いですが、便数が少ないので女満別を利用してしま
うことが多い
ＪＲがどうなるかわからない。これからは飛行機が重要になってくると思います。紋別以
外の町や村でも盛り上げていかないと、いつなくなってしまうかもわからない。できれば
早くに行く便、おそく帰ってくる便も増えるくらいに使っていくことが、オホーツク管内
の為になると思います
運賃を助成してもらえるのはありがたい事だが、一般人が利用等で航空機を使用し、東京
方面へ行く機会は何年かに一度か何十年かに一度といったくらいだと思う。その点、仕事
等で利用する人もごく一部だと思うので、助成を受ける対象がかなり限られ、その一部の
対象者がより多く恩恵を受けているような感じがする。（実際、どんな目的でどのような
人が利用しているかわからないが）
もっと利用客がふえるように大々的にアピールすること。期間限定で通常の５０％引とか
する。知らない人が多いのでは。もっと大幅に予算をとってもいいと思う
紋別空港の対策事業よりも、JR路線の今後の存続等が切実な問題だと思うので、そちらの
方へ力を入れて対応していただきたい。
助成のおかげ、旅行に行けます。
運賃が安くなるのはとてもうれしいのだが、１日１便しかないのが・・・。
紋別空港から首都圏への運賃が高いため、新千歳空港まで自家用車で行き飛行機に乗った
方が安い。紋別空港から乗る助成がいくら出るのか、もっとわかりやすく大きく提示して
くれると良い。
まだ一度も利用したことがないので
遠いので利用しない。不便だ
実際使うこともないので、町内に宿泊した人にお金を出したりしても、プラスなのか分か
らない。
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質問

１

紋別空港利用対策事業

番号
満足や不満の理由、その他ご意見
325 観光客への助成をするなら、他のことにまわしてほしいです。
326 時間が中途半端。札幌到着が早い便があるととても便利
327 つかわない
私の住んでいる地域を中心に考えると、空港は女満別が便利と思います。遠軽町全体の住
328
民利用から言えば紋別空港も良いと考える
329 紋別空港はとても便利です（乗り降りに）
自分自身はまだ利用したことはないが、機会があれば利用したいし、観光客を誘致するた
330
めにも有効な手段の一つだと思うから
331 遠軽町在住者にとって、無料送迎バスの運行は続けることが重要と思います
332 直接、町への経済効果は薄いと思われる。１日１便で時間帯悪い
333 東京へ遊びに行くので、助成があれば紋別空港を積極的に利用すると思います。
334 オホーツク地域が良くなれば良いと思う。
生田原からの利用は不便です。女満別空港の方が本数も多く、紋別空港は利用しにくいで
335
す
336 1日1往復しかなくて、時間が合わなくて、助成した全額よりも安い航空会社がある。
337 直接利用した事がないので特別な考えはない
東京に進学した子供の帰省や親の旅費負担軽減に助かっている。しかし子供は東京で生活
しているのに住民票を遠軽におかなければならず、選挙などに不都合があった。去年の
338 夏、東京に移し、町民ではなくなったので、子供の帰省には何のメリットもなくなった。
今後は千歳や旭川の空港を利用することも増える。例えば町民の親の扶養に入っている学
生、本籍を遠軽においている学生まで助成を拡大できないか。
格安航空会社のオホーツク紋別空港の参入を遠紋地域７市町村の町長連名で国土交通省に
339
要請してみてはどうですか？
340 現住所が利用するのに遠距離（道外、道中央地に行くのにも）
341 年に１，２回使用するかどうかですが、戻ってきたときは助かります。
便数が少ないうえ、女満別空港のような便利性がない。近いのに利用価値が低いような気
342
がします。
343 利用したことがないため
まだ一度も利用しておりませんが、これから利用することが考えられそうな対策があるの
344
はありがたい事！
345 ＡＮＡを利用しない
346 他の町では２万円なのに遠軽は１万円は不満
紋別空港利用の助成利用事業に補助がなければ、千歳まで特急で行き、紋別への利用はま
347
ずなしです。
348 あまり利用することがないから。
349 時間的に不便。
350 空港は、ほとんど利用しない。あまり道外に行かないから。特定の人しか利点がない。
紋別空港を利用しないのであまり重要に感じない。しかし、利用する方には良いと思いま
351
す。
352 知らなかったため。
やはり便数の問題があります。1日２便であれば、東京での活動時間に余裕ができます。
353
利用者確保がポイントでしょうが。
もう少し助成を増やせば、もっと観光客等を増やせ、口こみで観光客等を誘致できるので
354
は？
355 まったく関係のない事業なので、どうとも思わないです。
356 助成していただくことで利用する気になる。
357 利用したことがない
同空港利用町民への助成は良いと思うが、町内に宿泊する方に助成してというのは効果が
358
あるのか疑問？
359 遠軽町だけではなく、遠紋もしくはオホーツク地域にとっては重要なことだと思う。
360 便数がもっと増えれば利用しやすいと思います
361 ほとんど利用する事がない
白滝に住んでいるので、旭川空港はよく利用しますが、紋別空港はあまり利用しません。
362
ただし、紋別空港利用の方が安い場合は利用したいと思います。
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質問

１

紋別空港利用対策事業

番号
満足や不満の理由、その他ご意見
363 町民の利用に対して助成する事はいいですが、観光客への助成は不必要です
364 町内に、どのくらいの人数が宿泊していますか。
365 助かっています。
1日1便しかなく欠航の場合の振り替えなどが面倒。白滝からだと、旭川の方が便利なの
366
で、わざわざ紋別を使いたいと思わせる何かがないと足が向かない。
367 利用していないのでわからない
368 お客様の数が多くなるとよいと思います。
369 遠軽町に来る条件整備の促進が先と思う
370 乗る時のお金が少ないので、どうしても急行へ行く。
371 利用客が増えないことには…。観光に力を入れるしかないか…。
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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

２

防災対策事業

満足や不満の理由、その他ご意見
どんな災害が起こるかわからず、町として防災備蓄品が充実していることは安心感があ
る。
地震の可能性は低いが、大雪、大雨等の備えは必要。
災害に想定外があってはならない
どんなことが起こるか分からないので、有事の際に準備は大切。
幸いにも、まだ、利用する羽目になっていないため。
見たり聞いたりしている件は満足ですが、町の予算の使いみちに合わせて町民の中での話
し、不用又新しくても不用の毛布（クリーニング済みの物）を集めたらと？
あとは、それを活用できるかどうかである。
事業予算を人口で割ると、１人当たりにかけられている年間の防災対策事業費は570円。
もう少し予算をかけてもいいような気がします。万全ではないと思います。
遠軽は災害の少ない町だと思っています（これは良いこと)。反面、町民の防災意識がそ
れほど高くない。でもやっぱり災害が少ないため予算付けしても効果がわかりにくい
近年、台風や地震による災害がとても多く、人事ではないと思っています
冬の場合の対策はどうなっているのか。防災に関係したことがないので解らないが、役員
になっている人が（知人）満足と言っていたので私は解らない
遠軽は孤立する町（交通面で）なのでとても大切
遠軽はいままで大きな災害がなかったと思います。なので住民の防災に関しての意識は低
いのではないでしょうか？
高齢者や子供等又は体が不自由者の施策を考えては？
遠軽町河川で分断されると思う。橋以外の対策はあるのか。
「万全な防災体制の構築」の詳細が分からない。一部では浸透しているのかもしれない
が、全く情報がない。回覧板が回ってこない。
老人なのでいざという時必要
防災対策として家庭で常備品を具体的に広報で示してほしいです
いつ起きるか不明なのに無駄なことだと思う。もっと別な方向で予算を使ったらいい
どれ位用意してるか見てないので分かりませんが、万全を尽くしてくれているとのこと、
信じてます。
遠軽はあまり災害が無いので今のままで良いと思います。
全国的に災害が目立つので、各地域に必要だと思う。
災害が起きないとは限らないので、万が一のことを考え防災体制を万全にすることは、住
民にとって安心して暮らせる。
とても満足している。
幸い、遠軽は何事もなく安心しています。何があっても防災対策がしてあるので安心しま
した。
防災対策は大切だと思います。もっと充実させてもらいたいと思っています。
今の世の中何があるかわからないので、備えがあることはいいことだと思う。
地域自治体の避難所等での物品等の備蓄不十分。
遠軽は、まだ、大きい災害にはなっていないけど、堤防など超えて大雨が降った時を考え
て対策を持つと、なお良くなる。
相対的に災害危険性が低く、また、自衛隊の存在もあることから、すでに、一定の基盤が
確立されていると思う。
この辺は災害は少ないが、万が一の備えは必要
遠軽で災害があるとしたら、一体どの様な事を想定しているのか疑問です。災害によって
避難体制（場所もふくめ）が異なるからです。災害の内容によって使用できない避難場所
があります。私が一番気になるのは冬季間の豪雪です（長期）。寒さに耐えられるかどう
か？洪水で家に浸水してきても私は逃げません。家の中で浸水に対して対抗します。にげ
ていたら家の家電などがすべてダメになるからです。また町もあまり心配していないと思
います。金入用のスピーカーがないのもその一例です。
とても大切なことだと思う。
実際に目にした事がないので判断できません
ハザードマップをわかりやすい形で示してください。何かあった時、自分や家族がどこに
避難したらいいのかはっきりわかりません。冬はどこで一夜をすごせば良いのでしょう。
水道管の老朽化が心配だから。
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質問

２

防災対策事業

番号
満足や不満の理由、その他ご意見
37 万が一の時の備えは大切。
38 天災は、いつ来るかわからないので、準備を逐次しておいた方が良い。
私の勤務する遠軽高校も一時避難所となっていますが、備品は何もありません。大丈夫で
39
しょうか。
40 今は無事に暮らしていますが、何かの時と考えると、備えは必要。
以前、大雪のために帰宅できない人のため、「げんき２１」を開放し宿泊させてくれたと
41 いう話を聞きました。北海道（遠軽）は、地震、津波よりも雪が身近な問題としてあると
思うので、対策は大事だと思います。
42 1,185万円の予算で十分か。
43 どれ位今年使われたとかの報告がないと伝わらない。
44 何人で何日分などの細部を町民に教えてほしい。
45 近年の気象が異常。
この地域は今の所災害はありませんが、これからも災害が起こらないとは限らないので必
46
要な事だと思います
47 他地域の様子をメディアで見てみると、この対策はとても大切だと思います
48 何があるのか数が不明
実際災害にあった時、どこに何人分備蓄されているのかわからない。最近の異常気象で湧
49
別川の護岸工事は遅々としているが大丈夫か。雪害も心配です。
50 まだまだ不足の点、訓練不足、体制作りをさらに細やかにする必要が有ると考える
避難所の整備をもう少し力を入れてほしいと思います。ここは高齢の方が多いので、使い
51
やすくなるとありがたいです。
52 どのくらい取組んでいるのか、よくわからない。
53 堤防決壊時の避難場所が不安ですが。
災害は、いつ発生するか、誰にも起こってみないとわからないことですので、必要になっ
54
てからでは遅いので、準備は大切だと思います。
55 我が家には、サイレンの音が聞こえません。
56 役場自体で避難訓練を実施していない。
57 温暖化による防災、特に生田原川及び湧別川の合流地点の整備、堤防の整備。
58 災害が生じた場合、備えがあれば安心なので。
59 震災が多くなってきているので良いと思う。
60 いつ何が起きるかわからない、万全な体制に取り組むことは良い事だと思います。
61 いざという時のために備蓄は必要です。関係団体同士の訓練はもっと増やすべき。
62 どこにどれくらいあるのかわからない。知らなかった。
63 災害があった時に大事なことなので、防災訓練やいろいろな物の準備は大事です。
64 本当に万全なのかが不明のため。
65 遠軽自体は災害がなく済んでいるが、いつ発生するか分からないから。
66 体験してもいないのに不備、不満がわかるはずがない。
河川の氾濫の際、どのように避難指示があるのか不安です。判断が遅く大災害にならない
67 か？避難所は知っていますが、そこのどのくらい人数が入れるのか？最近、集中豪雨によ
る氾濫が多いので心配です。
68 日々の訓練や防災は重要だと思います
69 何がどの程度準備されているのか詳細が知りたい
70 災害がないにこしたことはないのですが、日頃からの取り組みは大切だと考えます
71 取り組みが目に見えていないので、必要だとは思うが、満足かどうかは評価しずらい。
72 町が積極的に備蓄をしてくれているのはとても安心です
73 いつおこるかわからない為、引き続き取り組んでもらいたい
74 まだ、災害対策が十分とは言えないと思ている。自衛隊があって、隊の物が使用できる。
重要だと感じます。満足度を普通にした点は、予算が11,850千円と出ていますが、その金
75 額で十分防災対策が取れているのかなどが、目に見てわからないのでそのようにしまし
た。
76 実際に災害が発生した場合に備えて、訓練を実施しているが、周知がなされていない
77 災害はいつ起こるかわからないので、防災対策事業は大事
78 地域住民に対して徹底した避難場所が示されていない
79 災害にあっていないので、あまりピンとこない。
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質問
番号
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

２

防災対策事業

満足や不満の理由、その他ご意見
どれだけの物があるかわからない。自治体単位で参加していないので、全町的にやるべき
ではないかと思う。私の住んでいる地区は参加していないのでわからない
この町は安全と言っても、いつ何が起こるか分からないため、備蓄、防災訓練は大事だと
思います。
実際に災害にあったことがないので、何がどのように必要とか身を持って感じられません
が、いつ何が起こるか分からないので、防災対策は重要だと思う。
現在とても、ほかの地域で災害が多く、いつ遠軽であるか分からないと思います。そのた
めにも、必要だと思います。
この管内は、防災という点では災害が起こりにくい地域ですが、いざという時に、住民か
ら苦情が来るといった対応にならないように対策してもらえればと思います。
通行止めになった場合、避難所がどこにあるのか分かりづらい。
車が通れたら良いが、お父さん歩けないし、移動が心配。
熊本の地震、山陰の地震、これから起きるだろう事をふまえて、防災事業は大切なことだ
と思います。
当地では大規模な天変地異は想定されていないのでは？
いつ何があるかわからない災害に備えての準備は必要と考えます。
実際に災害を受けていないので、満足度はわかりません。
利用していないので満足度は不明。備える事は重要なので、引き続き事業を行っていただ
きたい
いつ災害が起きるかわからないので、そのために備えておくことはとても必要だと思いま
す
防災に対する重要度をもう少し広めてほしい
実際に災害用備蓄品を、どこにどれ程あるのか、実際に見た事がありません。個人が避難
訓練や備品を確認する機会に直接的に参加する意識を持たないといけないと、日頃思って
おります。（町内会に働きかける事によるのでしょうか）
具体的に細かな内容がわかっていないので（町の体制の）現実味がない
当該地区の避難所がわかりずらい
高齢者（歩くのが不自由）避難がむずかしい。心配している。良い返事まってます
災害は予測できないことであり、これに備え準備することは重要。
防災対策は、さらに充実させてほしいです。
予算はいいとして、何がどこに何ぼ、数がわからないので回答できない。
いつ発生するか分からない災害への備えを万全にしておくことは、大事なことなので。
防災用品の備蓄、また、どのように活用していくか、防災について町民全体の理解度、浸
透の度合いが不透明で分かりずらいです。
昨年、台風があり、川の近くに住んでいる者としては、防災対策は重要だなと、改めて感
じました。
老人で公共交通機関の利用できない人のために、足の確保が必要です。防災訓練に、老人
の参加悪い。
災害対処機材等の整備の充実が必要。
近年の天候を見ても、これからもだんだんと変わってくると思うので、重要かなと思う。
一度お世話になっているから。
災害が少ない町ですが、備蓄品があるのを知って安心しました。
連絡手段、案内標識等を充実させた方が良い。
幸いに天災は少ない方だと思うので、どの程度必要なのか想像できない。予算の許す範囲
で充実しているにこしたことはない。
今の所、災害が少ないが”０”ではないので最低限は必要と思います。額については判ら
ないです。
経験がないからわからない
何がおこるかわからないので防災対策は必要だと思います
何時、なにが起こるかわからない世の中なので、防災対策事業はぜったいに必要と思う。
清川に５年間住みましたが、雪以外困ったことはないですが、１人になって腰が悪い私に
とっては大変です。雪除車は道路だけです。そこ迄が大変です。
実感はない。
災害が多発しています。充実した対策をお願いします。
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質問
番号
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158

２

防災対策事業

満足や不満の理由、その他ご意見
予算は多いほどいいと思います
基本的には自力でやりたいが、防災対策事業があると安心だと思う。
地震、水害などのことを思い、年３回の訓練は必要と思う。
経験がないものにとって理解しがたいものです。
いつ、どこで、何が起こるか分からない昨今、いざとなった時に必要なことだと思いま
す。
年を取るごとに防災の関心度が高まってくるのですが、ややと重要の境が不明だったので
…重要かな？
防災訓練等について、何かパフォーマンス的、現実味がない。万全な防災体制って何。
町内で訓練を実施し、重要性を感じています
防災に備える事は重要と思います。ただ災害がおこった時に備えが良かったのかがわかる
けど、今十分かどうかわからない
台風にも洪水にもこれまで災難が少なかった。地形的に恵まれている。
今まで経験してないので予算額が適切か
昨今の災害等により、各地の避難所の様子がテレビ等で放映されておりましたが、プライ
バシー確保のため、簡易型のパーテーション（ダンボール等）が用意されているとなお良
いかと思います
遠軽は比較的災害が少ない地域だと思う。重要度は高くないが、備えあればなのでしょう
が…
現実性が少ないから。
地域の訓練時は、参加者が少ないが、回を重ねるごとに参加者が増してきているように見
える。
自分の住んでいる地域が災害のおそれが少ない気がします。
実際、我が町では災害がなくて幸せの限り。備蓄は大事。
防災対策は、少しでも早めの準備をお願いします。
災害用備品が足りない。避難所の整備が不足。
災害時の安全確保は重要だと思うから。
まだ経験したことがないので、どの程度なのか分からない。
防災体制町内何箇所にあるのか？非常食は全箇所どのくらい備蓄し、何年で交換するの
か。余った食品、町内のホームなどに分けてはどうか。
毎年、自治会の防災対策に協力しています。いつ、何が起こるか分からない世の中、防災
対策は必要です。
災害に対しては、町民一人一人がその重要性をよく理解することが重要です。対策や訓練
は、これで良いと言うことはないのです！！
いざという時のためには必要。
今まで、大きな災害がありませんでしたので…。でも、備える必要はあると思います。
賞味期限が近い備蓄食料は、どのように運用していますか。
毛布などは必要なので。
使わないにこしたことはないが、いざという時には、やはり準備は必要。
大人になると訓練に参加しなくなってきます。子ども～学生のときに十分な訓練をし、下
地作りが必要に思います。
２、３年前に参加しました。皆が１度に集まるのではなく、参加した人が名前を記入して
帰って来ただけ。何の説明もなく帰宅したが、無意味だった様な気がする
何がおこるか分からない今、準備、対策は必要だと思います
備えあれば憂いなし
防災対策は必要なので。ただ具体的に何がどれ位あるのか教えてほしい。
住民（自治会）に対して周知が図られていない様な気がする。その時期だけの様に思えま
す。（手順など）
避難場所がどこかわからない
訓練などには参加しているので良いと思う
そういった機会がなく、みじかなものとして考えにくい…わかっていない…
自衛隊があるのだから、連携して行うのがベストではないでしょうか。
いつ自分の地域が自然災害の当事者になるかも知れないので対策は必要です。
近年『想定外の災害』が発生しているので、有効です。
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質問

２

防災対策事業

番号
満足や不満の理由、その他ご意見
159 日頃から、町全体で防災の意識をもつべき。
160 非常用食糧はまだまだたりない。
地域に住んでいる方々が災害用備蓄品を確保して下さっているので”備えあれば憂いな
161
し”こういう準備して下さっているので心強く思っております。
何をどのくらい備蓄しているかわからないため。写真など数の表記だけでなく、一目で量
162
のイメージができるように教えてほしいです
役場、自衛隊、警察、消防、見学者、この程度で防災訓練を実施しても、町民の実働がな
163
ければ被害にあった自治体の初動と同じことになると思う
164 今は何がおきるかわからない
165 町民参加の（一部自治会役員のみではなく全員）避難訓練を実施してほしい
今の気候の変化や地震など多いので、大変だと思います。災害用の備品はたくさんあった
166
ほうがよい。防災訓練も実施したら良い。
167 実際におこってしまってからでは大変なので取り組んでほしいです。
168 防災対策事業についての体験、知識が全くない。
169 人口に対して、どの程度の備蓄があるのかわからない。町民に対して周知を。
170 内容をよく握んでいませんのでわからない。
防災対策事業は、行政がやらねばならぬ大切なことです。人命に関る事なので防災教育、
171 非常時の助け合いの体制は重要です。但し、防災備蓄品については、事前備蓄ではなく、
その時、町内の商店にある品を提供してもらうシステムをつくる事が大切です。
内容が良くわからないのですが自分もしっかり取りくんでいかなければと思います。頑張
172
ります。
173 近年災害の規模が拡大しており、計画的訓練にしてほしい。
174 災害備蓄品についてその規範はあるのか。食品の賞味期限等はどのようにしているのか。
175 遠軽町は地震計は設置されているのか？
防災訓練の実施があるようですが、いつも、終わってから聞きます。町民に、どのように
176
知らせているのでしょうか？
177 少数高齢自治区の防災体制確立、明確化。
178 一人暮らしなので、何かあったときの避難指示、経路に不安を感じます。
備蓄品が、実際にどの程度用意されているのかを知らないので、満足度については「わか
179
らない」としました。
180 災害用備蓄品が、どこにどれだけあるのかよくわかりません。
災害が起きたとき必要な物、準備しておいた方がいい物、教えてほしい。町内アナウンス
181
での呼びかけ、早めの呼びかけで、事態の状況を教えてほしい。
182 予算（防災事業）がどれくらい使われているか分からない。
183 災害の少ない地域であっても、その準備大切と思います。
詳しい中身がわからないので何とも言えませんが、訓練などをやっているので良いと思い
184
ます。
東北大震災の時、家にあった毛布を利用してもらおうと役場を訪れたた時、受入していな
185
いとのことだった。他の町に関せずという体勢に疑問。
186 現在大きな災害がないので、現実になったら防災対策は必要な事と思います
187 各自治会避難所に備蓄品が無い
188 本当に取り組んでいますか？と聞きたい！
189 安心して暮らせています。
190 町で行う防災訓練に参加しましたが、要領がつかみづらかったですね。
191 今の生活の中で、いつ何が発するのか予測できないので、必要対策だと思います。
遠軽町では今まで大きな災害を感じることはありませんが、災害はいつおこるのかわかり
192
ませんので、いつおこってもあわてない様にその準備だけは充分にお願いします。
193 防災訓練を広く（知らしめて）実施してほしい。
194 どのような災害の備えているのか周知が必要。
自分の所は地震等が少ないので、それほどの物が必要ではないのですが、それでも充実し
195
ていると思います。
備蓄の内容や小規模の避難の場合、多数の人々が集った時、どう対応するか知らせて、不
196
安をなくすことが大切と思います
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質問
番号
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232

２

防災対策事業

満足や不満の理由、その他ご意見
何も起こらないのが１番だけど大切な事だと思う。人だけでなく家族同然のペットの防災
も完璧にしてほしい
想定外がない様に取り組んでもらいたい
災害自体は少ないが、備えは不可欠だから
昨年、北海道各地の水害被害があったので、どこの地域でも起こりうることなので、防災
対策、河川の整備、避難体制も、今一度考え直した方が良いと思います。教訓を生かして
ほしい
非常食や災害用備品はどこにありますか
どこにどれだけ何を備蓄しているのかよく分からない。町民に広く知らせるべき。
災害時の意識づけを町民にもしっかり理解してもらう。特におとしよりが多いから、防災
グッズの販売とか取引店を決めたり、格安でサービス販売（町の助成も）して町民みんな
がもっていること
障がい者、高齢者の避難所に対して、どのような対策・対応を行うつもりか。防災マップ
とともに、標記をお願いする。
その様にならないと良くわからないけれど、備蓄は必要だと思う。
いつ起こるか分からないのが災害ですので、準備しておくのはとても安心できます。
近年の大規模災害がある様に、必要なものだと思う
雪害等の災害がおきた時は、ぜひ対策事業をとりくんでほしい。
災害が発生した際の避難所がわからない。「○○地区の人はどこの避難所が近いです」と
いうものがほしい。
大雪の予期の避難場所も増やしてほしい。仕事で家に帰れないときに心強い
みたことがない
何もわからないです。
地域防災の要は消防体制の充実と考える。私の住んでいる地域から考えると、災害弱者特
に高齢者が多い地域では社会福祉協議会体制、協力も必要
災害は、何時誰の上にも起こり得ることだと思うので、防災体制の充実は常に心がけてい
て欲しいので
地域差が大きいと思います。意識の差。
避難所の一部が、非耐震の建物等もあり、避難施設として良いのか疑問がある。訓練も形
式的になってないか。
職場が湧別川のすぐそばなので、避難場所をどこにするか、もし氾濫したとき、本当にそ
の避難所で安全なのか、もう一度確認していただきたいです。また、せっかくサポート
メールがあるのに、周りに登録している人が少ないので、普及させ、かつ、正確な情報を
災害時に流せるようにした方が良いと思います。
あまり実感はないけれど、なったときのことを考えると。
近年災害の発生が増えているので、実際その場に直面した時は助かる事業だと思う
災害は、いつ起こるか分からないので、その時のために備えておくことは必要だと思いま
す。
いつどこで災害にあうかわからないから、その時の為には仕方ない事
対応が遅いし、状況を役場が把握していない
実際に遭わなければわからないというのが正直なところ。けど、今年は北海道でも大きな
災害があった。町で防災に取り組んでいる事は、本当にありがたいと思う。個人では限界
があると思うから。
現実として、その場に出合っていないのですが、色々と防災事業の訓練に参加させている
と、個人でも最低必要性は心がけている
備蓄品で賞味期限は
実際には、体験していないのでわからない部分がある。
災害が起きたときに、自分たちだけではなく、近所のお年寄りをも気にかけれる行動がで
きるように、意識付けできたら良い。
認知度が低い。どういう災害が来るのか、いまいちピンとこない。
冬に発生した災害に対する避難者の防寒備品は、十分なのでしょうか。
この時代、何が起こるか分からないので、とても重要。
日本は地震が多い国なのですべてのことに対応できることが必要だと思います。
今のところ災害ないけど、万が一のことを考えると必要なのでは。

17

質問

２

防災対策事業

番号
満足や不満の理由、その他ご意見
233 大事なことです
234 災害はいつ起きるかわからないので重要だと思う
防災訓練は知ってましたが、備蓄や整備をしているとは知りませんでした。もっと情報提
235
供してください。
236 高齢者に防災訓練は取り組んでいるのでしょうか。
237 どこの場所にどのくらい備蓄しているのか？PRなどの安心材料があった方がいい。
過去の人災の事がわからない、町民の危機意識があるかです。自然災害防止の講座をお願
238
いしたい。お気の毒です。災害が昨年でなくても起きているところがある
239 防災の所に何でもたてている。
240 普通である
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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

３

生活安全灯設置事業

満足や不満の理由、その他ご意見
近所は暗いように思う。防犯のためにも安全灯は重要。
２年程前に、自宅前にLED灯ではないが設置され、ありがたい！
LEDへの交換を少しでも早くしてほしい。
犯罪対策にも灯は重要である。マイマイガも大変ですし、いいと思う。
見張る人がいた方が青少年には効果的だと思うから。（人の方が効果的）
マイマイガが減ったので・・・。集合住宅街等の近くに、もっと街灯を増やしてほしい。
”一部助成”は自治会の負担が大きい。助成額を増やしてほしい。
夏になるとマイマイガが多発するのでＬＥＤ灯にするのは重要だと思います
遠軽は他町村より夜の道が明るいのはとても良い（あまり夜は出かけないが）
高齢者の運転者など本当に大丈夫か不安です。もう少し強制でも良いかも。
各住宅地の街灯が暗い！！
むしろ「年齢層に応じた交通安全教育の推進」を取り上げるべきである
国道の安全灯は中広の柱ではなく細い柱が運転士には助かります（歩道の人が見ずらい）
ＬＥＤへの取替えはすぐに行ってほしいです。特に冬は暗くなるのが早いですし夜道は暗
くて危険です。
特に暗い地域の改善を希望
今後も事業推進をお願いします
防犯カメラや交通カメラの考えは町としてあるのか？
自治会に参加していない。近隣との関わりがない。町内を離れると暗いところは沢山あ
る。犯罪や非行が防げているのか謎。
経費節約
明るすぎるから夜更かしして歩くのではないのかなあ…。中高生の生活はわからないが、
暗ければ一人歩きもしないのではないのか。
青い光は人間の気持ちを落ち着かせる作用を持つ
街路灯がよく切れていることが多い。
街灯を増やし町を明るくすることが大切。まだまだ暗いところあり。
暗いところは犯罪を生みやすくし、一人歩きも不安です。この取り組みは必要なことだと
思う。
ＬＥＤに替えることで節約につながると思うし。そして防犯にもなる。
マイマイガはここ数年気になっていました。省エネと共にできるのなら、ぜひやってもら
いたいです。
安全灯の取替えは速度を持って。
住宅街で街灯の暗いところがたくさんあります。
街灯がぼんやりしていて暗いです。必要なところになくて、１日中点きっぱなしのところ
もあります。
自分が住む地域は街灯が少なく、帰り道とても怖い。一本違う道路はとても明るいので、
なぜ、差があるのか不満。
住宅街の街灯が暗い。あれでは、犯罪の危険が大きい。早急に対策すべし。町外から来た
人にも、見栄えが悪い。
どちらの取組も、明確な目的があってやっているので良いと思います。これからもやるべ
きです。
交通安全教育については、社会人を含めた広範な年齢層で実施できるよう、工夫を凝らす
必要がある。
近くに街灯がないので、家の前の道が暗い
自治会で町から補助金を受けて、順次取り替えているようです。省エネという意味でも、
私の家でもＬＥＤへの交換をすすめてきました。余裕のある家庭ではＬＥＤへの移行と、
町として奨励することが必要かと思います。
省エネルギーのLED取替えが良いことだし、まちが明るくなるから。
マイマイガの時にありがたかった
小学校への登校時の交通安全指導員の配置を１条通南３丁目ぐらいまで広めてほしい。
省エネルギー、マイマイガ対策はいいと思います。
遠軽町内でも窃盗事件が発生しているので、犯人を早急に逮捕してほしい。
特に感じていませんが、夜、外へ出ると、気持ちの良い街で満足しています。
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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

３

生活安全灯設置事業

満足や不満の理由、その他ご意見
中心部は特に不満はありませんが、該当が少ないと感じるところも、まだたくさんありま
す。仕事で帰宅が遅くなったときに、一人で歩くのが少し怖いです。
140万円の予算で十分かどうか。
昔よりは安全灯が増えたと思うが、子どもたちの通る通学路とか、病院へ行く道とかもっ
と増やしてほしいと思う。
安全灯やパトロールもダメではありませんが、それより防犯カメラがあった方が効率的だ
と思います
防犯上とても大切。でもどうして夜型の生活が多くなってしまったのか。エネルギーの浪
費にもなっているのでは。
日中も点いている所がある
高齢者の事故がこの地域でも起きる事は、きっと有ると考えねばならない。（もちろん若
い方も同じであるが）日頃からの運転マナーを再度研修する必要有と考える（少し強制力
が必要）
夜間薄暗くて、ひっそりしていると、なんとなく危険を感じる時もあります。安全灯など
整備して、明るい街中にしてください。
LED灯はとても明るく、防犯上とても良いことと思う。
住宅街など、暗い場所がまだ多い。
防犯については特になし。
LEDにするのが遅い。1年の中で、自治会で数個しか替えていない。
虫が嫌いなので。
防犯パトロールはいいけど、ターミナル横の交番が無人の時が多く感じます
迷惑運転への対処も考えていただければ嬉しい。
マイマイガは減ったと思う。
学校、公園周辺の取替え、取付けを増やすべき。
まちの中に、まだ暗いところがたくさんあるのではないかと思います。できるだけ、明る
くしてほしいです。
街灯が少ない地域もある。LEDに取り替えは、とてもよいと思う。
自宅の周囲は比較的明るいですし、ＬＥＤ灯への取り替えは評価できます。
まだまだ暗い場所があるように感じます。警察署が暗いのも、なんとかなったほうが良い
のではないでしょうか？
メイン通りや大きな所は明るいが、少しずれると暗い所が多い。夜歩いて帰る時に多少不
安がある。利用の多い所はもう少し増やした方が良いのでは？（住宅街など）
子どもや中高生よりも高齢者の交通マナー（特に自転車！）が悪く、ヒヤヒヤすることが
よくあるので、何か啓蒙する機会があればとても良いと思います
一度にLED灯に交換はできないので、計画性を持って実施してほしい。
まだ暗い道があり、町が積極的に設置する必要がある
設置は町の責任でするものである
マイマイガやその他の虫も苦手なので、ＬＥＤへの交換はしてもらいたい
まだ外灯が少ないと思う
球が切れていてもそのままの所がある。パトロールカーが身回りしている時に点検もした
ほうが良いと思う。町のパトロールカーは走っているだけで注意をしない。無灯火など。
マイマイガが少なくなりました
明るくて安全で良いと思います
住宅街（古い所）は暗い
とても重要だと思います。まだまだ暗い電灯のところが多く、恐ろしさを感じることがあ
ります。早急の対応をお願いします。
1条通学校近くや西町公住（山の手団地）の道路が暗い！子供が多く通るところには、
もっと街灯が必要だと思う。
生活安全灯が少ない自治会があるように感じる。
生活安全灯の絶対数が足りない。
ずいぶん明るい。夜歩いている人がはっきり分かるように、反射するものを65歳以上の全
町民に配るといい。
明るい方が安心。今は、子供も大きくなり、夜は外に出ませんけれど。
なるべく早くＬＥＤ灯への取替えを進めてほしい。

20

質問

３

生活安全灯設置事業

番号
満足や不満の理由、その他ご意見
81 安全灯は防犯のためにも設置して欲しい。
82 ＬＥＤ灯は明るくて良いと思うが、生活安全灯の設置がまだ少なく、暗い箇所が多い
自治会員の過少、高齢化により、生活安全灯の管理が難しい状況となってきている。町へ
83
の移管は出来ないものか
84 街中は明るいですが、住宅街など暗く感じる所もあるので、まだ満足とまではいきません
街灯が切れた場合、連絡をすると直ぐになおしていただけるので助かります。マイマイガ
85
対策でＬＥＤ灯に取替えていただいているのは、とてもいい事だと思います
ＬＥＤ灯は街中や南中の取替え知ってますが、住宅街全部でなくても取り替えてもらえる
86
と助かります
87 犯罪未然のため重要
88 明るい方が安全
89 我が町内でも逐次交換されている。この事業は実感がある。
90 暗い道を歩くのは恐ろしく、防犯上も安全灯の設置は重要だと思います。
91 私の住んでいる近辺は、良いと思う。
92 地域の防犯のためにも、生活安全灯の設置費用一部助成は助かります。
93 生活するうえで安全な町（防犯）は重要な要素であるため。
94 学校帰りの子供たちも、日も短い中でこれは当然と思う。
95 予算を増やし早くLEDにしてほしい。
96 幹線道路以外は、手つかずの所が多く見られる。
97 幹線道路、特に東1線～見陣商店の間、防犯灯が不統一、または十分でない。
98 要望に応じて、即十分な対応が出来ているなら満足です。
99 近所の外灯より暗いので早くＬＥＤになってほしい
100 自治会と連携が必要と思うので…。
101 最近は犯罪が多くなってきているので安全灯の設置は必要です
102 生活安全灯設置事業は必要と思う。
設置場所がよく考えられているので、暗くなってからの帰宅の時に明るくて大変助かって
103
います。
104 まだ暗い所が多いので、ＬＥＤへの交換をお願いします。
105 より多く灯設置をお願いします
106 安全、安心のためには、防犯パトロールを、特に夏場は多くやるべき。
107 安全灯が自宅横にあり、昨年LED灯になり、明るくなったように思います。
108 たまたま、町内パトロールしている方に会います。ご苦労様です。
新しい住宅には、まだ、街灯が足りていない状況なので、自治会役員と相談の上、積極的
109
に配置してほしい。（特に学校周辺）
110 マイマイガをここに入れてはいかんでしょ。
この制度はなくてはならないものであり、継続予算化を望みます。夜に街灯が点くと
111
「ホッ」とする程です。助成の広報。
112 生活安全灯が少なすぎる。暗い。
113 ＬＥＤの普及率は少ないと感じます。積極的に取替えを進めてほしい
114 マイマイガ対策は必要。街は明るい方が良い。
115 自治会費でＬＥＤ灯を出していると思っておりました
家の前の外灯はくらいので早く取替えてほしいと思っているが、まあ順にとがまんしてい
116
る
117 遠軽地区は街灯が多い気がしますが、白滝地区は少ないと感じます
118 市街地と離れると街灯が少なく、安全を考えると心配です
119 LED灯は、文化度の評価値と思います。
120 地域全体に防犯灯の設置は十分と考える。
121 マイマイガが減って満足した。
122 LED灯への取替え進んでいる。マイマイガ対策のための処置を進める必要あり。
123 犯罪予防に効果があると考えるから。
だいたい良いと思うが、あまりにも多すぎて昼間位明るいところがある。省エネルギー対
124
策に力入れるのもいいのでは。
125 マイマイガ減りましたね。ありがとうございます。
126 それほど明るくする必要があるかと思っている。
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質問
番号
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
159
160
161
162

３

生活安全灯設置事業

満足や不満の理由、その他ご意見
防犯に関しては、事件が起きてからでは遅いので、早急に対処すべき！！予算の関係もあ
るかもしれないが！！
良いのでは。
夜になるとほとんど人通りがなくなります。防犯、安全のために夜道も明るくすることが
必要に思います。マイマイガの異常発生も再びあると思うので、ＬＥＤ灯に変えたり、増
設が必要と思います。
ＬＥＤ灯への取替は良いと思います
周囲の生活安全灯が国道より１本遠くなると真っ暗い状況です
場所によっては街灯があっても暗い場所や街灯が無く暗くて怖い場所があるので改善して
ほしいです。
私達の自治会では有効に活用させて頂いてる様です。
マイマイガがそのままだとひどいので。
あまり気にしたことがなかった。
防犯の意味からも重要。
日常の生活で安全、安心の上からも大切だと思う
暗いところがまだまだあります。街灯を増して欲しい。
年齢層でなく過去の職業等の審査…免許の更新時も…
できるだけ防犯を兼ねて町全体が明るい、誰もが安全で安心して心配なく歩ける町づくり
をしていただいている。お金がかからない省エネになるＬＥＤ灯で皆さんの心にも明りが
ともることでしょう。
私の住んでいる地区は街灯がありません。南小学校付近です。
通学路は早目にＬＥＤ灯に取替えてほしい。上記には関係ありませんが、東小学校から東
児童館へ行く方向の十字路に信号機を設置してほしいです。一時停止しない車が多い（特
に年配の方）。私もぶつかりそうになりました
冬の雪道は滑りやすい。安全灯は高齢者にとって何よりも必要なものです
公園などに（住宅街の）設置を重視すると、青少年は集まります
経費のかさむ事業ですが全町ＬＥＤになると助かります
そんなに外灯いるかな？
明るいほうが安心出来ます。
マイマイガ対策としてＬＥＤ灯早急に取替えて頂きたい。虫の発生により住宅の壁、軒先
が汚れてひどいです。
街全体が暗い。照明アップに期待する。
交通安全の推進で自転車のルールが、慣れと共に悪くなっている。年齢層に応じた安全教
育の機会を設けて欲しい。
既設のＬＥＤ化については、コストランニング（電気料）が安くなるのでもっと積極的に
推進すべき。設備工事費用の助成は、全額助成にしてでも、全ての生活安全灯を早くＬＥ
Ｄにすることが得になります。
町からはなれると暗い所たくさんある様に思える。夜歩くのがこわいです。電気が少ない
様に思います。
節約し、町が明るくなり、犯罪防止につながる。
防犯カメラの設置の推進
新設、ＬＥＤの取替えには、年次計画はあるのか？
会員減少自治区の安全灯維持は今後困難になる可能性が。交通量が減少する路線地域の治
安パトロール充実を。
家の前の街灯はLEDでないために、カベにマイマイガでひどい目にあいました。これから
期待しています。
取り組みが身近で、あまり感じられない。交通安全の面で、特に冬、車道、歩道の見通し
が悪くなるので、運転手にも歩行者にも安全な排雪をしてほしい。場所によって、街灯が
暗いところがある。
中心街から離れると、町の暗さが目立つ。中心部だけに予算を使われているような気がす
る。球切れ等の修理が行き届いていない。
省エネで良いと思います。照度も十分です。
町の中が明るくなるのは、生活安全、交通安全に必用の事と思います
ＬＥＤ灯取替え補助金の増額
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質問

３

生活安全灯設置事業

番号
満足や不満の理由、その他ご意見
163 まだまだ薄暗い通りもたくさんある。
164 ２条通北の１～５丁目あたりの街灯が暗く感じます。特に畑のあたりが暗いです。
165 いろんな地域にまんべんなく平等にできれば良いですね。
自治会が生活安全灯の設置をしても、切れていてもすぐ付けてくれない事がたびたびあ
166
り、早急にすべきだと思います。
自治会の中でもＬＥＤ灯に変わった所と、以前のままの安全灯では明るさが違いますの
167
で、出来るだけ早く「ＬＥＤ」になる様にお願いします。
自治会の取り組みにもよると思うが、早く行きわたってほしい。特にマイマイガ対策とし
168
て。
169 住宅街は街灯が少なく、暗いと感じている。
取替も大切だが増設も必要。家周辺が暗くて、防犯上心配です。（空き地なども暗くて危
170
険です）
171 町の中でも一本奥道に入ればほぼ真っ暗です
172 私の住んでいるところは、随時ＬＥＤに取り替えています。このまま続けて下さい。
173 外灯が切れたままになっている所が有ります
福祉センター前の通りがあんなに明るい必要があるのでしょうか？灯りがないのは困るが
174
殆ど人が通らないのに明るすぎる。あそこに集中しないでもっと暗い所に電灯を！！
175 このまま続けてほしい
住宅街の街灯が電気が切れたままが多く暗すぎる。点検をしっかりしてほしい。空き巣、
176 盗難対策もしっかり講じるべき。回覧板でいつも被害の情報があると、もっと警察も見回
りするべき
177 郊外に行くと夜暗いところが多い。もっと外灯を設置して欲しいと思います。
おとしよりの事故多発。遠軽もたくさんいるので免許返納対策案も必要。予算額増でタク
178
シー代補助とかする
179 生活のために必要だと思う。
国道とかまちの中は明るいのですが、住宅街とか１本中道に入った時とかは、暗いし怖い
180
ですね。街灯を増やしてほしいです。
181 マイマイガ対策は小さい子供のためにも大切だと思う
182 ＬＥＤ灯は明るく、遅い時間歩いても安心する
183 安全灯がくらい、こわれている
184 町の中でもすごく暗くて、夜など怖いです。
185 電気料を考えてみてもＬＥＤ灯に交換願います
暗い夜道への不安は、青少年、老人問わずにあるものなので、必要とされる所には安全灯
186 をつけてほしい。マイマイガの発生はここ数年のひどさを感じているので、少しでも有効
な手段を講じてほしい
187 事業担当者は、必要性や将来の効果を把握しているのか疑問に思う。
マイマイガの発生で生活安全灯近くの住宅の壁に付着して清掃が見受けられる。歩道も汚
188
れている。早めの切り替えを。
189 またいつ大量発生するか分からないので、ぜひ進めてほしいです。
190 街中が明るいとほっとする。
人口減により夜などは一歩裏道に入ると非常に暗く、安全灯の設置が少ない。もう少し増
191
やしてほしい
192 虫がひどい。早く全てＬＥＤにして欲しい。
193 遠軽町内の街灯をＬＥＤ化を促進してほしい（マイマイガの大量発生が減ったため）
去年までは、マイマイガが住宅の壁にたくさん付いて、とるのが大変でしたが、LED灯に
194
替えていただいたので、大変満足しております。
国道なのに街灯がなくて暗いところ（特に豊里付近）がある。走っている人や葬式帰りの
195
車や人に驚くことがあった。（突然飛び出してくるので）
196 街路灯をもっとふやしてほしい
197 設置は大いにありがたいですが、場所をよく見て、明るさも！
198 災害時、電灯があるにもかかわらず電気がついていなかった
丸瀬布は山に囲まれているので、夜などは真っ暗です。せめてＬＥＤで明るい町になって
199
ほしいです
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質問
番号
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217

３

生活安全灯設置事業

満足や不満の理由、その他ご意見
前問と同じで遭ったことがない。でもそういうことがあってはならない。マイマイガは個
人的に嫌悪を感じるくらいなのでＬＥＤお願いします。
以前マイマイガの発生の時は、山手の方に住んで居り、玄関の外灯は消すようにしていた
ので、電柱は朝等、ガの始末はしてましたが…
明るくない。木の枝がかかっている
空き家が多く夜は暗い
丸瀬布の夜は、安全灯があっても人通そのものが少ないので、犯罪が起きてもわかりにく
い。目に留まりにくい。
あまりにも家と近すぎて、虫が玄関等にくっつくことを何とかしてほしい。
暗い場所であると何かが起こってもわからないため必要。マイマイガも年々少なくなって
きた。
すべての犯罪に生活安全灯が役に立つワケではないと思いますが空き巣などにはいいと思
います。けれど青少年の非行には意味がない。青少年の非行には家庭問題や先輩の影響な
ど様々あると思うのです。
必要です
どんどんＬＥＤ街灯にかえてほしいです
故障している外灯が修繕されていないから。
街灯が、ずっと消えたままになっているところがあるのですが、暗くなってからの点検見
回りなどはしているのでしょうか？TELしないとダメなのかな？
マイマイガについては減少していると思う。ＬＥＤ灯に取り替えている所は全く減少。
社会の安全対策として、事故の起きない、転ばぬ先の杖と思います。
あまり明るくない。
人気の多少、夏冬の様子等配慮が必要と思う
LED灯がマイマイガ対策になるという話は初耳です。
現在、電球が（燈）ついてはいたが、時々消えている物があるのでつけて欲しい。
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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

４

商店街助成事業

満足や不満の理由、その他ご意見
第３日曜とか第４日曜に地元の野菜、魚介類等の販売。例えば大通何丁目～何丁目までの
間を歩行者天国にして、空店舗を利用し自由市場にしてはどうか。
シャッターの降りている店舗が増え、活気が無いように感じる。
商店街に街路灯があっても、閉店ガラガラではかえって寂しい。産業をもっと活性化させ
れば、商店街も良くなると思います。第一次産業の振興とセットで考えるべきではないで
しょうか？
根本的に“魅力のある商店街づくり”を考え直していただきたい。
遠軽町内で買い物がしやすいように地域振興券等、また、出してほしい。
店のシャッター街が多くて。
商店街がさびしい。なんとか元気になってほしい！！建物の老朽化は気になりま
す・・・。
商店街の近くに駐車場がなくて利用しにくいので、そちらの方の整備についてもお願いし
たい。また、費用だけでなく、広報活動も協力して（商工会）、賑わいを町内外等、招い
てほしい。
車の置くスペースがない。だから、商店街が利用しにくい。（特に夜）冬は、寒くて歩く
のはつらい。
国道沿いや駅前１等地にある空き家、空き店舗を有効に活用できると思います。家主と協
力も必要になってくると思いますが、今、全国でリノベーションスクールによるまちづく
りが、まちを再生しています。ぜひ、参考にしてもらいたいです。
「商店街」はどこを指すのか？小売、飲食以外、例えばカラダ・ラボみたいな福祉業も対
象なのかよくわからない。（対象だといいと思った）
シャッターが閉まったままの店が目立ち、とてもさみしい風景です。人が集まるような店
ができると良いです。
もっと店を増やして競争率を上げサービスに力を入れるべき
商店街で買いたい物がない。駐車場がない。
助成のわりには大通など客が入っていない。ただ無だにお金を使っているように思う。そ
の分他に税金を使用してほしい。
シャッターの閉めている所が多くて商店街のにぎわいがない！！
町内に１０～２０店程の直売店があっても良いと思うが
商店街の活気は全く感じられません。年々閉店していく所が多くなってるのではないで
しょうか。
事業化のアピール度が低いと思う
もっと町が助成し、街として住民などが買い物しやすくしてほしい
補助したところで何が変わるのか分からない
町の元気のため
個人の商店（事業主）に税金を使う必要はない。全く不要
使わない建物は、助成金を出して壊してください。
商店街の人が一生懸命やるべき。
何か町の中がさみしい感じがする。
商店街の事業者自身の努力が目に見えない。助成を受けているという気持ちがあるのだろ
うか。
商店街のことに力を入れる様に思います。外にも少し目を向けてほしいです。
食料品以外はあまり地元では買い物しません。魅力を感じないです。
商店等事業主のやる気が見えるようにする。意識改革を促す施策の必要性。
シティ、コープ、コンビニで、一応生活できていますが、学田団地方面の人々は、きのど
くに思えます。お年寄りが多いのに、お店がなくて不便です。
遠軽町の駅前を中心とした、国道の古いシャッターの閉まった店が多すぎる。あれでは、
町外から来た人の印象が悪すぎる。町が、こわす金を助成するなり買い取るなりして、早
急に整備するべき！
商店街で飲み屋に行くときに、飲まないでドライバーをやる人が、どこの事業所の人でも
遠信の駐車場に止めたりしていますが、ふぁーらいとの所も開放してもいいと思います。
それか、ふぁーらいとつぶして駐車場でもいいし、有益な使い方をしてみてはどうです
か？地方からやってきている人は、どこに止めればいいか聞いてきます。無料で使えると
ころがあるとよい。
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質問

４

商店街助成事業

番号
満足や不満の理由、その他ご意見
34 補助しても、だんだん商店街はさびれてきている。別の活性化の方法を探る必要がある
35 共同浴場を再建してほしい。（遠軽町内に一軒もないため）
特に商店街の小売業の関係の方々へ申し上げたい。お客が来店するのを待っているムード
36 で、お客が行きたくなるような小売業独特の工夫がほとんどみられません。やっているの
でしょうか。私たちの目には見えません。
どうしても北見や札幌に行って洋服を買ってしまいます。お祭りの時などに岩見通に出か
37
けるくらいですね。
38 独占的な飲食業に思える接客態度が見られ、不満に思います。
商店街助成は行っていいと思いますが、それに対して商店それぞれが、盛り上げるために
39
どんな努力をしているのかが見えない。
40 過疎化や高齢化が進んでいるので、そこまでお金をかけなくてもいいと思う。
41 ホール完成を基軸に、再開発をうまく進めてください。
みなさんのご苦労に甘えて、私たちは良い生活をさせていただいていることを、ありがた
42
く思います。
あまり身近に感じられませんが、商店街ににぎわいがあることは大事だと思うので、もう
43
少し効果を感じられるとよいと思います。
44 官民一体となった街づくりの実施
良かれと思って岩見通は一方通行になり、ますます商店が閉鎖になってしまった。以前の
45
様に両方行きかう方が良いのではないか？今更ですが・・
色々なフランチャイズ店を町に入れて町をにぎわいに。日曜日に町外に出ない様空き店舗
46
にどんどん店を入れて。（安く）
47 町の中心部では必要かもしれません
真偽のほどはさだかではないが、役場の集まりを地元の店でなくチェーン店を使っている
48
と聞いたが、いかがなものでしょうか。
49 町外にも目を向けて下さい
品数、値段、便利さ等、どうしても大型店に行ってしまいがちです。店側も惣菜は一番と
50
か高齢者が多いので配達面等のサービスが必要。
個々の事業主での考え方が有るとは思うが、個性が見えない事、各企業間のコラボ等、商
51
工会議所も直接的に参加すべきと思う。言葉や会議だけが先行し、行動が無と感じる。
52 買いたい物（子供のもの）が買えない。
53 業種（対象業種）枠をもう少し広げてはどうか。
今は、商店街賑わいといった時代ではない。昔みたいに車も少なく、鉄道とバスが多く利
54 用したので一点に集中したが、今はマイカーの時代で、何を買うにしても車を、マイカー
を利用するので、駐車のことを考えるべき。
55 商店街自体努力が足りない。どの会社でも補助するのか。
56 特産品（ワイン等）。
57 飲食店等のイベントを増やすと良い。
58 そうは言ってもシャッターを閉めている店が多いのも事実。
59 商店街が賑わっているとは感じない。
60 取り組みはとても良いと思うが、まちの中心のシャッターの閉じた店や老朽がさみしい。
61 時代を感じすぎる。観光客もそう思うと思う。
62 バイキング出来るお惣菜屋さんがあるといいなと思います。
休日に外食しようと思うが、種類が少なく、しまっていることがあったりで北見などに
63 行ってしまいがち。少しでも店が増えて、若い世代が行きやすい環境になればいいなと思
います。
64 シャッターのおりている店が年々増えている印象を受けます
商店街に町民や人が行ってもらうには重要なことではあると思う。何に重要性、需要性が
65
あるのかを把握して、若い層に来てもらえるようにする必要があると思う。
町に活気がなくなり、若者がますます都会へ行ってしまうのは困るので、とても良い取組
66
だと思います。
67 商店街を活性化させる為になるのか疑問です。商売なので自力で良くしてほしい
商店街のにぎわいといった点で、現在、空き店舗が多く見られるので、普通より下の評価
68 にしました。街なかは街路灯や歩道など整備されているのに、本当にもったいないなぁと
思います。また、今は車社会なので、もっと駐車場があればとも感じます。
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質問
番号
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
107
108
109
110
111
112
113

４

商店街助成事業

満足や不満の理由、その他ご意見
商店街に空き店舗が多い
年々商店街がさみしくなってくる。別の形でも補助を考えては？
何もにぎわっていないと思う。商店街は死んでいる。
商店街のにぎわい感があまりない。
私達は７０才も過ぎると夜はあまり飲食店を利用しないため
実際見る限りでは空き店舗が多く、それほど以前と変わらないと思う。
助成を当てにせず、商店街ももっと自分たちで努力も必要。
高規格道路が瀬戸瀬まで延伸します。もっと遠軽町に来てもらえるような取り組みを積極
的に行うべきです。
助成事業の補助金額を増額してはどうか。
商店街助成金が、町中に人を呼び込めるような、気楽に寄れるようなオープンなたまり場
的なものが、商店街の中にいっぱいあるといいと思う。
頑張る人を助けてやってください。
商店街振興会に一般消費者の参加はあるのでしょうか？
また地域振興券をやってほしい。
商店街がさびれてしまうと若い人が地域に定着せずに都市に出てしまうので力を入れて欲
しい。
大通商店街のシャッター街を考えるのが望ましい
もう少し活性化するようにしていくこと
遠軽町の場合、とくに商店経営者の熱意が不足しているように見受ける
シャッターのおりている店が年々増えているように感じ、さみしく思います
商店街の活気は何年たってもなかなか見えてきません。ちょっと立ち寄ってお茶を飲んだ
り、おしゃべり出来る場所があるといいなと、いつもみんなで話し合っておりますが、自
分たちだけではどうにもなりません。活気がほしいです
何に使用しているのか分からない
ある程度は必要だと思います。
予算を多く計上しても、商店街でやる気がないとダメ。
補助も必要だと思いますが、各店舗の取り組み方、実績を見て配分、有効に使ってほし
い。
地方の商店から1度の買い物したら、温泉の無料券を渡すようにしたら。
まちの活性化には必要。
ゆうあい通りの活性化。連携して事業を行えないか（共通の食事券など）。
明るい町であってほしい。
少し暗いとこある。
補助することによって、目的に対してどれだけ効果があがっているのか疑問。
シャッター街が多すぎる。これを先にすべきである。
満足する品、欲しい品がない。
補助をしている割に成果が出ていない様な気がする。
どこに使われているのかがわかりづらい。
空き店舗が多く、効果の程が解らない。良いアイデア等、考えられると良いのですが。
空店舗がかなり目立ち、街の印象に悪影響を与えている。空店舗活用のビジョンが必要と
思われる。
「シャッター街」を利活用できないでしょうか。
商店街周辺を利用しやすいよう、中心部の駐車場の確保をおこなってほしい。
にぎわいのある商店街になるなら良いのでは！
買い物に行くのに冬は往復2,260円かかります。牛乳を買いに行くときもタクシーで行か
ないといけないので困ります。何とかして下さい。
商店などは、個人のものであり、税金をあまり使うのはいかがか。
町内に何か特化したものがあり、それに対して人が集まり、集まった者に対して商売す
る。自然発生的に商店街が形成されるのでは…。
シャッター街はさみしいので、商店街が賑わうといいですね。
町の発展に大切だと思います。
気軽に外食できる店が少ない。また、中心部には駐車場も少なく外出しにくい。
賑わっていない。
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質問
番号
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152

４

商店街助成事業

満足や不満の理由、その他ご意見
シャッター街にならないように企業主の努力もさることながら、町民としても何かできる
ものを考えなくてはと思います。助成される側も、予算計上の意味を再考されては？
商店に魅力を感じない。各店の努力か？
商店街で買物することがなくなってきています。ＰＲを積極的に行ってほしい
店舗の数の維持は必要
町内の商店が少なくなっており残念に思います。後継者問題等もあり抜本的な解決は難し
いかもしれませんが、町の発展のため施策は続けてほしいです
個人商店が長く続けられる街がいいなと思います
犯罪を防ぐ意味と商店街の活性化のため、ぜひ実施してほしい。
街路灯は必要だが、新築、改築等は、個人の財産。私たちが家を建て生活するのと同じ。
イルミネーションがきれいでした。
小売り、飲食、サービスに本当に必要なことは、設備投資、振興に対する補助ではない。
商店主、事業主が欲しているのはなにか。顧客を増やすための人材教育と情報提供です。
あまり町が活性化しているように見えない。
本当に効果があるのか不明。もっと、アイディアを工夫したほうが良い。
老若男女みんなが利用できるお店がほしい。
シャッター商店街と言われる世の中、遠軽もだいぶんシャッターが下ろされています。町
を明るく、活気ある町にすることには、どんどん予算をつけてにぎやかな商店街になって
ほしい。
小売店がなくなっていることのさみしさ、不便さ。
まちの活気度のバロメーターとなる街中に空洞が目立つ。今後の方向付けは？
もっと遊べる施設があった方が良いと思います。（ネットカフェ etc…）
魅力がない！！
年をとると明るい方が良いです。
まちの賑わいは大事。もっともっと、活気づくといいなと思う。
閉店し、シャッターが閉まったままの店、古く廃屋の建物は、街を暗いイメージにしま
す。整備、たてこわしには高額な費用がかかると思いますが、計画的にすすめる必要が有
ると思います
商店街の活力は町の原動力にもつながると思う。もう少しシャッターの無い街であってほ
しい
振興会等に街路灯の電気料補助をしていただき有難いことです。
特にないです。
ほぼシャッター街に必要ないのでは？
遠軽では、用が足りず近隣市内に行ってしまう…
商店街そのものが経営危機に陥っております。商店街振興策について根本的に考えなけれ
ばならないと思います。
毎年の人口減で、経済規模が年々減少し、通販が台頭し…難しい問題です。
もう少し、予算を増やしても良いと思う。町のにぎわいは、商店街からだと思う。
1.貸付等の方法…大型店舗で共同入店方法 2.（東店-西店-南-北店-中央店）循環バスで
結ぶ主要物件を…
補助することで自分の町のお店を利用して、繁盛しますし、看板等で店全体を明るくして
もらうと買物をする私達も楽しくなり、立ち寄ろうかナと気持を前向きにしてくれるか
ら、お店に対する援助も大切な事だと思います。
商店街が必要か？誰の為の商店街か？
閉店する飲食店が多いと思います
町内のガレージが閉まっている数が多く（店）さみしい気がします
大型店にお客さんを取られてしまうのは解るが、やはり商店側も目新しい集客の方法を考
えるべきです
新築・改修等に対する補助は良い。ただ廃業した店舗等で費用がなく取り壊す事もできな
く、廃屋となっている建物の取り壊し費用も助成してもらえると、整備が進むと思います
結果としてそれが生かされているか、町民にみえてこない←役場というより利用する事業
所の問題？
駐車場が少ない。２１時以降の居酒屋以外の飲食店が少ない
事業制度がある事を認識していなかった。（街全体の照明をもっと明るくする事）
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質問

４

商店街助成事業

番号
満足や不満の理由、その他ご意見
153 偏った税金の使い方と思う。
商店街に活気・にぎわいが無い。品数が少なく接客態度が良くない。購買人のテンション
154
が下がって再度行く気がしない。気持ち良くお店へ行ける商店街の工夫が必要。
商店というのは個人経営であっても、その地区の住民の生活に必要な物資や役務を提供し
てくれ、住民同士の交流の場でもあります。そうした公的機能を町全体で支えて行く事は
155
大切な事です。但し、商店街から喜びや感謝の声が聞こえて来ないのは、助成が足りない
のか、助成が活かされていないか、商店街が感謝知らずなのか？？？
シャッターのおりているのが本当に大変なことです。社会全体ですけど若者が残れる町作
156
りにとりくんで行きたいものです。心配です。
商店街の補助も必要だと思うが、第１に当該商店街の人が、協力をして活性化のために自
157
分たちがどのように活動することのほうが先。補助をしていても成果がみられない。
158 意欲がある人（意志が固く）いれば重要
商店街ににぎわいなどありません。夜は早くからシャッターがおりてます。夜歩いている
159
人も見かけません。
160 町よりも、商店街の人たちがもっと努力すべき。
大通に植えられる花、草をとる、花がらをとる、自分の家の前くらいとってくれたら、い
161 つまでもきれいに咲いているのではと、いつも思う。自治会で決めてとるようにして
は！！
162 まちの活性化には良いと思います。
コープやシティにはお客さんがそれなりに入るが、昔ながらの小さな店がなくなっている
163 気がする。それが少しさみしい気がする。商品の価格、大きなお店も、小さなお店も、消
費者も、もっとうまく流れる方法はないのか。
岩見通がライトアップされてきれいな時があります。素敵です。あれは、福祉センターが
164
やっているのかな？
165 予算があれば必要だと思います
166 空店舗の活用（展示場・情報発信の場等）
167 商店街だけが補助ですか？
またプレミアム商品券を発売してほしい。発売になった年は、かなり町内で買い物をし
168
た。
家族でゆっくり食事ができるファミレスみたいなところがあればと思います。ふぁーらい
169
とがなくなって残念です。
170 冬期に国道沿いの商店街が支払う排雪費用を一部負担してあげたら良いですね。
商店街助成事業も良いのですが、現状は買物は、町外に行く人が多いと思います。遠軽の
171
商店は、ほしい物は買えないので、つい町外に行く人が多いと思います。
172 大通の中心街がシャッター店のならぶ事は住民として悲しい事です。
娯楽施設がカラオケくらいしかないのは物足りないので、もっと増やしていただきたいで
173
す。
174 結果が必要。あまり効果を感じられない。
175 魅力ある店がない。
なかなか街中を通らないのでよくわからない。月曜はたまに通るが、人が歩いていない、
176
店が開いていないなど…。いろいろ大変な課題がありそう。
新たな事業者が入りやすくし、新たな魅力ある店が増えるように使ってほしいです。（例
スターバックスコーヒーやイオンモールを誘致し、その中に町の店も入り、共存共栄して
177
いくなど）。電力の地産地消などに使ってほしいです。（地元産の電気を使えば、雇用も
生まれ、お金もループする）
178 商店街振興会への電気料補助よりも、前段部をもっと厚くするべき
シャッターの下りた商店が多くあり、空き地が多いです。買い物が大規模のスーパーやコ
179
ンビニに集中しています。特色ある店作りに、よいほうほうがあれば良いと思います。
180 商店街の活性化が必要ではないかと思います
181 必要性が感じられない
182 申し訳ないが大型店の利用度が高いので、もっと利用しなければと思います
身近な小売店がだんだん少なくなり、買い物も大変です。郊外より町内に人が集まること
183 を考えてほしい。岩見通など、せっかく広げた歩道も意味がありません。もう少し町の中
をにぎやかにしてほしい。

29

質問

４

商店街助成事業

番号
満足や不満の理由、その他ご意見
184 さらににぎわせて活性化させてほしい
シャッターが下りている所が多く、見ていてさみしい気がします。飲食店、雑貨店などが
185
充実してほしいと思います。
空き家、空き店舗が増えてきているので、もっと飲食店の場所を充実させたりした方が良
186
いと思う
どんどん店が閉じられていってます。大型店にない良さがあるのですから、商店、消費
187
者、行政が話し合ってあきらめないでほしい
空き店舗が目立ちます。子ども服を買えるお店が少ない。町内で皆が買い物する様に魅力
188
的な街作りをお願いしたい
遠軽町で超大型ビルをたてて、町がデベロッパーで飲食サービスをする。さびれすぎ。今
189
まで何をしてきたか。２０年、３０年先の町がみえない。
生田原地域、白滝地域は合併以降、小売店業の衰退が激しく、そもそも「商店街」とはど
190
こを指しているのか、はなはだ疑問に思うところ。
191 飲食店、駐車場が少ないので北見に行きます
192 どんどんお店がなくなって淋しいですね。これ以上減らないように頑張ってほしいね。
細やかな改修等を何度も行うのではなく、一新して、キレイで近寄りやすい商店街にして
193
ほしい。どこにお金をかけているのか分かりにくい。
194 もっと飲食店を増やして、にぎわいのある町づくりを取り組んでほしい。
195 あまり実感するものがない。
196 商店がない
197 やはり商店街にはかっきがなく、買い物もほとんどしないのが現状です。
198 町の中に店屋さんないです。
199 小売業者等の努力も必要
200 商店がコンビニのみの地域にはどうするか、それに替る地域の団体等に助成するのも方法
中心部ではなく、街中に出て買い物をするのが難しい高齢者が住む場所にあるお店に使っ
201
ていただきたいです。
食料品が売っている店がセイコーマートとJAしかありませんので、留辺蘂や遠軽に行って
202
います。
203 商店街の存在しない地域に住む者にとっては助成事業の実体が見えてこない。
品物や品数、値段等を考えると、やはり遠軽まで行ってしまう。これから遠軽まで車で行
204
けなくなったら利用したい。
205 商店街を少しはなれるともう暗い。
206 実際にぎわってないから必要ないのでは？内容をもっと明確にして予算使用するべき
207 個人的に利用することが少ない。丸瀬布では、その商店街が衰退してきていると思う
現在商店街より別地区に住んでいるので…。でも色々と知らない人、他より旅行等で来町
208
する人も見られるので、現状のまま。大変そうですが
209 「店主」の努力が見えない。バイトの教育が弱い。
物が少なく値段が高い。わざわざ遠軽迄バスにのって買い物もできない（足・腰が悪
210
く）。持って帰れない。病院に行くのでやっとだ。
211 商店街の方々は、町から助成が出ているという意識があるのでしょうか。
212 街路灯はかなり明るいですが、お客さんは増えたのでしょうか？
213 旧遠軽町のことであって、その他の３町は、商店街が機能していないように思われる。
214 歩いては行けない。
215 商店等の活気がないと、町が寂れて見えてしまうために、良い取り組みである。
地域の販売力の問題であるが、小売店での集客力が低い。シャッターの降りた店が並ぶ
216
と、町の活力が感じられない。
217 高齢者も増えるので高齢者も行きやすい商店街にしてほしいです。
白滝は小売業がなく、他の地域に対して生活が不便である。補助を出しているのも知りま
218
せんでした。
219 特に実感ない
220 白滝地域には食品全般を売るお店がありません
221 商店街が持つべきと思います。
ごく一部のお店、団体への助成事業なのでは？住民に還元されているようには思えませ
222
ん。
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質問

４

商店街助成事業

番号
満足や不満の理由、その他ご意見
223 商店が無くなり大変不便をしている
お店が必要なのにない。高齢者の交通、生活不便の解消が大切。皆の要求で皆で運営する
224
お店。中心が良くなって端がさびれて住めなくなる。
225 空き店舗が多すぎて、活気は全く見られない。
226 物が高い
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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

５

地域イベント事業

満足や不満の理由、その他ご意見
まだまだ知名度が低い気がする。
イベントがあって盛り上げることは大切。
マンネリ化しているのではないでしょうか？
イベントがマンネリ化しているのでやめたら良いと思う。
関係者の皆さんの懸命さは心が痛むほどの頑張りよう、頭が下がります。イベントにも参
加、どこがどうしての問題も町民は協力して、人任せの遠軽町民にメスですね。
太陽の丘のコスモスが町花として相応しいか？
頑張ってほしい！！
地域の魅力はたっぷりあるまちだと思いますが、イベントのターゲットを少し絞った方
が、ぼやけたイベントにならないと思います。「食（お土産になるような軽食）」「ワー
クショップ（やりたいと思えるもの）」「ショー的、観るもの」の３点が大切だと思いま
す。
ご当地ゆるキャラ、本当に要りません。税金のムダです。ゆるキャラにお金をかけた以上
に、お金は生まれているのでしょうか？集客装置にはなると思いますが、喜んでいるの
は、子供たちと、これを考えた人たちだけです。まちづくりをする上で貴重な２０～３０
代の人たちにとっては、何一つ魅力を感じていないと思います。そして、自治体主催で
は、創造性のあるイベントは、難しいと思います。アイディアを持っている若い世代や子
育て中のママさんたちに目を向けてみてください。自治体はバックアップ役をお願いしま
す。
観光の町というイメージがあまりない
太陽の丘のコスモスが年々土の栄養がないのかキレイに咲いてなく、ちょっとガッカリ。
１年目が１番きれいでした。
子供も参加できるものも多く満足
宿泊施設が少ない
他へのアピールが少ない。町民として参加しにくい。
道の駅を中心とした商店（食堂含む）、娯楽施設を計画されたい
地域イベントにはあまり魅力を感じたことがありません
町外の人を考えるのではなく、先ずは町民が参加（見学）に行ける態勢を考える必要性が
有ると思う！
毎年同じイベントでも１つは新しいものを取り入れて少しでも楽しみのもてる人のあつま
るものを何か取りくんでは？
コスモスがしょぼい。町としてギネスに挑戦してほしい（何かで）
イベントにはよく参加するが、応対するボランティアの人が無愛想だったり、子供に対し
て優しくないと感じる事が多い。ボランティアの人だけで楽しんでるのでは？
イベント費用って、どのように使われているか全く不明である。芸能人を呼んでくるのに
何十万、何百万のお金を使っているのでは？
太陽の丘は山なので行くのが大変
マンネリ化したまつりごとは不要。
人口が少ないので大変だと思います。
ＰＲ不足。
コスモス園はその年の気候に左右されやすく管理大変だと思います。ボランティアで草取
りなど、町民参加は素晴らしいです。
太陽の丘へ行くバスを増やす。
太陽の丘コスモスは地域に根差した催しとは思えない。この予算を丸瀬布公園の充実に回
したらよい。
ロックバレーと道の駅の活用を考えて。
冬まつりが無くなってからだいぶ経ちますが、せめて夏まつりだけは残して盛大にやって
ほしい。
満足はしているが、もう少し人を集めるイベントの工夫をしたらどうか？
もっと遠軽をアピールできるものはないのでしょうか。
「地域おこし協力隊」とかありますが、なぜ、町外の人を優遇して、変なイベントをする
のですか？「地域おこし協力隊」必要ですか？地元の良さ・・・とか、部外者の人にしゃ
しゃり出てほしくない。役場の人が率先してするのはダメですか？
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質問
番号
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
63
64

５

地域イベント事業

満足や不満の理由、その他ご意見
太陽の丘の看板がわかりづらい。なぜ、生田原・白滝・丸瀬布それぞれでお祭りをやるの
か？１つか２つにして、もっと大きくやったらいい。１つ１つの祭りが古くさい！！ほか
の祭りを見たらいいと思う。
普段の娯楽があまりないので、お祭りがすごく楽しみ。お金をかけて楽しみたい。
観光地づくりはいいけど、いらない施設を作って退職する老害職員は使わなくていい。下
の世代からして迷惑以外の何でもない。優秀な経営コンサルタントなどをつけてやるべ
き。ビジネスのやり方も知らない役場の人に、思いつきでやらせる時点で、そもそも間違
えていると気付いてほしい。
この手のイベントで、本当に「遠軽ファン」が増えているのか？統計的な検証も必要。誰
をターゲットにしたイベントか判然としない面も。より一層、道外からの観光客誘致に積
極的になってもいいのでは？
地域の地元の人が主で、遠くからの客をなかなか呼びこめない
観光やイベント等の評価は、町内の人より町外の人の方が客観的に評価してくれるもので
す。（そんな機会を何とかつかまえてみては）コスモスは、いつも思うのですが、柄の方
が大きくなりすぎて花の方に効果が少ないように思えてなりません。宣伝用写真では、と
ても色あざやかにみえますが、直接見にいくと緑が多すぎで（柄が大きく太い）、花が点
のようにしかみられません。どうしてか？窒素堆肥のせいか！
やっつけイベントに感じる。少し工夫が必要かも。
太陽の丘への案内板をもっとりっぱにして増やしてほしい。引っ越してきた時、行き方が
わからなかった。
各イベント、目玉になるものを、もっと絞り込んで考えた方が良いと思う。
コスモスフェスタのあり方がよくわからない
太陽の丘はいつも整備されていますが、利用する魅力に欠けています。ただ広いだけでは
利用しません。アスレチックを作るとか…。コスモスフェスタは音楽祭など行ってはどう
でしょう。
地域住民が優先で参加できるような配慮がほしい。
遠軽の特産物を何か作り、さらに盛り上げてほしい。それぞれのイベントに行っても、お
土産として買って帰るものがない。
イベント等、特に魅力を感じないため。
観光地としての知名度は低いと思います。今年「ヤマベまつり」に行きましたが、もう一
工夫必要と思います。
老人は動けないもので、遠目で見させていただいています。
「遠軽ファン」を増やすためのアピールが足りていないと思います。
いろいろなイベントが開催されてにぎやかになることは、良いことだと思います。
白滝、丸瀬布、遠軽、生田原を縦走するようなマラソン大会。２日にわたって１日目往
路、２日目復路のようにすると、泊り型のイベントになるのではないか。
町民からのイベントの提案制度の構築など
観光地をめざしているわりには、遠軽町がゆかりのガンダムや「アンフェア」のロケ地に
なった丸瀬布役場や、秘境駅だった上白滝駅がなくなったり、特色を生かしきれてないと
ころが非常に残念であります。
一部の人の祭りイベントに感じる。
町の目玉となる観光や物産はあった方がいいと思いますが、それがコスモスやヤマベで良
いのかどうか何ともいえません
あまり参加したいと思わない。イベントをよく知らない。
大いにもり上がると思う
コスモスだけでは雨風の影響を受けやすく気候に左右されやすいので、もう少し丈夫な花
を増やしても良いと思う。駐車場に植えてる百日草の方が色とりどりできれいなので。
助成によって得られている観光地づくりの効果が不明な点。年々その効果が上昇している
のか？内容が良いのか不足部分のさらなる助成が必要かを考えるべき。
コスモスはいさぎよくやめたほうがいいと思う
イベントの助成はいいと思いますが、ちょっとやっているイベントに目玉の部分がない様
に感じます。
地域イベント事業については賛成だが、そのイベントで、地域の魅力を生かしていない。
コスモスの場合、あまりにも多くのボランティアに片寄りすぎ、負担が大きすぎる。
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質問
番号
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

５

地域イベント事業

満足や不満の理由、その他ご意見
イベントとしてはいいと思いますが、内容的に人を呼び込むには乏しい内容もあると思
う。
遠軽には、そもそも人の呼べる名産や名所がないと思う。丸瀬布のように、人を呼べる場
所、遊べる場所を作ってほしい。
観光はありますが、期間が短く、また、太陽の丘の駐車場の整備は、車を駐車するスペー
スは、観光客を呼ぶには限度がある。まちの中に呼ぶ工夫が必要である。
1年をとおしてできることがいいと思う。
コスモスにこだわりすぎる気がする。もっと、町全体をPRする方法を考えるべきでは。
「太陽の丘コスモスフェスタイベント」ＰＲしているわりには、まともに咲いたの見たこ
とない
夏はよく友達と利用したけれど、コスモスの太陽の丘に関しては、あまり私達も地方から
来た人も魅力を感じません。別の花にした方が良いと思います。
引き続き実施していただきたい（ＣＭ等）
自分は参加していないのでわからないが、みんなが楽しめることはいいと思う。まちもに
ぎやかになるのかな？
なぜ、ヒマワリじゃないのか。
コスモスフェスタは子どもも大人も行ってみようという気持ちになるし楽しい。こういっ
たお祭りは必要だろうと感じます。
インパクトがないと思います。もう少し若い人の意見を聞いてみたらどうかなー
春の花、木、秋の紅葉など
親子で楽しめるイベントがあるのはとてもうれしいです。これからも継続していってほし
いです
コスモスフェスタでのコスモスの開花が不足。演出、宣伝不足、何もかも中途半端！！
イベント日は町に人がたくさん集まり、町外、道内からも来ているみたいなので良い事だ
と思う。年々同じことをするのではなく、毎年工夫をし、毎年行ってもあきないようにす
ることが大切だと思う。
昔から町をあげてのイベントが少ないと感じていました。コスモス、また合併後他の町も
含め良くなったと思います。
地域のアピールするためには、いいことだと思います。
各種イベントなど開催して、多くの「遠軽ファン」をつくる努力をすることが、地域がう
るおう観光地づくりの1歩だと思います。が、今の時点では、地元の人が大多数で、ほか
からの集客力があるかとなると、まだまだ、これからのような気がします。これからの継
続的な努力で、ほかからの集客力も伸びることを期待しています。
イベントの時にだけ人が集まるが、その他にも人を集める方法を考える必要が有る
コスモスだけでなく「花の丘」公園
コスモスの花はあまり見た目も良くない。外の花に替える検討を。
もっと旧３町が１体となった方が良いと思う。バス等を出す等
のど自慢もそうでしたが、オーケストラ等を呼べる場所がない
もう少し費用を助成して、遠軽町のイベントをアピールしてはどうでしょうか？
子供がよろこぶので
町外から人を集められている感じがしない。
いこいの森の復旧に力を入れてもらいたい。頑張ってほしい。ロックバレースキー場の充
実を図ってほしい。
遠軽のことを他町村に知ってもらうためにも必要だと思うが、これと言ってインパクトが
薄い気がする。
天候に左右されないイベントも必要。
何年かに一度の大雨で、コスモス園が被害を受けている。もう少し、大雨対策に力を入れ
てほしい。
地域イベントを集約化し、人的、物的資源を集中投入してはどうか。
太陽の丘コスモス園にお金を使っても、町民に何も良いことがない。年寄りには遠く、歩
いても車でも行かない。町の橋の上から眺めることもできない。ムダなお金使ってほしく
ない。もっと考えて！！
コスモスも行けない人がたくさん。車でみんなで出かけるけれど、町民が行けないと残念
かな。
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質問

５

地域イベント事業

番号
満足や不満の理由、その他ご意見
99 観光地としてのイベントは一過性が高いので…。
100 色々なイベントがあるのが楽しみです。
イベントの時に、地方ナンバーの車が来ているので、えんがるをもっとピーアールした方
101
が良いのでは。
行ったことがないのでよく知らないけど、地元民も行きたくなるようなイベントになれば
102
いいと思う。
太陽の丘コスモスフェスタイベントですが、太陽の丘の看板のある所、町から見る所から
103
花を植えたらと思う
104 特定の人の参加に終わっているような気がする
105 毎年多くの町民が参加し盛り上がっていてとても良いと思います
106 若い人でも楽しめるイベントを増やしてほしい
まずは町民が楽しめる商店作りが先のような気がします。楽しくユニークな商店街があれ
107
ば、町民が集まれば、外からも人が入ってくるような気がします
アンジくんのふるさとまつり？遠軽に住んでいても聞いたこともない。町民に知ってもら
108
うのが先ではない？
昨年はハローウィンイベントなどがあり、行けませんでしたが、楽しそうでした。とても
109
良いと思います
110 太陽の丘等でイルミネーション
111 マンネリ化している
太陽の丘、他より来た時、場所がわかりにくい。湧別町の国道よりチューリップがすぐ見
112
れる。
113 コスモスフェスタのイベント（２０１６）とてもよかった
114 人口減少でイベント不可能と思われる。魅力イベントなし。
115 コスモスフェスタイベントに行きますけど、雨などにぶつかり、いつも困っています。
116 歩いていけない。
117 あまり魅力を感じません。
コスモスフェスタのコスモスの種は、毎年種まきをするのはどうしてかと、始まった当初
より思っていました。庭先や道端に咲いたコスモスの方が、色がはっきりとしています。
118
地盤もしっかりしていて、秋の刈り取りは、種が落ちてから、春に刈り取ったらいいと
思っています。
イベントを企画し地域発展の助成は大切なこと。もっと、自治会単位などの参加イベント
119
を企画したら、参加率が良くなるのではないかと思います。
120 イベント楽しませてもらっています。遠軽をアピールしてください。
コスモスのイベントのほかに、バラ園をつくって、上湧別のチューリップのお客さんを引
121
き寄せるようにすべきだ。
122 イベントでも、魅力のあるイベントの内容の充実が必要（企画）。
123 有効に感じます。
124 もっと魅力のあるイベントを。ふるさと納税にかかわるような魅力のあるまちに。
125 事業内容がマンネリ化していないか。入場者が減ってきているのでは。
山の上でなく、チューリップ園のように国道沿いでイベントができるように工夫すべき。
126
老人が行きやすいように。
127 住民が積極的に協力・参加する施策が感じられない。
白滝はこれから伸びると思うが、遠軽はもっと魅力的な何かがあると思う。何をやっても
128 中途半端なようで、花もコスモスではチョット！思いつきですが、コキアは色が4種に変
化し、広い地には圧巻かと…。
企画が地味だと思うし、短期のイベントばかりなので、助成をするのは良いが、魅力があ
129
るとは思えない。
130 コスモスは秋の花です。冬の長い北海道は春を待っていると私は思います。
マンネリ化やコスモスの開花具合（気候は影響するでしょうが）年々落ちているようで集
131
客には寂しい。
132 太陽の丘も１回行けば毎年はいかない
上記のイベントの他に白滝のジャガリンピック等を盛り上げる施策を考えてほしいです。
133 例えば企業を巻き込んで出品者を募るなどしてはどうでしょう。又、ジャガリンピックは
冬場で女性が行くには辛いのでバスを出すとかにはならないでしょうか。
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質問
番号
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169

５

地域イベント事業

満足や不満の理由、その他ご意見
よくわからないのでもっと全体にわかりやすくした方が良い
コスモスウェディングなど、途中でやめてしまうものばかりの気がします。
やや重要としたが、助成費用が多すぎるのでは！
お客さんが来た時に案内していますが、皆素晴らしいと言って喜ばれています。
集客へのアピールや手段をもっと今どきの物（ＳＮＳ）を活用する工夫が必要では？太陽
の丘公園を含め、宝の持ち腐れがとても気になる！
イベントに参加はしたいけど、行く足（車など）がなければ行く事が出来ないと思う。交
通の不便さを感じます
コスモスフェスタは年々観光客が減ってきているので、全体的に見直すべきでは？
遠軽の良さをもっとアピールするべき。遠軽の特産品など。
コスモスがいつも美しく咲いてくれるといいです。
効果が上がっていない。
Only one 的な事業を模索すべし。成功せば、人は集まり、町充実す。
桜から紅葉、雪景色と、遠軽の自然はきれいで満足しているのですが、コスモスの花は、
皆さんの努力は伝わるのですが、一面ピンク色の最初の年の風景が素晴らしかったので、
その後は残念。
太陽の丘コスモスですが、秋は台風などで花がたおれたりしていることが多いので、安心
していれるものの方が良いと思います。
コスモスフェスタ～なんか物足りない。
今後の見通しが厳しそう。
コスモスでは、台風の影響が多すぎではないですか？
有効性は感じています。町民の参画意識の向上を検討されて、今ある事業の内容充実をし
てほしい。
コスモスフェスタイベントについて、気候、天候に左右されるイベント。観光客も減少し
ていると聞きます。（マンネリ化）再考してください。
地域活性化の為には町が積極的にイベント事業に取り組み、集客方法を考えて行く事が必
要だと思います
少しマンネリ化してきたと思う（見慣れてきたといった方が良いのか）。太陽の丘では食
べ物を提供する店を増やした方が良いと思う。
町外から人を町に来てもらう事が、質問１の空港利用にもつながると思うけど、イベン
ト、まつりに人が来てくれているのか不明。お金をかけて効果は見られるのかわからな
い。
ご当地検定等の有資格者の人材を活かしたい
イベントがある時に行って見るのですが、あまり人が出ていないと思います
マンネリ化をどうにかしてほしい
グルメイベントは人が集まります。以前、端野で行われた道内のＢ１グランプリは沢山の
人がおり混雑してました。遠軽でもぜひやってほしいです
イベントも大事ですが、普段から人の集まれる街をめざしてほしい
イベントの実施に多額の助成をしているが、その効果があるのか疑問に思う。
まるせっぷ観光まつりをさらに充実させてほしい。
観光は連続して1年をとおして客が来ることが最も大切で、こなすだけのイベント、つな
がりのない不連続のイベントのみでは、地元の人すら楽しめません。この町の絵画的風景
と、山、川、海、平地での動的観光等自然を有効に利用した、飽きない観光、10ルートの
観光ルートを構築すべき。
イベントがバラバラで魅力がない。（千人おどり、花火大会、盆踊り）同時にできないの
か。
小規模の催しが多い。宣伝も足りず、参加者が少ないと思う。
コスモスフェスタ、クリスハートさん良かったです。また、有名な歌手が来てくれるとい
いな。ヤマベまつりも丸瀬布観光まつりにも行きました。
そもそも「ファン」を増やす必要があるのかと思う。
コスモスフェスタはあまり成果がないように感じる。ただ規模が大きいだけでは！？
早目の復旧を望みます。
もっともっといろいろなイベントをして、遠軽ファンを増やしてほしい。
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質問
番号
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

５

地域イベント事業

満足や不満の理由、その他ご意見
駅のキヨスクがなくなり、町の土産品を買って持たせることができませんでした。乗降客
の多い時間に、何か土産品を置くことができないものでしょうか。JRの施設借り上げ料の
問題もあるでしょうが、寂し限りです。
大勢の観光客を集客するほど、魅力がないので。
地域がうるおうのであれば。
イベントは、子供も楽しめるので良いと思います。もう少し、子供が遊べる（少額で）縁
日みたいなお店があると、親としても助かる。
チューリップのまねをしてコスモスを植えて何の意味が？わざわざ山の上まで足を運ぶよ
り、足を延ばしてチューリップではないでしょうか？
イベントに魅力がない
町の活性化のためにはイベントは必要。マンネリ化すると訪れたくなくなるので、新しさ
も必要。体験型は楽しいので人気はあると思う。コスモスは花の美しさと壮大さが大切。
花の時期が終わったあとの花がら摘み、土地の改良が必要
瀬戸瀬温泉を、あの素晴らしい湯を何とか活かせる方法はないのだろうか？花だんを作っ
たり、パークゴルフ場を作ったりと、人の集まる場所にならないかと常々思っています。
太陽の丘への設備、施設の方向、関連性がなく、何か良い使い方がないか考えて行けたら
いいと思う
時代にマッチした予算になっていない
イベントは町を知ってもらうには良いことですが、中には私も知らないイベントがあり町
民が知らないイベントに他の人たちがくるのか私には分かりません。
イベント事業をいろいろと町民より募集する
子どもがいるので、イベントが沢山あるのはうれしい。年々…内容が…おちぎみ…に感じ
ている。
ガンダム関連の物をもう少し前に出してみてはどうでしょう。お台場にあるガンダムを
もってこれないでしょうか？
各イベントにパークゴルフ大会を取り組んでいるので、アンジくんのイベントにもパーク
ゴルフ大会を取り組んで見てはいかがでしょうか？
自分はあまり参加したことがないのですが、身の周りの方が参加している話を耳にしま
す。楽しいイベントを開催し、多くの人々が来るので、良いと思います。
各種イベントは、当地だけの文化でもあります。広告費を倍増して、もう少し人を集めた
いものです。
瀬戸瀬温泉を何とか古くてもきれいにして下さい（そうじされてない）。町が株主である
と町史にかかれています。コスモスのようにボランティアなどできれいにする方法はあり
ませんか？
観光客はもちろん、町民にも地域の魅力を知ってもらう大切な事業である。
参加したことがない…
遠軽町は昔から観光等、中途半端のような気がする。
地域の活性化につながるコスモスフェスタや昆虫館等楽しんでいます。多くの観光客を呼
びこむために援助は大切だと思います。
昨年のコスモスフェスタは、クリスハートさんが来たのでけっこう話題になり、ＳＮＳに
も載っていたので良かったと思います。今年も、まさかこの人が遠軽に来るの！？という
歌手の方を呼んでくれるのを期待しています
もっとイベントを増やしてほしい
コスモスフェスタのウエディングがなくなったのが残念。各種町民主催のイベント等で
も、町の宣伝効果、集客が見込まれる。イベントに補助金を出したらいかがでしょうか？
音楽祭、ライブ等の支援
一時的なイベントで魅力が出るとは思わない。日常的な事があって、それらの集約がイベ
ントにつながるのでは。例えばコスモスですが、イベントの開花時期だけで、日常的にコ
スモスを使っていない
コスモスフェスタは厳望岩の上なので行くのが大変。温泉でもあったら観光客が増えるの
では？コスモスしかないので、１回見たらあまり行きたくない。
毎年やっている事をただこなしている感じがする。中途半端。
太陽の丘コスモス園にもう少しお金をかけて良くして欲しいです。
観光と物産の振興は必要と思うが、老若男女共通認識上での観光が必要
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質問

５

地域イベント事業

番号
満足や不満の理由、その他ご意見
200 イベントを開くことはとてもいいと思っていて、近所の所に行き、参加しています。
地域イベントは集客力が大事と思う。観光客を増やす事も大事だが、地元の参加者あって
201 こそのイベントだと思う。マンネリ化の傾向が強くなっているみたい。又、イベントの日
程も重ならないよう工夫すべき。
地域おこしの原点は、そこで生まれ育った人が、その地域を愛し、そこに暮らし、代々そ
202 こに住み続けること。町外の人に魅力をＰＲし、来てもらうのも良いが、何より町民にＰ
Ｒし、町に住み続けてもらうことが大切。
203 一年間の事業１つ２つふやしてつづけてほしいです。
助成も必要だとは思うが、過去の事業をみても、途中で行きづまってしまうことが多く、
204
町民・自治体の一体感が感じられない気がする。
魅力ある食の大会等を計画したらどうだろう。場所は、多くの人が行ける近い場所（積極
205
的計画が必要）
206 騒々しい。さわやかで静かなムードの散策の場でありたい
遠軽町のシンボル・がんぼう岩をもっとアピールできるイベントを考えるべき。冬の”
207
星”（イルミネーション）はとてもよかった！
コスモスは、毎年きれいに花が咲いたところを見たことがなく、残念に思っている。種物
208
屋さんだけの考えでなく、農家の人たちの話を聞いてみてはどうか。
地域としては、まだまだだと思います。遠軽町の特産物はこれ！！というおしがない。ど
209
んどん開発し、札幌のオータムフェストに出店できるくらいの知名度がほしい。
太陽の丘の活用、利用法は、もう少し考えた方が良いのでは。芝桜はとても良い。コスモ
210
スは良くない。中途半端である。
太陽の丘に子供の遊具を増やして、お客を誘致する。ローラー式の滑り台を、コスモスの
211
頂上から下まで作る。（お客が上まで登る意欲を持たせる。）
人が集まるとは、その地域の治安、町民の人柄、温もりや優しさ…つながり…そういうの
212 は、大事だと私は思っている。高齢者、障害者でも、気軽に輪に入れるイベントや作業と
かはあるのかな？！
213 もっと予算を増やしても良いように思う。
遠軽地域は観光資源が乏しく、実際にパッとしない。特に、コスモス園への費用の使い方
214
は、真剣に考えるべき。
215 たった5年で終了したコスモスウエディング。残念だ。
マンネリ化、コスモスの花や周辺整備、交通完備にかけている。リピーターがほとんどい
216
ない。
217 遠軽を知って頂くため必要なイベントだと思う
218 イベントにあまり参加したことがないのでわかりません
219 太陽の丘へのアクセスが悪い
220 楽しいイベントが多いと感じています。
昨年のクリス・ハートさんは若い人達も集まって良かったと思います。お笑い芸人さんと
221
かも来てくれるともっと盛り上がると思います。
222 町のイベントに町が費用を助成しないと成り立たないと思います。
町民が楽しく参加出来る物はとても良いと思いますが、小さい子供も参加するので、各種
223
のイベントに年齢に合わせた催しがあると良いのではないかと思います。
224 もっと町民のＰＲも必要だと思います。町民が参加出来るイベントもお願いします。
太陽の丘コスモスフェスタは、すでに集客は考えられず、早く見切りをつけた方が良い。
225
丸瀬布は頑張っていると思うし、先の災害復興が何より先決と思う。
226 外部からの集客も大切だが、町民の集客を最大にするべき。独創性が必要。
227 魅力なし。金のムダ。毎年同じようなことばかりして、まったくつまらない。
定着しているイベントとそうじゃないのが差があるのかなと思う。「コスモスフェスタ」
228 ここ何年も、がんぼう岩の上には行っていない。イベントだけに人が集まっても、その後
にまちに来てくれる工夫も必要。
さらなるアイディアで盛りあげてほしいです。年間通じて人を立ち止まらせるものを考え
229
ていく必要があります。（例 鉄道のアピール、ガンダム）
230 町としての一貫性感じない。主体性がわからない
231 イベント行事の効果がよくわからない
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質問
番号
232
233
234
235
236
237
238
239
240

241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263

５

地域イベント事業

満足や不満の理由、その他ご意見
コスモスはここ数年あまり良い状態ではありません。４月～１０月まで通して、魅力ある
場所、花、ミュージアムのような物があれば良いと思います
太陽の丘のシバザクラをもっと増やすなど、さらに観光客の呼び込みに力をいれるべきと
思います
これらのイベントを行う事で観光客が増えるんでしょうか？
開催する時季を考えたら良いと思う。（いつも台風や風などで花がだめになっている）盆
など帰省する人達に合わせ、少しでも良い期間観賞できるように工夫する
なかなか見れていないため
コスモスフェスタイベントでウェディングがあると思いますが、あのイベントは地域の活
性化にもつながると思うので、でひこれからも続けてほしいです
コスモス会場を、もっと多くの一般の方がきてほしいです（日常的に）。人をよびこむア
イディアありませんか
イベントがマンネリ化してきていると感じます
各イベントはよいのだが、太陽の丘は、このコスモスフェスタ以外、人がいる所を見た事
がない。もっと有効活用されるような設備を考えた方が良い。（人が集まるような）あ
と、地域がうるおう観光地づくりという点で、もっと湧別川を有効活用した方が良い。年
間を通じて道内各地から釣り目的で毎日多くの人々が遠軽を利用している。そして多くの
お金をおとしている。例えるならば「滝上町」の渚滑川等を参考にすると良いのでは？
問題はイベントする時以外だれもこないこと。各町村の中で年６回以上のイベント、町の
中でのイベントをたくさんする
各種地域のイベントにつながりが見えず、集客等でも各地域が協力している様子が見られ
ない。地域ごとの連携に力を入れるべきかと思う。
“ガンダム”で、まちおこしはできないものかしら？
昨年の「ヤマベまつり」（チャチャワールド前で行われた）ぐらい人が集まり、もりあ
がってできるようなイベントにできるのなら、お金をかけてもおしくない
各種イベントにもっと有名なタレントさんをオファーすれば、もっと遠軽町の魅力が出る
と思う。
お祭りは大切だと思う。
宿泊施設（セトセ温泉）とかもう少し見直すべき。観光施設があるべき。コスモスはいま
いち。
ヤマベまつりはいらない
ヤマベまつり、まとまりがない。
予算の充実が必要
町に人を呼ぶためにイベントはとても大切だと思う。イベント後も継続して遠軽に足を運
んでもらえるような取りくみにつなげていってほしい
地域イベントは重ならないこと（日程）。小さなイベントも大事にすること
コスモスフェスタは、事業費の割に事業効果が見られない。コスモスで良いのか？
お祭りは好きなので、どんどん活性化してほしいです。話題のSNSも、正しい使い方をす
れば大きな宣伝になるので、遠軽の魅力や新しい情報をたくさん発信してください。
あまり行けないけれど、観光としてはいいと思う。
高齢者が多く若者が少ないので、イベントは無理だと思う。
内容がマンネリしつつ有るように思う。一生懸命実行委員の方々は考えている様だが引き
つけるものが少ない。
中途半端なイベントをやりすぎている。職員も疲れ切り、お金もムダ。特にコスモスフェ
スタは集客力も低く、やめるべき！
いま一つ客集めに欠けている。
子供たちも大きくなり、足を運ぶことが少なくなったので。
コスモスフェアー、気候のせいもあると思いますが、違う花に変える？
コスモスが不人気。綺麗に咲いていない。コスモスは肥料を与えてはいけない植物なの
に、肥料を足してると聞いたから、もうダメだと思う。
観光など第三次産業に力を入れ、その結果遠軽町の重要さをアピールし、それで他のこと
にもお金を回せると思うけど、第一次産業が北海道全体を見ても安泰ではないと思うの
で、そっちの方も見てあげてほしい
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質問
番号
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282

５

地域イベント事業

満足や不満の理由、その他ご意見
イベントに参加しているので、沢山の人が見えるように話題はしています。以前ふるさと
資金をいただて長野県まで行かせてもらい、現在も特産物を送っていただいており、バス
で３年位前に雨宮号を見に来た方もおりました。その方々とは２８年間年賀状と特産品を
送ってもらっております
多額の割に成果が見えない。
ゲストを呼んだり、イベントが多いので、活性化しているように感じる。
マンネリで、楽しいと感じることはない。合併して一つのまちになったのに、地区単位の
イベントが続いている。いつまで続くのでしょうか？もうそろそろ、町として一つのイベ
ントにしても良いのではないでしょうか？
コスモスは何の魅力も感じない。また行ってみようとは思わない。
多くの観光客を誘致するのに大変重要。もっとたくさん助成してもいいと思う。やりたい
ことに限界が出てしまうため。
昔みたいに出店で食べ物とかを買いにくくなりました…。出店の食べ物とか安くするため
の募金があったらいいのになぁ～っと思います。
イベントも良いが、中身もいつも同じではなく、変えながらあきない工夫もしてほしい
地域イベントは重要ですが、目玉を作るのと一般の皆さんが自由に参加し楽しめるゲー
ム、競技をたくさん用意が重要と思われます。
白滝地域の祭りの名称が何年かごとに変わっていくので、定着しきれていないと思います
し、ゆるキャラは２体は必要ないです。お祭りの時、手伝いの人出が足りないのに、ゆる
キャラに更に１人とられてしまいます
過疎地域にはイベントは必要です。
イベント内容が、どの地区も毎年同じようです。
お祭りなど、外への周知も大事ですが、地元の人に楽しんでもらえるような工夫が足りな
いと思います。
世に広く知ってもらうことでありたい。
定住人口増のための策等を充実させるべきと考える。次の世代を担う子供に対する施策を
重点的に実施するように物より人間に対して投資すべきと思うが。人は世の宝との考えに
却すべきである。
本来的にはイベントは、地域の盛り上がりが第１で、遠軽ファンは副産物。地域の関心度
を計って評価に反映させて、改善するところは見直す。
コスモスフェスタが１日にまとまって、歌謡ショーのゲストもニーズに合う人になって良
かった。（今までがさみしすぎた）
あまりやりすぎ
高齢により、目的地が遠くて「コスモス」など、なかなか行きたいけれどあきらめる
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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

６

地域医療対策事業

満足や不満の理由、その他ご意見
厚生病院で出産ができる体制が再開されたことは大変ありがたい。しかし、急なケガで受
診する可能性の高い整形外科や脳神経外科が予約診療のみだったり、週１だったりするの
は不満。
先生の確保に全力をあげてほしい
小学１年生から大人と同じ３割は厳しい。小さいほど病気になりやすいので、もっと病院
に連れて行きやすくしてほしい。隣町は小学生の医療費も０割でとてもうらやましく感じ
ています。また厚生病院内しか小児科がないのも辛いです。時間外など全く対応できる医
師がいないなど不満だらけです。
産婦人科が無いと困る人はたくさんいるので、重要だとは思う。医師のレベルが低い気が
してならない。（よく、いろいろな人から話を聞くので・・・。）
遠軽厚生病院の先生は勉強不足の人が多く、長期間でも治らず、北見に行かなければなら
なくなるのです。
丸瀬布厚生病院を遠軽厚生病院に統合したら良いと思う。
関係者の方に頭が下がります。講演、フォーラム、集会等に参加、聞くたびに心が痛みま
す。遠軽町だけでなく全国的な時の流れか、時代なのか。町民のまちを愛する気持ち（ど
こへ医療を求めても、生命力は同じと）遠軽町民は遠軽を愛すべきです。
厚生病院の整形外科の医師がひどすぎるのと、オペがしてもらえず大変困る。何とかして
ほしい。ナースの質も落ちている。
病院がないと不安です。
看護系学生への支援もお願いしたい。
高齢者の宴会の場と化している要素もあり、医師の負担も大きいように感じます。医師の
確保は相当難しい問題だと思いますが、医師が働きたくなるような効果的な取り組みに期
待します。
産婦人科は再開して本当に良かったです。厚生病院が整形新患受けないことと精神科医師
（学田）の確保がどうにかならないものかと思う。遠紋地域全体として精神科医療は重要
な問題と思う（自殺者が多い）。
本当に必要な事だと思います
高齢化が進む中、安心して生活できるためには医師の確保がとても大切だと思います。
今後もずっと産婦人科医師に常にいてもらえるよう期待しています
友人が北見まで産婦人科まで行っていた時大変そうでした
厚生病院など不信感が残る。科も充実してほしい。他地域にわざわざ行くなど自分達の地
区の病院の利用が少なく思う。だから病院がさびれる。
個人の眼科病院を増やしてほしい
北見への通院は厳しい為、速やかな医師の確保を！！
唯一の総合病院である遠軽厚生が今あまり機能してないように思います。全く安定した診
療体制にもなってません。がっかりです。厚生病院がいつもメインですが、他診療所や個
人病院はかやのそとですね。遠軽町は厚生病院しか見ていませんよね！！他地域医療にも
目を向けてください。大切な税金を一部にしか使用するのではなく施設等にも！！
通常の資金の基本より上を考えてほしい
町は厚生病院にお金をあたえすぎで、お金を出すのはもっと充実した診療が必要なことに
しぼって、厚生病院も自力で医師を確保する力が必要に思う
丸瀬布厚生病院は必用か？１つでいいのでは？看護師不足は？
医療、特に救外の充実化をお願いしたい。いつも不満を感じています。
大変助かっています。
丸瀬布より遠軽だろうと思うが…。
遠軽厚生病院にもっと優秀な先生を科に１人づついたらいいと思いますネ。地方の病院に
行くのに交通の便が悪いので、よろしくお願いします。
ラジオ聞きました。町長ガンバレ。
大変だと思いますが、努力してほしいです。
産科の医者１人でも確保できて良かったと思います。今後またお医者さん来てくれると良
いですね。整形外科の先生の増員を。
診療科目によってはまだ安心できない科目もあるようなので、充実を願いたい。
地方の者にとっては地方に良い医者が来ないのは残念。その中で産婦人科医師が来てくれ
たことを喜びたい。努力を続けてください。
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番号
満足や不満の理由、その他ご意見
33 医療の発展はとても重要だと思う。
厚生病院の産科医１人では足りないと思います。里帰り出産ができるようにもっと増やし
34
てほしいです。
産婦人科もがんばっていますが、国の法律を変える必要性。遠軽町にはなぜ医者が来ない
35 か。厚生病院の整形も何とかなりませんか。病院でもアンケートをとっていますが何も変
わらない。
36 診療科目間の医師、医療技術に差がありすぎる。
37 体がなかなか動けないのに、大きな声で言われる。
38 厚生病院の産婦人科・・・よかったです。こういうことになら、お金使ってください。
厚生病院は利用しづらいと感じる。受診したいときに、すぐ診てもらえない。脳神経外
39
科、整形外科医が常駐してほしい。産婦人科も引き続き充実させてほしい。
40 産婦人科医が来てよかったと思う。２人目、３人目と増えるように、頑張ってください。
産婦人科医をまた呼んできたのは、努力あってのことで素晴らしいと思います。いなけれ
41
ば、間違いなく人口も減って、財政面の衰退につながっていました。
42 病院や医師の選択肢が少ない。
43 以前と比べても、だんだん医師も減って縮小されている科が多い。医療の充実を望む
町長が先頭に立ってがんばっている姿に心がうたれます。テレビ、新聞でも、よくそのが
44 んばりが伝わってきます。（石北線、ＪＲとの話し合いもテレビでみました）活動的で
す。応援しています。
45 もっと独自性を出して募集してほしい。今の募集はインパクトがない。
医療費助成を拡大してほしい。（となりの町と同程度）医師確保や病院の運営も大事な事
46
ですが、町内の病院利用時だけでも助成拡大していただけると助かります。特に子ども。
首都圏での取くみ（広告など）良いと思います。安心して産婦人科に通えて出産できるよ
47
うに！！
48 医師が１名来てくれたことは、すごい成果だと思います。
49 整形外科の常勤がいると良いと思います（厚生ＨＰ）
50 産婦人科に常に医師を配置してほしい。
今回の産婦人科の医師確保について、努力していただき感謝しています。さらに努力して
51
いただき、地域医療確保してほしいです。
医師確保のために、どのくらいの資金が使われているのか不明ですが、２億は高額と感じ
52
ます。
53 地域医療の問題は、最重要と考えます。
54 地域医療の確保や産婦人科医師確保対策は、良いと思います。
若い人たちのために産婦人科は力を入れて。老人たちには、長生きをさせようとせず、力
55
を抜いてくださいませ。
生活していくうえで、医療の充実は欠かせないものだと思います。今年から、遠軽でも出
56 産できるようになりましたが、今後出産するかもしれない私たち世代にとっては、まだま
だ安心できる状況ではありません。引き続き、対策をお願いします。
57 人命は大切です。頑張ってください。
大切な資金を投入しているが、莫大な投資にかかわらず、婦人科検診も規制がかかってお
58 り、整形外科の初診は受け付けないなど、色々な意味で投資を生かしきれていないのでは
ないか。
59 妊婦としてこの町に住むのは不安しかない。
医師不足だと、子どもが小さいので困る。救急外来にかかっても小児科の医師がいなくて
60
別な医師にみてもらうことが多々ある。
61 町長のＴＶでの報道見ました。自分の子どもたちに子どもができると思うと心配です。
人間誰でも一生健康でいられるかどうかなんてわからないので医師確保は必要だと思いま
62
す
63 地域医療対策は非常に重要である為、本事業には大いに期待する事である
64 私も厚生病院で手術を受けたが、地元の医療機関があることは非常に大切です。
65 個人の医者はあてにならないか
産婦人科医確保の為、色々と頑張ってアピール出来ているのは、これからの医師確保に向
66 けて成果につながると思います。遠軽出身者の学生で、医学を目指す人に向け、町内に勤
めることを条件に全額でも修学資金を出しても良いと思う。
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満足や不満の理由、その他ご意見
婦人科医師の確保には大変うれしく思います。只、他診療科についても大変厳しい状況で
ある。遠軽厚生病院の医療への充実が必要。又、脳外に関しても、さらなる努力を望む。
又、アルツハイマー等長期滞在型が今後必要と考える。空き病棟を使用し、町とのタイ
アップ。共同事業として必要。
取り組みの様子は伝わってきます。が、なかなか結果につながりにくいのが残念ですね。
地域医療体制の充実に満足。
産婦人科の設立がない。
医師確保についても、移住したらよいところが乏しい。旭川にだけでなく、内地の方の医
大にも貸し付けを考えても良いのでは。
全体的に、患者にとって確かな目を持った医者の確保も重要。
産婦人科は必要である。何でも資金を使うのは少し・・・。
厚生病院整形外科、何とかしろ。
産婦人科も重要性は高いけど、せっかくあれだけの設備があるのに、遠軽厚生で骨折等の
手術ができない整形外科の対応も考えるべき。ほとんどの人が、日赤か小林病院、北見ま
で行っているのが現状。対策を考えてほしい。
遠軽の病院の先生が減ってきているので、いざというときに不安だなと感じています
産婦人科が確保できたのは安心ですけど、その他は今の状況だと不安です。
他の県から引っ越してきましたが、病院（小児科）等は厚生病院しかないので選択できな
い。医師の対応も不満なことが多いです。小児医療費も他のところは中学生まで無料とか
ありますが、こんな田舎なのに幼稚園までしか対象じゃないのにビックリです。育児をす
るのに一番不満なことです。
医療の向上は安心に繋がります。地域に安心と安全を…
もっと多くのお医者さんが、遠軽に来てくれたらいいなぁーと思っています。赤ちゃんが
産めるようになったのは良かったです。
医師確保について東京でアピールしてきたようですがはたして？ラジオも聞きましたが、
町長全然ダメですね。プロの力を借りて、もう少し有効な方法を考えてみてはと思いま
す。
努力してくれているのは分かるので、とてもありがたいが、まだまだ医師不足で、病院で
の対応が粗末。
3歳以下の子は医療費はかからないはずなのに、厚生では初診料1,000円をとられます。毎
回ではありませんが、かかるときとかからない時があるのは変。北見の日赤でもすべて無
料です。3歳以下の子を持つ親は、みんな言ってます。かかる理由を、きちんと広報で説
明してほしい。病院では「先生のカルテの書き方」によるって言われました。おかしくな
い？
産婦人科医が厚生病院にきたことはとてもよかったと思います。今後人数が増え遠軽で出
産できる人が増えることを望みます。
産科の医師が不在になることも大変なんですが、今までもずっと問題になっていたこと。
修学資金を貸しつけて、この地域に残ってもらう事を約束していても、期間が終了すれば
離れてしまうのではないだろうか？
評判があまり良く聞こえてきません。その為、受診する事自体に不安があります。
がんばってると思います。
医療のスキル不足。混雑している時間など、待ち時間が長く、診療時間が短い。これで何
がわかるのか不安。
期限をつけて残ってもらう対策が必要
産婦人科医師は入りましたが、それをフォローする小児科医師は４→３と１名減になった
ままで大変そうです。乳幼児健診などの恒常的業務や当番など、子どもたちを支える医師
の存在も大きいと思います。
町の病院に行ってもかんさんとしていて、医師も少なく、大丈夫かな？と感じてしまう。
どうしても近くの町の専門病院へ行こうと思ってしまう。若い人は町内で子どもを産むの
に不安があったり、体制に不安がある。
すぐに北見や旭川の病院にまわされて家族が通うのが不便に感じる時がある
産婦人科医が厚生病院に来て下さったのも、このような取り組みの成果だと思います
資金が多くかかり大変だと思いますが、医療については田舎ほど大事にしていただきたい
産婦人科医師の確保が重要と思う。整形外科、脳神経外科等も必要と思う。
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満足や不満の理由、その他ご意見
産婦人科医師確保、大変ありがたく思っています。私は、たまたま子供を産み終えていま
したが、子供4人帝王切開でしたので、その時、医師が不在で、病院が北見までの通院、
出産だったら・・・と考えたら怖さを感じます。少子高齢化だからこそ、地域医療にしっ
かり取り組むことが大切なのではと感じます。
産科に新しく医師がきてくれて、分娩再開となったので満足です
病院ごとの企業どりょくがたりないと思う。丸瀬布厚生病院はすばらしい取り組みをして
いると思う。
厚生病院での待ち時間が非常に長く、若い先生方は知識不足に感じる
頭の良い子に大学の学生に資金を貸し付けて先生を増やすよう努力してほしい。今までお
医者さんになりたくても資金がないため残念した人が多かったので、ぜひもう少し貸付を
増やしていただきたい
医師確保がんばって下さい！
診てもらいたくなるような医師がいない。
医療は一番重要なので、お金で解決できるのであれば、産婦人科や脳外科の医師等を確保
し、医療の充実を図ってほしい。
いろいろと対策をしていますが、現実的にはなかなか結びついてなく、整形外科がほとん
ど機能していなかったりと、もう少し頑張ってほしいです。産婦人科医師に関しては、と
てもよかったと思います。
整形外科の医師確保取組んでください。
丸瀬布の病院に金をかけすぎでは。定期バスで遠軽厚生に通えるようにした方が…。
京浜東北線の中吊り広告に、医師募集の広告を行ったことは大いに評価できます。大変で
しょうが、町ぐるみで取り組む事柄だと思います。
遠軽厚生病院は、地域医療の中核病院であり、診療科目の拡充をお願いしたい。
お世話になっています。
個人病院を対象としていない。
運営主体の厚生連及び遠軽厚生病院長の運営責任を明確に！！
未来のために産婦人科は大切だと思う。
大きな厚生病院があるが機能していないように思う。
数年前にくらべると医療が地方で受けにくい状況になっているので、今後も医療の確保に
努めて欲しいです。
厚生病院の科によって全く機能していないので、信頼のおける医師を置いて地域病院とし
て充実させてほしい！
産婦人科医師確保のご努力、おつかれ様です。先日文芸春秋の記事も良い試みであったと
思います。これからも様々な施策での対応をお願いします
女性として遠軽で出産ができる体制を整えてほしいと思います
遠軽厚生病院の婦人科の受診できる日を増やしてほしい
今はほとんど病院に行く事はありませんが、いつ何があるかわかりませんから、病院が存
続するだけでもありがたいと思います
高齢化が進んでいるこの町にとって、医療はとても大事だと思う。まだまだがんばって進
めてほしい
遠軽厚生病院の医師や診療対応が悪すぎる。旭川医科大学だけでなく、他の大学（医学
系）学生にも広げるべき
丸瀬布厚生を遠軽厚生に集約しては
脳神経外科、整形外科が悪い
充実した地域医療を望みます。
医師の確保は地域の問題であり、長期的視点に基づいて施策が必要。
遠軽厚生病院に産婦人科の医師が来てくれたことは、取り組みの成果だと思います。2人
体制になると安心できるのですが。
医師の確保に頑張ってください。
産婦人科の医師が確保できても正期産以外の小児を診られる医師が必要だと思う。
安心して暮らすためにも、遠軽厚生病院が存続維持のため、有効に使用されていることが
わかります。産婦人科先生の募集取り組みなど、効果があったと思います。
産婦人科が再び受信できるようになったのはとてもよかったです。
産婦人科医師増員に向けて、さらなる努力をお願いしたい。
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満足や不満の理由、その他ご意見
132 医師の入れ替わりが無いよう、もっと、定着に力を入れてほしい。
産婦人科は大変良い。しかし、その他、特に厚生病院の充実が必要。わざわざ北見まで
133 行って通院する人が多いのが現状。医療が充実していないところには住みたくないと思っ
ている人が周りに多い。
良い病院があるのに医師がいないために地方の病院に行かないと困るので、長くいられる
134
医師確保重要だと思う。
135 厚生病院各科に医師がそろっていない。
旭川医科大学を通しての医師じゃなく、もっといろいろな所からきてほしい。専門外来が
136
あればいい。医者が若すぎる。生意気だ。ろくな診察しない。
137 湧別、佐呂間町ともっと連携して運動するべし。
診療、治療に良い医者がいなくて、仕方なく通院している。もちろん、良い医者もいます
138
が。
産婦人科の医師が一時いなくなった時は、それなりの補助があったにせよ、精神的な不安
139 は埋められなかった分、今回医師の確保ができた件については満足です。是非継続しても
らいたいと思います。
病院は利用させて頂いております。でも診療の科によっては、とても面倒です。特に整形
140
の診療はとても大変で見てもらえません。
141 徐々に充実する事を願います。
142 医者の信頼度が少ないので地方の病院へ行かざるを得ないのが残念です。
143 生活する上で病院が充実して下さると、安心して住む事が出来ますから
医師の確保等対策への努力については凄いな～と思っています。今後共、安心して住む事
144
ができるように、信頼できる医師の確保に務めて頂きたいと思います。
145 医師を確保するには必要
高齢者にとっても、若い世代や子どもを持つ家族にとって、とても大事なことです。安心
146
して健康にくらせる町づくりを！
満足ではないが産婦人科など町で生めるようになったことはスゴイと思います。ありがと
147
うございます。
148 町が助成など対策に取り組んでいるのに、厚生連の対応の悪さが問題だと思います。
149 対策事業助成費が大で少々ビックリ！
２月～７月迄約５か月一日も休まず主人の元に通いました。交通費が入院代より高く大変
150
だなと思いました。
151 医師確保に取り組んでいるわりには遅すぎる。
152 医師不足…医大修学補助をして遠軽地区で働いて欲しいです。
153 医師の確保もだいじだと思いますが、難病の人の交通費対策も考えてほしいです
154 医師の定住
155 成果が見えない。小児科を増やしてほしい
156 町長はじめ皆様の努力により、産科が再開したことは大きな喜びです。
157 良いと思う。これからも力を入れ続けてもらいたいと思う。
人集まるところに医師も集まる。過疎化で医師減少必然。医師確保より、緊急時の交通手
158
段の充実を願う。
159 医療が充実していると安心して暮らせるので、大切なことだと思います。
160 町内の病院で、どの科の医療も安心して受けられると良いと思います。
161 産婦人科が復活して本当に良かったと思う。
162 修学資金の貸し付けが、将来的に地域医療に還元されるかはなはだ疑問。
163 医療レベルの低下。
最近のうれしいニュースで、厚生病院の産科医常駐の報があった時は、本当に安心しまし
164
た。行政の力を発揮してください。
165 人口流出を防ぐには、医療関係の充実が大切だと思います
地元からの医療出身者を増やすために工夫があれば良いのではないか。地域医療は重要な
166
ので引き続き対策をとってほしい。
地域医療の充実は高齢化に向け重要と思う。整形医を初めとして診療科があるのと、ちゃ
167
んとした治療を受けられるのとではちがうと思う。ウデの良い医者が欲しい。
病院の医師をもっといい医者をつれてきてほしい。厚生病院のかんごしの態度がすごく悪
168
い。行く気になれない。
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番号
満足や不満の理由、その他ご意見
169 医学生の要請、修学資金の貸し付けは必要です
170 丸瀬布病院の方が先生も居るので助成が有るのですか
生→死までが安心して送れる町のためには、多額な予算を使ってでも医師、看護師の確保
171
につとめてほしい
172 年をとると病院へかかるのが多くなり、良い医師確保は大変重要な事と思う
産婦人科医師の件の対応はすばらしいと感じています。今後とも大変でしょうが医師不足
173
解消のため努めていただけたらと思います
174 安心して暮らすためにも医療を充実されることが大事だと思います
175 医師のモラルが不足。
産婦人科医師の2人体制以上の確保、また、救急医師の経験不足や上達してきた医師が他
176
の病院に行ってしまい、長期常駐する医師がいない。
177 産婦人科の復活に満足した。
丸瀬布、上湧別厚生を遠軽に一本化し充実（地域医療のエゴはダメ）。修学資金の貸し付
178
けを旭川医大に特定すべきではない。むしろ、道外の国公立医大にも枠を広げるべき。
179 産科、婦人科の充実に期待しています。
180 厚生病院など、昼からも診療してほしい。
いろいろと、町長さんはじめ努力していることが思われます。地域医療の大切さ、頑張っ
181
てほしいと思います。
182 救急車をタクシーのように使用している人が多い。なんとかすべき。
183 積極的に、今後も取り組んでいただきたい。
184 丸瀬布病院の活用方法を考えるべき時では。
185 住民に直接かかわる事項として、重要視すべきと思います。
医師不足等、深刻な問題になっている昨今ですが、ぜひともがんばって。医師等の確保に
186
努めていただきたい！！（産婦人科医）もよろしく！！
産科が復活したことは、遠軽のこれからを大きく左右することだと思う。絶対になくして
187
はいけない！！若い人がいなくなるし、住まなくなる。
188 計画から実施までの期間が長すぎる。
婦人科はよそにまわされるなら、意味がないですよね？ますます遠軽厚生から患者がいな
189 くなる。遠軽厚生の婦人科の人気がない理由のひとつに、あの恥ずかしい診察台にカーテ
ンがないことです。Drと顔をあわせながら股を開く。あれほどひどいことはない。
産婦人科の医師が来ていただいてとてもうれしく思う。一人の医師で診察していくのは大
190 変なので、さらに確保したい。医師が遠軽町に関心を持つはたらきかけ、町民や患者に喜
んでもらえていることを感じられる環境も必要
年々医師も患者も減っている様に思う。年老いてくると地元の病院しか頼れません。各科
191
の医師の確保をお願いしたい。
192 地域医療の確保、医師確保は重要な事で、国と地域の協議が必要だと思います。
193 施設が有るのに医師不足。町民は困っている
194 修学資金を貸し付けた学生が資格を取った後、遠軽に必ず戻っているのでしょうか？
195 医療は安定したものを確保してほしいです。
196 良い先生が居ない。脳外科が無い。
税金などで大きくリッパにしたのに、産婦人科がなくなったり、整形がなくなったり、あ
197 まりいい医者が居ないとか…。せめて産婦人科を大切にしてほしいです。北見に行く人が
多いみたいです。行ける人はいいけど。なんの病気にしても！！
198 整形外科を充実させてほしい。
199 取り組み内容はわかるが、それに対する効果が得られていない。
遠軽の体制では、満足いかないこと多々ある。田舎だから、しょうがない…という思いで
200
…
201 整形外科とか不便です。
遠軽厚生病院で産婦人科が再開され、皆さん助かると思います！これからに期待していま
202
す。
203 資金の貸付は良い事だが借りた医師は地方の病院を優先的に来るようにしてほしい。
行政に対しては不満はない（満足してる）が現実的にはきびしい状況がつづいており、さ
204
らなる町としての関与が必要と感じています。
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６

地域医療対策事業

満足や不満の理由、その他ご意見
地域医療は必須なので良いと思います。特に産科医の確保（２人）は重要だと思います。
子供あっての遠軽町です。
東京で電車に宙吊り広告を出してお医者さんを募っている町長の積極的な行動にとても感
心しました。資金の貸し付けを受けた学生が１年なり２年なり地元に来てくれて遠軽に関
することで貢献してもらいたいです。
産婦人科が無いことでとても不便さを感じました。医師の確保はこれからも取り組んで
いってほしいです
医療機関が近くにないと、高齢者にとっては町内にあると通院できるし利用しやすいから
医師不足解消の為努力している事はテレビ、新聞等でよく見聞きしております。修学資金
の貸与ではなく、条件付きで返還不要になれば理想
高齢者も多く医療は大切です
産科ができてよかったが、いつまでもつのか不安
厚生連に偏った対策ではなく、遠軽医師会等と協力し、町全体の医療機関に対し、スタッ
フ確保、医療機器の整備について協力してほしい
１つの町に２つの厚生病院の維持って大丈夫なんでしょうか？
専門医が少ないので、北見とかの病院に行ってしまう
皆が安心して生活出来ます。
遠方への通院や入院等は大変なので取り組んでほしいです。
各病院での経験豊かな医師の確保が先決と思う。
地域の中心になっている遠軽厚生病院が縮小される事になっては今後不安でたまらない。
検査機器も完備しているので、最大限に活用し交通面も心配せずに地元で受診出来ると良
い。
地域医療対策の取組みには満足。結果は不十分。それでも他の地域に比べ、地域医療体制
は整っている方なのでやや満足。
本当に大変なことになっていると思います。若い人がかわいそうです。たくさんの人の意
見を聞いてかならず実行してほしいです。お願い致します。頑張っているのはわかるので
すが、はがゆいです。
地域の医療の中心をなるべき医療機関が医師不足に悩むのはいただけない。いままでの事
業の成果がみえない。
医師を確保するために必要。
ただただ安心して子どもを産める環境になることを願っています。
医者の確保をしっかりしてほしい。
町長が東京で産婦人科医師確保のＰＲをしたりととても頑張っているのはわかるので、そ
の活動をそのまま維持して欲しいと思います。
努力されているとは思うが、国（安倍総理）に直接会ってみるとか？難しいことですね。
早期に総合的拠点病院の確立、地域の安心医療体制を。
年寄りの多い町なのに、整形の医師が不足し、厚生病院では手術ができないのはいかがな
ものでしょう？厚生病院の診療科が縮小されると、まち的にも良くないと思います。どん
な病気も整形で受信できるのが理想。
旭川医大性への修学資金貸し付けが、長期的な医師確保に結びつく・・・のが、ちょっと
わかりません。
遠軽厚生病院産婦人科に医師が来てくださったことは、大変うれしい。継続してほしい。
曜日が限られていたり、午後は休診だったりして、緊急に利用できない科があるのが不便
なことがある。
厚生病院はこの地域の中心なので、もう少し良い医師を確保できるように、町としても力
を入れてほしい。
患者さんが安心して、信用、信頼できるようにしてほしい。人間ドックや検査の費用も、
お金のない人でも受けれるようにしてほしい。
医療はとても大切。もっと予算をプラスしてもいいと思います。
素晴らしいです。町長の取り組みに感謝します。
例えば整形外科にかかりたくても、その前に総合診療科にかからなければならない（遠軽
厚生病院）。痛くてかかったのに即対応してくれない。助成して大きな病院になったの
で、安心してかかれる体制にしてほしい
産科だけでなく婦人科も充実してほしいです
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番号
満足や不満の理由、その他ご意見
237 脳外科の場合、地方に行かなければ不満
238 遠軽厚生病院の整形外科、泌尿器科の患者さんに対する態度に不満を持っています
239 安心して診療を受けられる
遠軽厚生ではなく、丸瀬布に行く人が多いのはなぜでしょうか？やはり医者の質が悪いか
240
らでしょう。
241 安心して分娩できるまでにはもう一歩努力が必要。
医師を確保するのは大変ですネ。一生懸命取り組んでるのが伝わります。これからも頑
242
張って下さい。
243 貸し付けしても、町に魅力が無ければ、若い医者は来ないのではないですか？
学生に修学資金の貸し付けを実施しても、将来、遠軽町で就職するとは思いません。一時
244
的なものではないかと思います。長く在住するのか不安です。
７か町村の地域医療の中心の遠軽です。高齢者の増加するなか、病院関係では安心したい
245
と思います。町長さん頑張って下さい。
246 医師の確保は重要と認識しています。
遠軽の厚生病院は、すでに体をなしていないし、やっていない診療科も多く、負担となっ
247
ている。特に高齢者。
医療は多くの人が関わるので重要。このことは、広く知られているのでとても安心。結果
248
が出ているので満足。遠軽厚生で治療できる（救急で）か周知が必要。
249 医師不足である。
産婦人科医が来たことはとてもよかったと思っているが、自分の年になると、お産だけで
250 はなくの方も必要となるので、足りてはいない。その他も遠軽では受診できなかったり不
便を感じる。
産科が不安定です。魅力ある医師の確保は、魅力ある町づくりからだと思います。小児科
251
も大丈夫か不安になります。
産婦人科医確保や医大生への修学資金については大変評価できる。遠軽唯一の総合病院と
して、遠軽厚生病院を以前のように質の良い医療が受けられる場所に戻してほしい。今ほ
252 とんどの町民が、満足のできる治療を受けられず、北見や札幌にまで足を運んでいる。そ
こで丸瀬布については、１医師が家族ぐるみで助成を受けているのはおかしい話だ。個人
の病院を作るべきでは？税金投入は変で不可。
253 信頼できる医師の確保をお願いしたい
254 厚生病院の科の減、病院を維持していけるのだろうか？
診療科目がどんどん減っています。整形外科は救急をようする科目です。産婦人科は本当
255
に大切ですが、整形外科の充実を望みます。
私は脳外科にかかっていますが、出張医しかいないため、非常に不便さを感じています。
256
ぜひ常勤の方をよろしくお願いします
病院がなくなっては大変です。これからもよろしくお願いします。町民とし協力できるこ
257
とはします
科が減るのは困ります。住宅など格安にするとか、できる事は何でもしてあげてほしい。
258
そして医師を集めてほしい
町が助成している割には、病院側の医療を充実させようとする努力（経営者、医師）が足
259
りない
260 専門医不足感は毎度否めない
脳下、小児科、眼科が「ない」「少ない」ことに住んでいて不安を感じるので、充実して
261
ほしいと思います
やっぱり産婦人科医師の件はもっと重視するべき。もし、また厚生病院で産めなくなるの
262
は大問題。これならもっと少子化につながる
産科の先生、ありがとうございました。丸瀬布も地域活動もされていて大切な核とみてい
263
ます。遠軽のポイントは医療・福祉と考えます
264 安心してお産のできる様に産婦人科医師確保をお願いいたします
厚生病院の充実はとても大切なことと思います。産婦人科も大切ですが、高齢の方のため
265 脳神経外科の設備があるのですから、そちらでちゃんと診察できる医師が必要では？整形
外科も新患は見てくれないと聞いています。ちゃんとした医師を呼ぶべき！
266 医療問題は大変なこと。町の大きな役割
267 地方に住んでいると、特に医療の重要性を感じるので。
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満足や不満の理由、その他ご意見
268 調子が悪くなったら地元の病院に行くのだが、今一つなんです。周りの評判も今一だし。
269 町にもう少し産婦人科医をふやして遠軽町で産みやすい環境にしてほしい
270 いちいち、病院のたびに遠くへ行くのはたいへんだからとてもいい。
産婦人科に新たな医師が来たことには満足です。これからもとぎれることなく医師確保す
271
ることはとても重要だと思う。
産婦人科に医師が来ていただいたことは大変うれしいですが、１人しかいないのは不満と
272
いうより不安です。
273 医療が充実していないと人もいなくなると思います。
274 あまりにも医師不足で不安。
275 各専門Ｄｒ常駐希望（脳外科、救急等）
若い世代に町を引きついでいってもらうために、医療の充実、とりわけ産婦人科医師の確
276
保は最重要課題だと思う
277 勤務されている医師がどれだけ患者に信頼されているかが第一。
それなりの予算配分しているのですから、安心して病院にかかれる様、長期的な医師確保
278
をお願いします
279 他の病院（遠軽学田病院）の対策もしてほしい。
280 これから子供が欲しいので、産科が再開されたのはとてもうれしいです。
281 病院に行っていないので、これからのことを考えて。
282 地域医療存続するため重要と考えます。
283 歯科に患者は多いが診療所は不要。助成金はもったいない。
284 今後に期待する
285 立派すぎる建物に合う医者が来ない。丸厚の存続は考えるときに来ていると思う。
病気の時は、すぐ近くに病院があると心強いです。若い人を応援して、地元へ戻ってくる
286
ように。
産婦人科が復活してくれて、とてもうれしいです。さらに、もう少したくさんのお医者さ
287
んが来たいと思ってくれるような活動を期待します。
288 生活していくには絶対に必要な事。少し不便な点は仕方ない事なのか？
289 遠軽厚生病院の立派な建物が有るのに空いてて、すごくもったいないと思う
遠軽町全体として高齢者が多いので、とても重要に思う。僕はまだ重い病気でお世話に
290 なったことはまいけど、丸瀬布に病院があるだけでも安心できる。修学資金のこと、もっ
と頑張ってもいいと思います。未来への投資をお願いします。
年令と共に必要性になって来つつあります。年齢と共に遠軽に通うのには大変ですので。
291
それと湧別の方からも丸瀬布の病院が良いと、とても良い気持ちで話し合って居ります
年齢とともに、予期しないケガ、病気になった時、近くに病院があり、的確に対応してい
292
ただける医師がいることは、本当にありがたいと思っています。
町に2つも厚生病院があるのは、大丈夫ですか？やって行けるのですか？遠軽町には、脳
293
外がなくなりました。安心して住めない気がします。
合併したので、厚生病院は遠軽だけで良いと思います。丸瀬布厚生病院に係る事業費で、
医師の確保、医師の充実に充ててほしい。どっちもこっちもではなく、主力（遠厚）にな
294 る病院に力を注いでください。遠厚がなくなったら困ります。修学資金の貸し付けをして
も、就労義務を果たしたらやめてしまうのが現実。10年20年後を見据えて、医師が定着で
きる環境づくりも必要だと思います。
295 産婦人科再開はとてもよかったと思いますが、総合病院の各科の充実を願います。
296 産婦人科以外の医師の確保をお願いしたい。（特に整形外科）
どの地域も医師不足は大きな課題になっている。医師がいないと、人が他の町に流出す
297
る。
産婦人科医の確保等、精力的に取り組んでいることはわかっている。地域医療に対する安
298
心感が地方で生活する意欲につながるので、今後も継続してほしい。
299 もっと医療体制が進めば人も住みやすい町が出来ると思います。
300 大切です
301 これから増々重要になると思う
302 町長の各方面への働きかけを目にしています。
丸瀬布病院にたくさん助成していますが、そこまでする必要があるのか？今は個人病院で
303
はないでしょうか。白滝の病院の先生の方がしっかり対応してくれます。
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満足や不満の理由、その他ご意見
304 1人では不満
305 脳外科の医師も早急に確保していただきたい。
丸瀬布厚生病院は、助成を受けているにもかかわらず、患者やケアマネージャーに対して
306
平等な対応をしていない印象です
307 白滝診療所はなくさないよう、道と協議してください。
事故、救急になると、北見まで行くことになるので時間がかかりすぎ。白滝は、診療所が
308
あり助かります。なくさないでください。
309 道立白滝診療所は絶対必要。高齢者にとっての唯一の医療機関です
310 医師が不足している。
病院対策同じくらい予防対策に町を挙げて取組んでほしい。インフラが充分活用されてい
311
ないと思われる。
産婦人科医は、確保の取り組みを評価できるが、医学生の資金貸し付けは、現実的な効果
312
が得られると思えない。
313 遠軽厚生病院は、小児科の医者も不足、整形外科も不足していて不便だと思う。
314 もう少し、くわしく、考えてほしい
315 大いに期待している
遠軽厚生病院の産婦人科に医師を迎えられたことは、本当に立派でした。地域の中核病院
316
としての地位を、今以上に維持してほしいです。
317 救急車の対応が早く親切でとても感謝しています
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質問

７

児童館運営事業及び学童保育事業

番号
満足や不満の理由、その他ご意見
1 児童館の利用について、もっと知りたい。（いつ利用できるのか等がよく分からない）
2 土日仕事の保護者もいるので、日曜も利用できればなお良い。
医療費、子供の遊び場、出産後のゴミ袋のサービスなど、小さい子供を育てる環境として
3 は、とてもいいとはいいがたい町だと思います。何カ所かの市町村に住んでいましたが、
遠軽が１番子育てしにくい町だと感じています。
4 大変満足しております。
5 もっと遠軽町内に遊べる施設があると良い。
6 町内に孫がいないので（わからない）。
保育所、げんき２１、児童館育成のために、いろいろなところで見聞きします。重要で
7 す。予算ですが、高齢者（今まで生きてきた方）はありましょうが、子供の育成と教育に
予算を。高齢者が「私たちより子供へ」と、声を大きくしてほしい。
子供がいないためよくわからないが、子供の放課後の居場所を確保してあげたいとは思
8
う。
いつも利用させていただいて、お世話になっています。先生方は、とても細かに対応して
いただいているので、また、６年生まで利用可になったことも大きいです。ありがとうご
9
ざいます。欲を言ってすみませんが、３時に、少なくてよいので「何か食べるものがあっ
たらな」と思います。
保護者の負担も減り、子供たちが楽しく過ごせているのであればいいと思います。ただ、
10
保護者の目を離れるところは、安全を重視してほしい。
障がいのある子、発達に気がかりな子、うまくコミュニケーションがとれない子、社会性
が弱い子も安心してすごせる児童館であってほしい。指導員の資質向上等、工夫できるこ
11
とあるのでは。津別町は児童館に支援員を配置し、サポートが必要な子も児童館ですごせ
るようにしています。障がいのある子も共に育ちあう遠軽であってほしい。
12 子供がまだ低学年なので児童館は必用です
13 産前産後でも預かってほしい。前に断られたので。（登録できないと言われました）
14 公園の数が少ない
働く親にとって重要にもかかわらず、預けるお金が高い。またあずけた時、少々の事です
15
ぐ休むように言われ働けない。
高齢者に比べ子供に対しての取組や助成は手うすすぎると思います。これからの将来をせ
16
おう子供達にもっと手厚い助成を！！このままでは子供を持つ人達が増えません！！
17 使われていない公園をどの様にするのか？又施設等の見直しを考える必要が有り
金融機関や一般的な職業は12/31～1/3がたいていお休みなのに、児童館や保育所は1/6日
18
からということに困ってます。母子家庭、共働きには不親切すぎる。毎年困っています。
19 学童の子も孫もいないのでわからない。
20 子どもがいないのでよくわからない。
小学校の孫が、親が働いているので、児童館でお世話になっているそうです。行って遊ぶ
21
のが楽しみなようで喜んでいます。（みなみ児童館）
22 児童館と老人クラブとの関係を深めるのも良い。
23 良いことだと思います。できるだけ親が働きやすくしてあげてください。
24 出産と共に子育ても重要です。
25 ファーライトの使い道を、もっと利用すべき。
公園が古い。子育てにもっと重点をおくべき。子供が遊ぶ所が少なすぎる。児童館ももっ
26
と新しくするなど。
子供を持っていないので想像での発言はしませんが、親をやって、子供をあずけている方
27
に聞くのが一番ですね。
28 実際どのように動いているのかわからない
29 夏と冬での利用時間を統一してほしい
30 共働きや１人親世帯が増加しているので利用する人が多いので満足してる。
31 働いている親のかわりに子ども達を預るのはとても良いと思います。
32 子供達がお世話になっています。
公園の遊具の充実と、中学生や高校生が体を動かして遊べるような体育館の利用方法の改
33
善が必要。
34 今後も女性が働きやすい環境を維持していただきたいです。
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質問
番号
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
63
64

７

児童館運営事業及び学童保育事業

満足や不満の理由、その他ご意見
冬期間の使用が16時まで（？）となっているようですが、共働きだと、どうしても自宅に
1人でいる時間が長くなるので、17時までの利用にしていただきたい。
たった一言の温かい言葉で、寂しそうな子がいたら、皆さんで守りましょうよ。子供たち
が幸せでありますように。
職場にいる子持ちのお母さんも児童クラブを利用しており、そういう環境が整うことで、
働き方の選択もできるようになるので、良いと思います。
自分の子どもたちは成人していますが、孫たちは学童保育があり助かっていると思いま
す。ですが、正直あまり行きたがらないのが現状です。
職場に子どもをあずけて働いている人がいますが、あずけ時間、日にちなどもっとフレキ
シブルに対応できたら良いのになと話を聞くと思います。
保育園・幼稚園（預かり保育）が朝７時30分から受け入れをしているので、合わせて児童
館の開館もすべき。幼稚園児は預けられるが、小学生が預けられないという事例もあるた
め。
共働き世帯等が多いことから、利用時間の拡大、利便性の拡充を希望します
留守家庭の子供に必要性があるかもしれません
私の年代ではそうでもないが、地域で子供の声が聞こえないのはさびしい。少子化の中で
は大切。
両親の留守家庭の児童にさらなる助成も有りと思う。遊ぶだけでなく成長度をアップさせ
ながらの支援が必要。
子供は将来の宝、大切にして、生活指導してあげることは当たり前のことと思います。
病児保育所は国が決めたことなのに、行われていない。保育所が古すぎて、子どもの安全
がなされていない。
土、日も見るようにし、１回100円くらいお金をとっても、児童館に行く子は出ると思う
管理者の管理不届きが見受けられ、保育士不足も解決していない。子供も安心して預けら
れる、余裕のある受け入れ態勢づくりが必要である。
児童施設はもう少し、防災、交通を意識した場所に移動した方がいいのでは？
予算の割には目に見えない。
働いている親は安心して働けるので、下校後、児童館で子どもを見てくれるのは助かると
思う。
関わりがないのでわからないのですが、そこまでお金がかかりますか？
児童館の閉館時間が働く人のニーズと合っていない
親が共働きのカギの子とかが安心して遊べる場所とか、その他色んな取り組みには大賛成
です。
児童館を使用させてもらっています。子供にも人気で大変素晴らしく思う。
児童館を利用する子供たちが多くなっているのに、児童館がせまかったり、先生方の人数
が少なかったりで大変そうです。子供たちの中には、いろいろな問題を抱えている場合が
あり、子どもにあわせた対応が必要だと思います。専門的な先生がいればいいなぁーと思
います。
自分が子供のとき利用したことがなく、また、子供は大人のいないところで伸び伸び遊び
たいと思う。
以前、児童館を利用していたが、子供に対する対応と、親がいる時の対応の違いで、子供
が通えなくなったことがある。
児童館には行けない、もっと小さな子が屋内で遊べる施設があればいいのに。生田原か紋
別に行かないとない。
学童保育が無料で実施されていること、６：３０までの時間や指導員さんがいてくれるこ
とは、働いている母にとってとても安心です。
まだ児童というよりは園児なので、現在はよくわからないので。冬期の冬休み中の幼児の
集まれる場所があればいいのですが。
児童館での「先生」と呼ばれている人達の中に、何名か、ほんとに一部の人ですが、子供
に対していじわるな方がいます。あるていどの教育をしてほしいです。
必要
子供が利用しているため
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質問
番号
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

７

児童館運営事業及び学童保育事業

満足や不満の理由、その他ご意見
就学前は保育園があるので良いが、就学後は児童館に行くか自宅になるので必要と感じ
る。働いている親が（共働き）多いので、今後もっと重要と思う。子どもの人数が増えれ
ば、大人の目も必要があると思うので、働き手の確保も。
民間の施設が少ない為、良いと思います
まだ利用したことがないのでわからない。
子育て支援、遊び場等もう少し予算をつけたらいいと思う
利用する子供がいないため
児童館の先生方をふやして、学校帰りの子供達に勉強を教えるような所を作っていただき
たい。今とっても不安の世の中なので、町全体で子供達を守るべきでしょう
学童保育をまだ利用したことがないので
学童保育があることで、親も安心して働けるし、子供に非行防止にもつながると思う。
共稼ぎの方が多く、とても重要だと思います。
現在、子供が利用していないため不明。
携わっていないので、どのくらいのありがたみか分からない。働く親の手伝いをよろし
く。
運営が脆弱である。
児童館等で私にもできるボランティアはありますか？
子供を児童館に通わせているが、もちつき等のイベントがあって喜んでいる。
女性の社会進出や、ひとり親で親が働いたり、共かせぎだったりするので、子育て支援の
充実は必要。
まわりに対象になる児童がいないのでわかりません。
子育て支援はしっかりとやって、親が安心して働ける環境作りを行っていただきたい
共働きの親が多いので、引き続き子供が安心して遊んで過ごせるような場所を整えること
が大事だと思います
小学生くらいの子供が、安心してボール投げやサッカーの出来る場所がなく、家の前の道
路で遊ぶしかありませんでした。自然に恵まれた町でも、安心して遊べる場所がありませ
ん
児童館飽きてしまうので、もう少しレクレーション的な事を多くしてもらうと助かります
日・祝日を観て頂くと大変助かると思う。ひとり親家庭で日祝日仕事が休みの方が少ない
と思います。そのため仕事がなかなかない。
子供たちが安心して過ごせるよう、職員の配置を手厚くして、内容を充実させてほしい。
児童館存続、子供への投資は大切。
貧困家庭の子育て支援に対して、十分に行き届いているのか分からない。
今までレベルで良いと思う。
遅い時間まで働く父母さんたちに重要だと思う。子供たちを安心してみてもらえて、お父
さんお母さんたちも安心して働くことができる。
必要だが内容がわからない。
老人の福祉と共に、子育ては大切な事です。充分な支援が出来れば良い
若い人が住みやすい町作り、子育て支援と子育てに良い環境を作って欲しい。
どちらかと言えば良いと思う。
子供、孫がおりませんのでわかりません。
保育に預けたくても働いてない、休職中の人がいる為入れない。働く人を重視してほし
い。
児童館の他に施設等を増やしてほしい。公園が少ないのと古すぎる。子供の遊ぶ場所が
もっと多くなれば良い
仕事をしている若い母親がたくさんいます。保育所、児童館など、これからも維持しても
らい、子供たちが安心できる所とし、また、親も安心できる所とし、町はより力を入れて
もらいたい。
子供が身近にいないので、実感は薄いのですが、自分が子育て中を考えると必要なことだ
と思います。
今は、若いご夫婦は共稼ぎが多いので、重要だと思います。
児童館は共働き家庭にとっては、特に頼る場所の1つであり、遠軽町は充実していると感
じます。町の予算増でも文句はないでしょう。
子育て環境の充実は大事な取り組みだと思います
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質問
番号
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135

７

児童館運営事業及び学童保育事業

満足や不満の理由、その他ご意見
学童保育の制度は大変すばらしと感じています
医療と同じく、子育て中の若い人たちが安心して仕事に励める様な環境を作って欲しい
保育士を増やす努力がない！
外観的には満足だが、子供がいないので実質分からない。
子育てするとき、子供のことを心配しないで地域のなかにあるのは大変良し。実際に受け
ていない（孫なし）のでよくわからない。
子育ての支援充実を望みます。
共働きの世帯では欠かせないため。
有料でもいいので、児童館の開館時間の延長を希望します！
今は、保育所に行っているので助かっていますが、来年から小学生になるので、児童館を
利用しなければならないです。少し不安がある。子供が児童館に行くのが楽しくなるよう
に、もっと努力してほしい。低学年は行ってるけど、高学年になると行きたくなくなると
いう噂を（1人で留守番できるから）聞いたので…。
子育て環境については、まずまず充実していると思う。子育て及び教育は、最も重要なも
ののひとつであると強く思う！
児童館や図書館があり、とてもありがたく思います。が、なぜ、休館日があるのでしょう
か？世の中には、親がいつもいない家庭もあるのだから、子供が昼間いられる場所が必要
です。臨時のスタッフを入れてでも休館日なしでお願いしたい。
保育所、児童館、学校と、それぞれ質の高い支援も必要だが、福祉、支援、教育は子ども
にとって全て分けられないこと。もっと深い連携があっていいのでは。
就学児も大事だが、未就学、未就園児に対しての取り組みも、もう少し増やした方がよ
い。
使用していないので、わからない
自分も昔児童クラブに入っており、沢山のことを学べ、感謝しております。学校以外でも
多くの子どもが集まり、色々な遊びや関わりが出来る大切な場所だと思います。
必要な事と思う
主婦が働きやすいように、０～２才児位までの保育所を希望します。
・児童館は8:30からしか預けられないため。・仕事が早くはじまる所もあるので8:00から
だと嬉しいかなと思います。
児童館に孫が小さい時お世話になり「楽しかった」と話してくれたのが印象に残っていま
す。行事計画をしてもらい、いろんな面で工夫がなされていて感心しました。
働く夫婦が多くなってきています。現在娘夫娘が共働きなので、孫が児童館で親が帰るま
であずかってもらっています。安心してあずけています。また学童保育の先生方もよくし
てくれて本当に助かります
学童保育のお世話して下さっている人に話を聞きました。体力的に飛んだり走ったり大変
とききました。時間給の考慮を。
子どもが中学生位まで医療費の全額補助とかする。子育てもしやすく子供もふえるかも。
働く両親にとって安心出来る。
勤めているお母さん達にはなくてはならない事だと思います。
共働きの家庭が多いので取り組んでほしいです。
女性の就労、少子化対策、子育て支援は大切です。子供の居場所づくりも大切。
子供がそばにいないのでかかわらないのでわからないのですが、昔の子供達とくらべてと
にかく遊び場がない様に見うけられますね。外で遊べないのでしょうかね？
少子高齢化の波をとめるための施策として維持すべきで、将来の時代を担う子供世代を大
切にしてほしい。
児童館が何か所あるのか、人数はわからないが統合は不能？１人のための児童館もあるの
では？
子どもが低学年の時に利用していました。必要な事業だと思います。利用者の声を反映
し、さらに充実されることを願います。
学童児、低学年が通学する際、自宅から学校まで遠い子供たちがいるので、朝だけでも、
バスなどあれば良いと思う。
次世代の子供たちの育成のため、さらなる充実をお願いしたいです。
共働きが当たり前になった今は、とても助かっている人が多いと思います。
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質問
番号
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171

７

児童館運営事業及び学童保育事業

満足や不満の理由、その他ご意見
子育てをしていないのでよくわからないですが、今後、食育を兼ねた料理教室などやって
みたらどうだろうか。
働く主婦が多いので、子育て支援は必要です
保育士の質は？子供が通いやすい児童館になっていますか？
児童館の修繕や環境整備を充実してほしい。
児童館で定年退職した無愛想な教員を使うのは止めてほしいですね。
児童館は年齢制限があると思いますので、家族の状況を把握して育成を図っていただけれ
ば良いと思います。
少子化の時代です。親が安心して利用出来る、そして子供もさみしさを忘れさせるもので
あって欲しいです。
周知が必要。
何年か前、近所の公園のシーソー２つあったのが１つになって、その1つのシーソーに何
人の子供たちが乗って遊んでいるか。どこに遊ぶ所があるのか？公園の遊具が少ない、冬
遊ぶ施設がない！！なので、町内以外に行く。
全国一律ではなく、当地に合った子育て支援を
女性も働くことがあたりまえになりました。核家族化の進む中、子供の居場所は重要です
小さい子供がいないため
土日祝、病児、２４時間等、都市と同じようなものがあればいいと思う
学力増進の活動も充実してほしい
子育て支援センターとしての場が少ないように思います。又、子供（幼児）が遊べる所が
増えて欲しいです。
これからも子育て支援は続けてほしい
先生方もよくとりくんでいると思います。たてものが古くなりました。なんとか広く新し
くできませんか
児童館開館時間延長を望みます
子どもたちが将来町ですごせるような仕事があればいい（企業誘致もする）
今の時代、夫婦とも働いているのは当たり前なので、子供たちを見てくれるところがある
のは、すごくいいと思います。
必要と感じる
使うことがない。
各地域にほしい
子供がいないので町の中も学校もなんとなく不安。
職員の雇用対策（希望に応じ、なるべくパート等でなく、本採用として雇用の安定化す
る）
子どもが学童保育にお世話になり、仕事をするうえで大変助けられたので。今後とも充実
させていってほしい。
行事に左右されない児童館を確保（空施設を利用するなど）
遠軽は18:30まであずかりがあるが、生田原安国は17:30までと、フルタイムで働いている
家庭は18:30までのあずかりをお願いしたい。すぐにでも18:30までにしてほしいです。よ
ろしくお願いします。
４地域の取り組みや、内容を統一すべきでないか。
子どもを産んでも仕事を続けたいので、日中、放課後を過ごす場所の充実は、とても重要
です。
学童保育の支援員の質の問題。非正規雇用では質の高い人材は集まらない。せめて１人各
所に正職員を配置してはどうか。子供にお金をかけてほしい。
保育士さんの免許を取ろうとする人に対し町として助成をしてみてはどうですか？
重要だと思います。子供たちと一緒に住んでいないのでわからないですが、放課後遊びを
通して、生活指導をしていただけたら嬉しいです。
少子化の時、保育等充実を図れば、少しは解消に向える！
丸瀬布には子供が遊ぶ場所が無いみたいです。かわいそうです。遠軽の町には、立派な遊
具で遊んでいる子供達がみるとすごく腹立ちます！
身近に子どもがいないからわからない。でも子どものことを考えない町に未来はないと思
うから重要。
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質問
番号
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183

７

児童館運営事業及び学童保育事業

満足や不満の理由、その他ご意見
山脈等で見ると、年齢の増す（小学生以上）子供達が町内の地域活動に参加し、前日いこ
いの森の災害等の枝等片づけする姿を見たり、行事にも参加している様子、道路で出合っ
て声をかけると元気に答えてもらっている
公園など子供が遊べる遊具を増やしてほしい。
共働きしている家庭としては、学童保育は大変ありがたいです。子供の数自体少ないです
が、安心して働けます。
児童クラブ（学童）の職員の資格がよくわからない。（大学の何かを専攻していたら良い
とか…。）正職員をきちんと配置するとか、教職や保育士など、明確な資格保持者の元で
の運営が望ましいと思います。
児童を見る(生活指導する）人のケアや給料の充実をできないと児童の健全な育成などで
きない。土台になる生活指導する人が倒れては意味がない。人は機械ではない。
子育て支援にはもっと力を入れて、子育てしやすい町にしてほしい！
共働きが多いので児童を預ってもらうことは助かるし、安心だと思います
全く遊ぶとこがない
安心して働きに行くことができると思います。
白滝地区では、子供の数が少なく、保育士2人必要なのか?と疑問です。保育所をくっつけ
るとかできないのでしょうか？
若いご夫婦の共働き家庭のお子さんの保育は重要です。新規就農の大切な条件です。
普通であると思われる。
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質問

８

介護保険事業

番号
満足や不満の理由、その他ご意見
1 よくわからないし、将来的に、どこで生活しているわからないので。
2 サービスの受け方がわからない。
遠軽町は福祉のまち、本当に町民は幸せです。どれほどのお金を使って支え合っている
3
か、もっと町民は感じてほしいです。
4 本当に介護を必要としている人に、サービスを提供してほしい。
今払っている保険料が、自分がサービスをうける年令になった時に還元されるかが不満。
5
国策の問題かと思いますが。
国民保険料であるが１年全然医者にかかっていない人も３割負担ではなく１割にすべきと
6
思うが難しいだろうか
7 高齢化社会といえども年１４回の介護保険料とりすぎです！！（ボーナス２回含む）
8 もう少しわかりやすい様にしてもらいたい。例：この様な場合は→どの様になるのか？
9 湧別町は独居老人宅に非常ボタンをつけているが、遠軽ではしていない
10 将来利用することになるため。
11 兄がいつもお世話になり感謝しています。私も健康元気で過ごしたいと思っています。
重要だと思うけど、まだお世話になっていなく、払い込むばかりなので不明です。年金か
12
らの天引きは不満である。
13 健康なので実感がない。
介護保険を払っておりますが、まだお世話になっていなませんが、なるべく使わないでい
14
たいのですが？
15 介護する施設が足りない。施設に入るのに何年も待つようでは。
町にだけ言ってもどうにもなりませんが、国でもっと無駄な金を使わずに、町などに良い
16
待遇をしてほしいです。
介護が必要な人は増々多くなるので、どんどん保険料を上げる訳にもいかないので、工夫
17
が必要
介護費用は、その人の所得によって、もっと差をつけても良いと思います。最近は町内の
あちらこちらに有料、無料、目的にちがいがあるが、それらに対しての行政としての
18
チェック機能がしっかり働いているのか心配です。（助成金の違法なことがおこらない
か）
19 まだかかわりはありませんが、皆が介護を必要とする人を支えるのは重要だと思います。
20 地域包括ケアシステムについて、もっと積極的に取り組んでください。
21 とても大切な事業だと思っています。
老人の場合は、世話してくださる方は本当に大変だと思います。なるべく事務的にして、
22
お世話される方の気持ちを楽にしてあげたいものですね。
23 介護保険金だけとられて、必要とするとき使用できない。
受け取る側の方は良いでしょうが、40才を過ぎた時から、夫の給料から引かれる額が高額
24
で、負担になっています。
25 自分たちの代で介護は受けられるのか不安。遠軽の人口が年に400人づつ減っている。
取り組みは良いと思いますが、高齢化して介護サービスを受ける人が多くなっても取り組
26
んでいけるのでしょうか
介護に必要な認定基準が不満である。保険料を納めているのもかかわらず認定されない事
27
がある
まだお世話になっていませんが、ほんとうに使いたい人が使えるようになっているのかわ
28
からない。
29 入る所がまだ少ない
年々高齢者が増加し、デイサービス施設が必要となり、介護問題が不可欠となり、介護士
の数も必要となりますが、現状の給料等ではなかなか若い人が家庭を持っての生活が大変
30
なので定着できず、少しでも労働条件を考えてあげてほしい。働く人がいないと施設も増
やせないので。
若い人々の減っている現状の中、予算が大変な事も十分承知だが、子が自宅で介護できな
い等（どうしても出来ない）方は少ないのだが、子が親を、悪い言い方ですが介護する事
31
がいやと言う人々が多いならば、施設の十分な対応を考えるしか無いと思う。厳しい予算
だが。
32 個人負担をなるべく少なくしてほしい。
33 高齢者、障害者の方には、手厚い支援が必要だと思います。
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質問
番号
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
63
64
65
66
67
68
69
70
71

８

介護保険事業

満足や不満の理由、その他ご意見
サービス的に、定員オーバーのことが多い気がする。高齢者が多いまちで、独居も多いの
に、もっと充実を図るべき。
元中央病院とか空き室の利用を考えるべきである。
認定手続きや介護サービスの内容を、わかりやすくパンフレットにでもしてほしい。
不親切。他人事なので適当にあしらわれる
使いたいサービスを受けれない人が居ると言う話をよくきくが？
保険のみとられ、必要な時に使用できない。
40才から年金プラス介護保険の支払までとなるとやっていけない。いくらなんでも40才は
早いのでは？
老後を考えるとこの整備は必要です。若者にも感化していってもらいたい。
介護老人ホームが足りないので増やしてほしい。
介護サービスの予算を多くしてほしいです。
高齢者が多いため必要だろうと思うし、重要なのでは？
そうなった時にあわてる必要がないので、前もって準備を整えておくのは良い事だと思
う。どんなものがあるか知らない人が多いので、もっと伝えていくと良いと思う。
これは当たり前のことと思います
もう、すでにやってきていますが、高齢化社会とても重要な制度だと感じています。聞い
た話では、認知症の方が入所できる施設が1年待ち！？とか・・・。いろいろな点で考え
たとき、予算がもっと必要なのではと感じます。子供、お年寄り、弱い立場の人が安心し
て穏やかに過ごせる町は、ほかの地域の方が見ても魅力的な町に見えると私は感じます。
今後老人増に備え、介護施設及び人員を確保する必要がある
将来的には皆さん何らかのお世話になる事です
活動が良くみえない
介護事業所がたくさん有ると思うが、中々使用する事が困難ですので、サービスを利用で
きるようにしてほしい
高齢者がとても多くなり重要だと思いますが、その高齢者の行き場は？介護サービスを受
けたくても、受けられない方も多いと思います。
入院や病人を預かってくれる所がもっとあればいい。
介護サービスを利用できる施設を、もっと増やしてほしいです。
家事に介護保険使っているのに、畑の草取りをできるというのがおかしい。本人負担を5
倍に上げるべきだ。保険料が上がるばかり。もっと厳しくして。自分の健康は、自己責任
だと思う。
どのくらいありがたいのか、まだわかりませんが、利用する人のお世話をする人を助けた
い。
今の自分にはまだ先の話ではありますが、高齢者期には必要な取組であると思うので続け
てほしいです
介護保険事業社に入っても大変高いと聞いております
介護サービスを利用しています。助かっています。
大変重要だと考えますが、内容がよくわかりません。
サービスを受けることがないのでわからないが、利用者の話によると満足しているようで
す。
介護サービス充実は大切。
国民年金で生活している人の介護保険の保険料を下げるように。
今までレベルで良い。
認定通知が遅い。
利用していないので満足度はよくわからない。
あまり効果のあがっている話は聞きません。
介護保険料が高すぎる
要支援の知人が以前、お風呂に行ったらリハビリに行けないと話していたから両方必要で
はないかと思った。
家の内では捕まる所があるので、普通に家事をこなしておりますが、外を歩く事は困難な
状態。でも介護認定が受けられません。何とかして下さい。
サービス事業所はあるものの、まだまだ介護疲れなどで困っている家族は少なくないと思
う。色々理由をつけ、受け入れを断る事業所もあるのが事実でしょう。
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質問

８

介護保険事業

番号
満足や不満の理由、その他ご意見
72 このことは必要であり、これからも維持してもらいたい。
73 老後はこの町でと思うくらいの、充実した制度を模索してみたら。
親がいるときは、デイサービス等で助けられました。これからは、自分のこととして考え
74
なければいけません。
75 高齢者が多くなってくる時代、重要だと思います。
76 介護だけ？取り組んでる？
難しい制度だと感じるところですが、利用する時が必ず来るので、若い世代から勉強（発
77
送、啓蒙）することが大切かと思います。効率的に運用してください。
78 遠軽町に住み続けるには、将来的にも更に力を入れて取り組むべきと考えます
79 事業者数が足りない。サービスの質がバラバラ。
80 高すぎる
81 介護サービスと施設の拡充への予算を増してもいいと思います
82 いざ利用するとなると、年金の問題とかである程度しか利用できない事もあると思う
健康保険と違い、介護保険の制度、サービス内容がよくわかりません。制度の周知は国の
83 所管かもしれませんが、町としても介護保険の概要の説明等の周知ができればお願いした
いです
84 若い人が将来の暮らしに不安を持たない社会にしてほしい
85 介護施設が全く足りない。今後も続くでしょう。
86 現行通りで良いのではないか。
老々介護の中で、介護保険事業は重要なこと。受けたいとき、ちょっとの時、市町村の門
87
が入りにくい。（すぐ間に合わない）
88 保険料が高い。
国民健康保険、社会保険等長年納付してきたが、この支払の中には、当然介護保険料も含
89
まれていたのでは。
90 高齢者が多くなるわが町、このことが1番の問題だと思います。
91 施設が少ない。高年が増えているので、もっと活用できる施設増を望みます。
年齢的にいずれ必要事項だが、今のところ必要性を生じていない。そういう時にはどうす
92
ればいいのか知識がなく、心配ではある。
高齢者の増加等で、町の予算が若干心配です！！できれば、より良い医療や介護をしてあ
93
げたい。
高齢者が増加するに伴い、介護保険を利用する人口が多くなることにより、保険料が高く
94
なるのも心配です。
95 まちでお世話してくださることと祈っています。
私も、介護認定についてかかわったのが1年前。父が認知症になったとき。1人暮らしさせ
ていたのだから、もっと早く介護認定を受けていればよかったと言われたが、知識がな
96 かったため大変でした。周りの人は「大変な思いをするのは町だから、役場の方から高齢
者はこうしたらいいなんて言わない」と言いますが、本当でしょうか？私のように無知な
家族は多いと思うので、知る機会があったらなと思います。
97 これからのことを考えて、介護のサービスの充実に期待したいです。
98 高齢者にもっと気くばり
99 どのように使われているのかわからない！！
100 大切な事だと思いますが、受けていないのでわかりません。
101 必要になった時はいつでも入所できるように整備してほしい
102 超高齢化で仕方ないか…。
デイサービスやヘルパーさんを派遣してもらってお掃除や病院の送り迎えなど援助を受け
103 られる介護保険は、いろんなサービスを受ける上でなくてはならない大事な制度だと思い
ます。お年寄りも社会につながって参加していけます。
104 まだ利用した事がないので使い勝手の良し悪しがはわからない
105 自分が介護を受けると考えた時、保険がないと生活出来ないと思います
106 まだ介護保険等のお世話になったことがないのでわからない
自分たちが年をとったとき、本当に利用できるのでしょうか？今の年よりたちだけが利用
107
できる制度に終わるのでは困る
108 安心出来ます。
109 利用できたサービスが廃止されるようであり、サービスが低下してきている。
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質問
番号
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
135
136
137
138
139
140
141
142
143

８

介護保険事業

満足や不満の理由、その他ご意見
介護も自助、共助、公助です。本人が健康でピンピンコロリ、先ずは介護予防。次に自
助、家庭介護、家族介護。家庭介護のための研修会講習会と介護者のつどいにもっと力を
入れて。介護は施設よりマンパワーですよ。
母の介護でサービスを利用させていただきました。ヘルパーさんにも大変良くしていただ
き感謝しています。その後も私達に声をかけてくださるし、良いと思います。
制度を知らない人が多く見うけられる。どこに相談するのかがわからない人もたくさん見
うけられる。
認知症について介護員にはもっと専門的・学術的な習得応対を期待し、一般の人にもその
知識の周知の機会をつくるべき
現在は利用していないので、実感がない。今後も、お世話にならない生活がしたいです。
高齢者社会となるので、力を入れて取り組んでほしい。年金は減るばかりで、大変な時代
になりました。
遠軽町も私が65歳になるとき、町のやく4.2割ぐらいが65歳以上になると思う。若い人た
ちには大変だと思うが、遠軽町は積極的だと思う。
今は利用していませんが、必要な事業だと思います。利用者の声を反映し、さらに充実さ
れることを望みます。
国民年金から引かれるものが多く、年金暮らしにはとても大変です。保険料をあまり上げ
ないでほしい。
介護する人の負担等が少しでも軽く苦しくならないような介護サービス（ヘルパーさん）
の充実化。介護が必要な人が、人生、楽しく、明るくできるような環境作りとか。
将来サービスを受けられるように、しっかりとやってください。
このような制度があることは知っていたが、自分が対象になるとは思ってもいなかった。
もっと上の年齢の方に対してのものだと思っていた。もっと町民に知ってもらえるような
工夫が必要だと思っている
介護保険は良いのですが、年金で支払うのは大変です
まだ介護保険にはお世話にはなってはいませんが、掛け金がもう少し安くなったらなと
思っています
介護にかかる費用、備品は高いので、負担してくれるのは嬉しいです。国民保健だけでな
く、社会保険でも町の検診、色々なもの、もっと受けれると助かります。
自分が納めた費用が返ってくるかが心配ですね。
私は、まだ利用する年齢ではありませんが、重要だと思いますが、支払う金額が少し高す
ぎるのではと思います。低賃金者にはきびしいです。
介護保険料を納めているのに、介護認定を受けないと利用出来ないのは不満だという声を
聞きます。
介護を必要とする家族がいるものとしては、非常にありがたいです。
老人より未来ある子供に金かけろ。
介護認定を受けていてもサービスは低い
介護保険をまだ利用していません。利用する時はケアマネージャーさんに相談したいと思
います。利用にあたって、制限が多いのではと不安です。
義母が「ありがとう」に入所しています。大変お世話になっています。
もっとわかりやすく、利用しやすくした方がいい
保険料、利用料が上がってきますが、その割には利用するときはなかなか大変なようです
国の施策が国民の方をむいていません。なんとか１割負担を守り、その他のことも納税と
同じ保険料を還元して下さい
保険料、サービスの問題
いずれはお世話になるかもなので、とても安心です。
他と比べて大きな金額におどろきました
学生だからあまりわからない。
自分のことを、これ以上動けなくなったときどうすればいいか。
介護サービスが必要になった時に、全町民にこれから先も使えるのだろうか？と不安にな
る
お年寄りを大事にしてほしい
介護事業は理解できますが、この事業全体の職員の雇用状態を考えると、パート、臨時、
契約職員が多い。責任ある仕事なので身分保障は大切
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質問
番号
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170

８

介護保険事業

満足や不満の理由、その他ご意見
若い世代と同居しているか別居しているかで受けるサービスに大きく差があると思う。仕
事をもっていれば高齢者の送迎も容易ではないし、納得いかないこともあったので。
合併前の３地区においても、遠軽町と比較しても、事業に取り組んでいる事を理解が必
要。本所が一番でない自覚を。
介護サービスを利用したいときは、すでに理解力が低下している方がほとんどなので、介
護保険加入時や後期高齢者になった時点で、どんなサービスを受けることができるのか、
どんな形態の施設が町にあるのかというのを、冊子や講義で知っていただいてはどうで
しょう。
今後、益々高齢化社会となる為、予算は増加すること確実であり有効であります。
これから利用する制度なので、実際その立場になったらどうなるのか不安もある
住民の老齢化が半々増えて来ているので予算も大変だと感じています
母も介護サービスを利用し、今、老人ホームの方でお世話になっておりますので、大変あ
りがたく思っております。
誰でも通らなければならぬ道。本人はともかく回りの人達の安心感があると思う。
施設不足、国民年金受給者が安心して入れる施設を希望。
私はまだ参加利用していませんので、利用した人に帰宅中出合って話を伺うと、楽しそう
に話してもらうので、皆様満足の明るい顔です
介護認定はどの様にしたら認定されるのか？病院の先生によってちがいはあるのか？
社会福祉協議会の対応が親切です。
収入が少ない家庭では、介護サービスの負担額でも負担を感じている人もいるみたいで
す。詳しい値段は分かりませんが、介護する人も、安心して任せられることを望みます。
少子化で、私たちがこれから介護を受ける年齢になった時に、きちんとサービスが受けら
れるのか、不安でもあります。
使い方がいまいちわかりづらい。
老々介護など、在宅介護で生活を崩壊させない対策が必要です。
自分もそのうち介護が必要な時が来ると思うので、ずっとあればいいと思います。
地域によってサービスの質が異なる。
介護が必要な方の負担が大きいように感じます。（自分はその立場ではないので詳しくは
わかりませんが・・・
一番の課題だと思います
全く役場職員がなってない！！（怒）
介護保険料が高額になってきており、年金者には大変である。
介護認定者が増えると思います。
保険料が高すぎる。
このことは個人的な事と自覚する事です。宿命ではないと言うことです。
介護保険が高い
介護保険の中で、もう少し国、道のなかで、もう少し庶民にめんどうを見てほしい
国の役割が、地方自治体へ転嫁されてくる。知恵を絞って、住民の福祉を下げないで。
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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

９

学校給食管理事業

満足や不満の理由、その他ご意見
給食の栄養バランスに疑問を感じる。（地域によるかもしれないが）学校を通してもなか
なか改善されない。
他地域から来た先生には、メニュー等不満があるらしいです！
子供も給食に満足しています
食育は、何より大切。27年度から公会計化と。孫21歳（6年前）遠中の時、給食費未納の
生徒が多く遠軽町内の中で卒業式の紅白まんじゅうが当たらなかったのが遠中で、給食費
の調整の関係と、子供の心にやさしさを。
現状は把握していないが、給食で喜びを教えてあげたいとは思う。給食がなくなるなんて
ことは、あってはならない。
いつもおいしい給食や工夫された献立を提供してくれています。子供も、苦手なものも食
べられるようになっていて、毎日楽しみといっています。アレルギー食など対応もされて
いると聞いていますが、十分な対応のための人的配置など、現場の方々はたいへんだと思
いますが、これからもよろしくお願いします。
給食を自分たちでつくるのも教育的だと思う。
子供たちが満足し、保護者の負担が軽減されている実績があるのであればいいと思いま
す。
実態が（具体的な）わかりません。すみません
給食まずい。病院食みたい。栄養士を変えた方が良い。
公会計化が不満。毎月払えない！払えるなら一括で払っている。ある程度まとまった時に
払う事もできるので、引き落としはやめてほしい
40年代の主婦と違って、今の両親は共働き（生活苦等）。食事を持たせる余裕のない家も
あり、給食は生徒にとっても親にとっても「有り難い」ことです。食べ盛りの高校生も給
食があると良いといつも思っています。
自分の地域の高校に地元のものが入れなくなる。学級の減少は困る。地元の子供を助けて
ほしい。
給食費はかなりの負担となります。義務教育中だけでも給食費全面助成して下さい。
栄養とバランス（おいしさを追求）※話題になるような給食
公会計化？
子供たちが口にする学校給食は安心安全が当たり前
給食ではなく、弁当でもいいのではないかと思っているので…税金がどのように使われて
いるかは細かく見えてこない。未払いの子ども・家庭にはどんな対応をしているのだろう
か。
給食制度は本当にありがたいことです。
郷土の品物の活用をもっとすると良い。
未払いの人もいると聞きます。何か打開策を考えないといけないと思う。
地元産野菜を使うなど、食育に重点をおいていて良い。
郷土、郷土と言ってもいいのですが、この先を見据えた教育を取り入れるべき。この先、
AIが発達して、ほとんどの仕事や役場の仕事もAIにやらせればいいので、人がいらなくな
ります。その中で生きていく役場の今、これを読んでいるあなたも例外ではありません。
これから先生きていくための教育を教えましょう。
すでに実施していたらすみませんが、給食において「郷土の味」や遠軽にいながらも「日
本や世界の味」が楽しめるようお願いいたします。こうしたところから、自分の地域や北
海道、日本を見直すきっかけになると思うので。
公会計化とはどんな意味ですか。栄養の面でもよく考えて提供していますので、とてもよ
いと思います。ただ、アレルギー対策の給食提供も苦労しているのでは
安全でおいしい給食を提供してもらって感謝しています。地元の食材も取り入れてくれて
いるようです。
学校給食費の徴収は、学校現場では悩みの一つです。公会計化し、町の子供を町で育てる
という観点が大切！
給食費、やっと公会計化になったんですね。これで、少しでも未納者が減り、安定した給
食運営ができることを望みますし、地元優先での商品購入もわかりますが、あまりにも値
段に差がある物については、検討してもいいのではないでしょうか。
丸瀬布に給食センターを新たに設置した費用がとてもムダに思えます。もっと有効な使い
道があったはずです。
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質問
番号
30
31
32
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
63
64
65

９

学校給食管理事業

満足や不満の理由、その他ご意見
給食費について、払えるのに納めない家庭がまだあると聞いている。もっと厳しく！
公会計化するのは良いと思います
食生活のみだれを正す上でも大切
使用者の料金支払いは？
給食費等収入に問題がないのに支払わない保護者については、厳しく納入させるようにし
てほしい。給与から直接引き落としさせても良いと思う。
どのようなものを食べているのか、親も食べる機会があると良い。
子どもの数が少ない割に予算が高い。職員の管理ができているか。
衛生面をしっかりしていただければ問題なし。
無料化してほしい。できれば。
来年度からの入学なので、学校給食にはわからない事も多いが、近所の小学生などからは
給食の楽しみを聞くので。子供には安全なものを食べさせたい。
年度末になると予算が足りなくなるのか、おかずがすごく少ない事がよくありました。
（中学校）子供がかわいそうです。
親が子供の食を責任を持つのはあたりまえ
子供が学校給食を利用しているので、このまま継続していってほしいです
あまりわからない
管理はされているようですが、実際に給食を食べている子どもたち側は内容に不満もある
ようです。安心・安全でおいしい給食は良いですね。
安心・安全な面は大切だと思います。家族に給食を頂いている子どもがいないため、どう
いったものか分かりません。給食費未納にも関わらず、平気で食べてる世帯があると聞い
たことがあるので、支払い他はきちんとするようにしっかりした方が良いと思います。
子どもに聞いたら給食おいしそうです。ありがとうございます。
田舎にしては充実していると思う
給食費は各家庭から均一に徴収することが重要。
各給食施設の維持管理、衛生管理、とても気を使っていると感じています。給食は、子供
たちの口に入る物なので、重要にマルを付けました。ここで書くことではありませんが、
（話が違うかと思いますが）中学生で言えば、肉が少ないと感じました。部活をする男子
生徒には、特にそうではないかと感じました。
皆さん共働きの多い中、とっても必要としているわけですので、学校給食を充分予算を出
して上げて下さい
これからお世話になることなので、しっかりやってくれた方が安心です
孫も学校給食のお世話になっているので関心があります。子供たちの心身の健康のため
に、もっと充実してほしいと思います。
給食費、きちんとみんな納めているのでしょうか？
限られた予算なので仕方ない面もありますが、給食の量が少なく、子供からは不満の声を
聞いています。美味しい給食を提供していただいて本当に感謝していますが、潤沢な量の
提供を願うばかりです。
子供のため、親のみんなが元気なこともなく、手助けをしてやってほしい。
給食事業は簡素化するか、民営化できないのでしょうか？
現状では直接利用は必要としていない
引き続きバランスのとれた食事を子供たちに提供していってほしいです
学校給食は私に関係はないのですが、これからの子供達にとって大変重要だと思います
子供たちの食は、安全が第一。添加物や放射能等気になるところです。
あたたかい給食を提供してあげることは大切なこと。
学校給食いただいています（仕事上）。異物混入が、たびたびありました。献立など工夫
されているのがわかりありがたいと思っていますが、安全面は気を付けてもらいたいで
す。
今までと同じレベルで良いと思う。
子供たちが安心して食べれるように、給食費もあまり上げず衛生管理の方も頑張ってほし
い。
学校給食を公会計化したことは、教育者の集金を減らして、学校に本来の仕事に集中でき
て良いと思います。
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質問
番号
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

９

学校給食管理事業

満足や不満の理由、その他ご意見
公会計化とは、はじめて聞く言葉でよくわからない。現在、未納者は減ってきているの
か。
昨今アレルギーの子供や、朝食を食べて来ない児童がいる様です。給食も大事と思います
が週に何回かのお弁当を見直すのも良いと思います。
食事の場である事を願います
子供達を大切にしてほしい。
安全面や衛生面における効率化ははかられたのだなと思いましたが、それによって学校独
自の行事などの自由度が、当初の話のようにはならず、残念な部分もあります。
全額給食費だすのもいいと思います
国内産の物を使っていて安心する。やさいの高とうに関係なく色んなやさいが食べられ
る。
良いことと思います。これからも続けてもらいたい。
子供たちが1日1回でも、お友達と同じものを食すことは大切と思います。
給食費を支払わない（引き落としされない）保護者に対しても、粘り強く支払ってもらう
よう呼びかけていただきたい。
格差（収入）とは関係なく将来の宝を育てる事業。みんながありがたい気持ちを助長させ
ながら、大切に守ってもらいたい。有効に感じます。
学校給食費不払い世帯が多いと聞きますが、学校給食運営安定の面で、徴収方法が大切だ
と感じます（不公平を無くしてほしい）
今後も安心な食材を提供し、子供の発育に供して下さい
給食費未納をなくすよう。
残念ながら小さい子から遠ざかり、今の現状がわかりませんが、子供はこれから大切な
人。体作りにも給食管理は重要。
給食費長期未納者の厳罰化すべき。逃げ得は許さないでほしい。それか、全額タダにする
か。
給食として良いのではないかと思います。
子供は国の宝である。未来有る子にはいくら使ってもかまわないと思う
皆が同じに食べれるのはいいと思います。
子どもがいるので気になるがどういった状況にあるのかわからない
小さい学校なので遠くから運んでいる給食はさめておいしくなさそう
自動引き落（給食費）になっても１００％の支払いではないと聞きました。平等になる様
にお願いします。
これから安心、安全な給食の提供をよろしくお願い致します。
今後継続すべきだと思う
1.身、義、体、心まで全体に必要だと思う。 2.現場、現物を見ていない。
学生生活を続けていく上で、欠かせていけないことだと思います。
遠軽の施設では、アスベスト問題はないのでしょうか？
子供の成長に関わる給食、量や質、充分考慮をお願いします
給食費未払いの人がいる為、学校によって卒業式の菓子が出ない学校もあるとききまし
た。払わず逃げる人がいないよう何とか声かけを。
この設問って評価になじむ事業なんでしょうか？
身体のために大切です。
孤食、欠食だから給食は必要で大切。食育が大切。やがて大人になり家庭を持ち子育てす
る時に、孤食、欠食が連鎖しない食育が大切。ただ給食を食べさせるのではなく、食べ
方、栄養バランス、衛生、作法、食物生産、環境を学ぶことが大切。
子供がいないのでわからないのですが、食の安全を十分に気をつけてくださっていると思
いますが、これからの子供達のことよろしくお願い致します。
子供たちの食育の面でよい事で、地元の食材を使ったり、食材を育てる事も「あり」かも
しれない。高齢者大学とのコラボも「〇」
朝、食せず学校に行っていると聞く
給食費の未払いってあるのでしょうか？
子どもがいないので実感がない。
昔は、お金に困って払わなかった人が多かったが、今はお金があっても、自分たちが贅沢
をしているにもかかわらず、子供の給食代など払わないでいる人が多いと聞いている。
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質問
番号
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129

130
131
132
133
134
135

９

学校給食管理事業

満足や不満の理由、その他ご意見
給食はとても大事です。今は親も朝食をとらず、子供も食べないで学校へ行く子供が多い
ようです。給食はとても安心だと思います。
子どもにも保護者にも、安心して親の収入で賄える（いろいろな家庭の）費用であれば満
足。格差が生まれないように。
子どものためなので、全力でやってください。
「郷土～」「楽手環境～」取り組んでいる様に思えない。「高校～」これも全く取り組ん
でいない！！考えろ！！
子どもたちが満足に食べられるよう量をしっかり確保してあげてほしい。少ないように感
じる。
給食費の未納など
以前、学校によって、給食費の滞納により、２、３月の給食が貧相になったり、卒業記念
のお菓子があたらないなどの事態が発生していたので、今後はないようにしてほしいで
す。
実際のところ給食費を滞納している家庭がありますよね。広報に名前を載せたらいいので
はないでしょうか？
子供の数が少ない少子化時代です。子供は国の宝です。
何に使っているかわからん。
おいしい食事をさらに提供してほしいです
成長盛りの子供には安全で安心して食べられる給食は大変重要だと思います。食品の放射
能検査はされているのでしょうか？
食事を満足に与えられなかったり、偏った食事の家庭では、学校での給食が助けになって
いると聞きました。安全・安心な給食をお願いします。給食費の滞納は？
地元の野菜、特産物を給食に取り入れて下さい
子供の給食メニューを見ますが、カレー味のものが多く、カレーばかり食べている様に思
える。その他、色々な味を給食で食べさせるのが食育なのではないか？また丼ぶりや色つ
きのごはんが、多く白米を食べなくなる子もいると聞きました。少ない給食費の中でのや
りくりは大変とは思いますが、それを工夫するのが栄養士さんの仕事だと思うので、よろ
しくお願いします
働いている親としては、給食は助かります。バランスもいいし。
学校に行くためにいろいろ援助してもらえるから、すごく助けられていると感じる。
生田原の給食は他の地域と比べておいしいと言われているので、ぜひ続けてほしいです。
給食は無料になるぐらいが本当は良いと思う
委託業務でいいのでは
丸瀬布、あんなに大きな施設は必用？子供もどんどん減っているのに。
なぜ遠軽の給食費に合わせないとならないのか。丸瀬布や白滝はしわ寄せがきて給食費が
高い！
栄養のこと等を考えてくれているので、必要だと思う。
利用はないですが、未来の子供達の為には必要
丸瀬布のセンターを新しくしたならば、もっと活用すべき
健康は食べ物から。僕は給食を食べられることが当たり前だと思って、小中学生を過ごし
てきた。当時何も考えていなかったので、個人的な満足は今の感覚でしかわからない。で
も何も考えずに給食を食べられる環境というのも”あり”といえば”あり”なのかも
自分としては子供の時、給食はなかったのですが、育ってきた事、子供を育てた時、給食
は最低の栄養を保っていくので、精神的、肉体的大事と思います。私も子供の頃のおいし
くて家族中で一生懸命に作ってくれたのは忘れず、ある程度子供を育てる時には、精神
的、肉体的にも掛ってくると思います
いろいろな料理を出してほしい。品数が少ない。
アスベスト問題がありましたが、その他の何か問題が起こった時、給食を停止しなければ
ならない状況になった時の対策はあるのですか。
今、日本中に貧困層の問題が取り上げられている中、みんなと一緒に同じ物を食べられる
のは重要。
地元食材を使用した「食育」が大切だと思います。
特色ある学校給食、栄養面だけでなく子供にとって魅力あるメニューづくりに他市町村栄
養教諭との連携を深めて欲しい。
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質問
番号
136
137
138
139
140
141
142
143

９

学校給食管理事業

満足や不満の理由、その他ご意見
未来を作っていく若い人達には絶対必要だと思います。(体作りのために良いと思いま
す。）
子供達が口にするものなので施設は衛生面で大事だと思います
給食費が高い
丸瀬布・白滝の給食は特に美味しくないです
自校給食と給食センターの給食に差があると思います。
食べることは大事です。これからの子供たちに安心して勉強してもらえるように、給食は
力を入れてください。
公会計化は安心できよいことです。食材の業者比率を下げて、新鮮な自場産を供給する組
織化が必要かと思います。
全般に我は貧しいもう少し子供の子供を見て欲しい。
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質問１０

高齢者大学事業

番号
満足や不満の理由、その他ご意見
1 高齢者が増えていくので、今後さらに充実させていく必要があると思う。
2 遠軽高校定時制に入ってもらいたい。存続に協力してほしい！
3 必要ないと思います。
大切でありがたいことです。よくぞここまでと感心です。高齢者は1人1人が感謝の気持ち
4
で参加してほしいとともに、自分の力も。人任せにしないでと思います。
5 高齢者になったら行ってみたい。
6 その大学で、資格や趣味の発見に貢献してほしい。
高齢者だけのコミュニティもひつようなのかもしれませんが、若い世代とかかわるコミュ
ニティも必要と感じます。伝統工芸の技術が失われつつあるので、職人気質の多い高齢者
7 から学びたいことも多くあります。また、若い世代とのかかわりによって、生きがいを感
じてもらえばと思いますし、まちをつくってきた高齢者から、これからのまちづくりのバ
トンを責任を持って受け取れるような気がします。
実態、現在高齢者大学に通っている人の声がわからないので答えようがない。具体的にど
8
んなことをして何人利用していて、利用者のここ数年のすいいもわからない。
瞰望大学等町主催で行っていますが、良く大学に入っている方で悪口、嫌味等を聞きま
9
す。何の為の大学かと。幼児の教育、親との教育の方に力を入れて欲しい。
10 対象を７０以上にしたらいかがか。６０歳はまだまだ自分でやりたい事を見つけられる。
11 各サークルのＰＲを広報に出した方が良いと思う
12 積極的に参加できる様な工夫が必要と思う
13 高齢者は増加傾向にあるので大切
14 活発に活動を支援し、高齢者に生きがいを与えてほしい
15 現在利用しています。
16 大学に入っているのでありがたいです。
私は高齢者大学に通ってもう１０年もたちました。大事な町の予算を使わせてももらって
17
いるので、ありがたく日々楽しんでいます。
大学と人数を決めて一定期間活動するのではなく、いついつこういうものをこういう指導
18
者の元で実施するので希望者を募るという形が良い。
19 利用する人がいるかどうか。
20 足腰の悪い人は思うように動けなくて残念です。大変良いことだと思います。
21 社会人講座をもっと増やしてほしい。
22 高齢者だけではなく、誰でも学習できる機会がほしい。
これは人によると思います。金銭面で余裕のある人、ない人、もう体が動かない中でも労
働をする人もいて、早くから事業を起こして、マンションなどの家賃収入で老後を過ごす
23
人、高齢者大学事業は、ほとんどの人が利用していますか？ニッチなものなら、やり方を
変えてもいいと思う。
高齢者大学に入った方が、その後地域にどのような形で貢献しているのか。それとも趣味
24
の延長で終わっているのか？
25 もっと子育て世代へ使ったら良い
最近の６０才以上の方は、高齢者という意識がうすいので７０才等、工夫が必要かなと思
26
いました。同居の７０代の義父母は全く関心がないようです。
27 高齢者と幼、小学生がふれ合い学び合うような大学の事業であってほしいと思います。
28 60才にはもう少しあるので、60才になったら良い取組と思えるのでしょうか。
29 若い人達との交流もあると良いと思う。
30 母も元気に通ってます。
認知症患者にならない為等、体の健康が今さらに必要。心・体・頭健康で自分の事を自分
31 でできる様な対応をさらに充実。（介護医療費の抑制の為にも）参加者をさらに増やす事
が必要
高齢者の方がお金ある。まして、大学に参加されている方は特になので、予算はいらな
32
い。
33 高齢者大学の内容がわからない。どのくらいの人たちが参加しているのか。
34 高齢者対象は良しとして、本当に必要なものか？
35 高齢者に夢を、生きがいを！！
70歳過ぎたら、がんぼう大学に入ってみようかなぁー。楽しそうです。知っている人がた
36
くさん通っていました。
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質問１０

高齢者大学事業

番号
満足や不満の理由、その他ご意見
37 予算がこんなにいるのかな？
38 お金をかけず、それぞれサークル等のようなものをつくり、広報に載せればいいと思う。
60歳以上の町民が何％参加しているのですか。趣味の範囲なら、別の使いみちを。本当に
39
必要ですか？
高齢者より若者の学習を優先すべき。知恵、知識、礼儀、道徳の低い若者が多い気がす
40
る。
41 生きがいを見つけたり、コミュニケーションを図るためにはいいのでは。
42 実際に高齢者大学に通う人たちの意見を聞いてみたいです
43 参加した事無しの為
生きてる内に何か常に学ぶ事は大切だと思います。何もしないで時間が過ぎるより充実し
44
た日々の方が良いです
45 まだ、重要と思わないが、参加していないのでこれからです。
何歳になっても学び続ける気持ちが大切だと感じますし、自分自身もそうでありたいと
46 思っているので、自分がこれから行く道である60歳以上の年配者の生きがいのある充実し
た学ぶ機会を、これから続けてもらいたいと感じます。
47 生きがい見つける事が出来ました
48 どのような事をしているのかわからない
49 高齢者の為の事業は大切なのでいいと思います。
あまり大学は必要ないかな？人の話を聞いていると特に良いと思わない。それなら老人ク
50
ラブの方に予算を出した方が良いのかなあ？
51 高齢者が多く、そのためにも重要だと思う。
回数が少ない。もっと増やして、誰でも参加できるように。健康講座も増やして、もっと
52
身近にあるものなどの方向にしてほしい。
まだ、家を空けられない人もいる。だから、行ったことも参加したこともないので、わか
53
りません。
54 農業、水産大学があればいいのですが。
55 常に学び、前向きに生きるよろこびを感じ、充実した時間を送るのに有効。
高齢者の方が元気でいらっしゃる事は町の幸福度の１つと思います。充実した対策を願い
56
ます
57 語学など専門分野があれば良い
58 高齢者の充実した生活のためにも続けてほしいし、もっと取組を広げてほしいです
59 まわりの高齢者で高齢者大学を利用している方はいません。利用しにくいのでしょうか？
高齢者に使うなら若い人材に力をそそぐ事の方が重要。（働く場所等。高齢者に子供をみ
60 ていただきたい。仕事している親のため子供達のおやつを作ったりする。）６０歳以上の
高齢者は生きがい、趣味は自分でみつける事
61 65歳以上に年齢上げてはどうですか？
私は高齢者大学に行っていないのい。でも、知っている人大勢いるので、楽しそうに話し
62
てくれます。
63 特定のグループができやすい。
60歳は、今や高齢者ではないですよね。内容はよくわからないのですが、必要性は感じら
64
れません。
65 身近に参加している人がいないのでよくわからない。
66 生きがいになっているのであれば同じレベルで良い。
67 はじめて知りました。
68 高齢者にとって自分を表現できる場所があることは素晴らしいことです。
69 楽しんで、元気に過ごせる場は必要ですね。
70 生きがいを見つける大切な場所だと思います。
71 そこに参加しやすい環境（交通手段など）の整備も進むといいでしょうね。
72 必要なし。
73 高齢者にとって、公の場に出て皆様で過ごすことは、とても大切と思っています。
74 がんぼう大学に通われている方が活躍できる場面を作ってください。
75 指導者の発掘～教委にできる人いる？
高齢者の生きがいを助長させる大切なものと考えていますが、参加していないものが答え
76
られない。それで「普通」とは変ですが。
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質問１０
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

高齢者大学事業

満足や不満の理由、その他ご意見
６０才以上が高齢者？６５、７０才以上からでも良いのでは？若い世代の学習機会、発
掘、育成、活用のほうが必要では？
生きがい対策としては良い事だと思うが、どのくらいの人が利用できる環境にいるのかわ
からない
いつまでも元気に社会と関わって下さい
現行通りで良いのではないか。
高齢者大学に行っていないのでわからない。ただ、個人で行っている趣味（サークル）利
用料（施設）が高く、運営が大変。また、利用を少なくしている。
大変良いことと思います。いつまでも、心と体を健康でいるために。
自分自身は必要感がないが、高齢社会が進むからには対応策を広げるべき。金額的にも、
質問9学校給食関連と比べて2ケタの違い。
必要だと思うが、実際何をしているのかよくわからない！！
どこのまちでも行っていることです。
高齢者大学とは、どんなことをしているのか明確でないので。初めて名前を聞きました。
高齢者も集まって学ぶ機会はたくさん有ります。年齢の高い人より若い世代にお金を使う
べきだと思う
大学生じゃないのでわからない。
希望の人が多いのであれば行った方が良い
参加したくても車がなく、バスだと不便でいけない人も多いと聞きます。バスとセットに
するなど、公共交通と併せて検討してほしい。
生涯学習の取り組みは重要である。
大学は別として中学、高校の学習会
お勉強するチャンスを与えていただけるから充実した老後を楽しめると思います。
高齢者に対する取り組みがよいと思います
外出の機会も増えるし、趣味の友達が出来てよいと思う。男性の参加が少数とか。
作品発表の場がもっとあると良い
参加したことがないのでわからない
役場で何でも用意してあげる必要はないのでは
私もお世話になり、楽しく育っております。
重要な事ではあるが、個々にこの重要が知らされて来ない。
参加していないので中味がわからない。
どういう訳か老人クラブには気楽に入れるが、高齢者大学には抵抗感があると言う。受講
内容が時代に合っていないから？男性が極端に少ないのは何故？一昔前の悪いイメージが
未だに引きづっていて偏見の目と堅苦しさがある。今一度内容を考えてみる事も必要かと
思う。
高齢者大学事業が、宅老所的な福祉事業ならそれはそれで良い。生涯教育、社会教育の一
環としてなら、個々人の趣味的な殻をぬけ出し、地域活動・社会活動に力を入れるべき。
いろいろな事業にとりくんでいる様に思われます。これらまだまだ高齢者がふえる中よろ
しくお願い致します。大変でしょうけどね…。
人生の先輩が第２の人生を充実させていくのに必要。高齢者と子供たちがお互いに関る事
ができればと思う。
大学は６５才以上にしてはどうか。生活に余裕のある人から授業料を徴収すべし。
がんぼう大学の学生ではありませんが、興味のある講座が開かれていることがあります。
一般の方にも開放されると嬉しいです。
参加したことがないのでわからない。
一人暮らしになってさみしくしている人が多く見られるので、もっと、みんなに知っても
らったらよいのではと思う。
高齢者大学とは？初めて耳にしました？
大学に行っている方々は喜んで受けているようで、やはり、生涯楽しみと思います。
高齢者も大切ですが、普通に働けない若者、障害者が、社会の中に入りやすく、健常者と
一緒に働ける環境がほしい。
60歳は対象外にしても良いくらい、今の60歳は元気です。
一部の人の私物化みたい
高齢化社会にむけて、良い事だと思います。
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質問１０

高齢者大学事業

番号
満足や不満の理由、その他ご意見
116 こういう質問を出すという事は『がんぼう大学』を止めたいのでしょうか？
60才以上になった時に高齢者大学に行くより、生活のためにパートなどの仕事を優先する
117
と思います。
高齢者大学は必要だと思います。いくつになっても学習する事は大切だと思います。認知
118
症予防にも大切だと思います。
内容等以前に高齢者大学と言う名称がいや。今の時代、60歳を高齢者と呼ぶなんておかし
119
い。母は70歳を過ぎているが「私は高齢者じゃないからいかない」と言っている。
120 年令を上げるべき
「社会教育の充実」が高齢者大学事業だけというのはいかがなものか。指導者の発掘・育
121
成・活用を本気で考えているとはとても思えない
近々入学したいと思っています。高齢者が増える中、充実を図って下さい。内容等のＰＲ
122
が必要かと思います
123 生きがい等も大切だが、運転免許証等の説明などもしっかりとやってほしい
124 予算が少なくないか
125 子供の方に予算を使った方が良いと思う
126 参加されている方々はお元気で何よりです。続けて下さい。
127 色々な人と友達になるし、ボケ防止になるし、いいことですね。
128 遠軽は福祉の施設がたくさんあっていいと思うから。
129 高齢者が引きこもらないための一つの有効な取りくみだと思う。
130 高齢者大学と老人クラブがあるが、加入者の偏別があるのは
引きこもっていると孤独死に気付かなかったり、認知症の進行につながるので、外に出る
131
機会があるのはとても良いことだと思います。
高齢者にとって外部に係ることがことが重要（人と接することにより活気を保つと思いま
132
す）
133 いい事です。いろいろ考えて、して下さっていると思います。まだ未入学。
高齢者大学を設置しなくても、やりたいことをやっている人は結構いると思う。けどきっ
134 かけにはなると思う。死ななければ、自分も将来何をやりたいか考えるため、心にとめて
おきます
人間、子供の時から育つ内容は違っていると思います。大人になって知らずに事を過ごし
ているひともおり、いつまでも生活面でも世の中の有り様を知る事は大事と思いますの
で、多少の出費は良いと思います。現在参加していないので内容的には分かりませんが、
入っている人達は以前よりよく話題も増、楽しそうにしているので、私も近々参加へと
135
思っています。私としては直接関わっていないのですが（現在働いているので時間ない）
色々な事も関わりをもって、自分の気持ちも高まりつつ、他人と関る事で人生も明るくな
るので必要と思う。（現状ではこのままでいいと思う）バスにのって遠軽にも出かけてい
く（福祉センター）方々にも出合う。精神的健康にも良いと思って居ります。
136 使った事ないので
年代差のある友達と協働で何かをすることは素晴らしいと思います。高齢者大学→何か
137
若々しくなりそうなネーミングがいいと思います。
138 高齢者の方が認知症になるリスクを下げてくれそうでいいと思いました。
139 ６０才以上…まだまだ活躍できる場があると…
140 歳をとっても元気な方が多いので、どんどん交流をした方が良いと思います
社会教育は事業する係で、今はあまりにも事業が少ない。本来の仕事が一般行政に移って
141
いるようにみられる
142 現在で良いのではないか
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質問１１

図書館図書室管理運営事業

番号
満足や不満の理由、その他ご意見
1 赤ちゃん用の絵本をもっと充実させてほしい。ベビーカーがあるのは助かる。
図書館は遠軽地区１か所で良いと思う。生田原、丸瀬布、白滝地区は、やまなみ号巡回す
2
ると良いと思う。
図書館に行くと何とかなります。家に本がなくても、高齢になっても、図書館まで行ける
3
様、高齢者大学でお勉強ですね。
図書館はよく行くが、なんというか、新しい案はないですが、もっと良い図書館にできる
4
気がします。イベントもそうですが、机の配置とか・・・。
毎月新書を入れていただいたり、職員の方も親切です。利用しやすいので、こんな図書館
5 のあるまちに住めてうれしいです。できたら、北見みたいに、小さいカフェスペースが
あったらよいですね。
6 勉強できるスペースを増やしてほしい。
図書館は公共空間の１つとして、とても重要な施設だと思います。本を読んだり貸したり
7 する以外にも、まちの住人たちが交わる企画を期待します。カフェスペースやシアター
ルームがあっても楽しいのかなと思います。
遠軽図書館は、ゆっくり本を読める環境じゃない。音が響くし気がちる感じ。置戸の図書
8
館はおちつく。
9 読みたい単行本やその他の本は自分で買い、年に六回ほど読みます。大事にしています。
10 子供がたのしみにしている
11 閉館時間が早い。仕事の後で行けない。民かんに委託してはどうか
12 図書館移動車両カレンダーの作成
13 やまなみ号も必要だが、逆に町営バスで図書館での活用をしてみては？
14 やまなみ号が、いつどこにいるのか分からない。図書館、とても入りずらい雰囲気です
15 先日久しぶりに行ってみましたら、種類の多さに感心しました。
音楽ホールなんて作らなくてもいいから、きちんと整備された図書館をつくってほしい。
16 蔵書の充実ばかりでなく人の配置も少し考えたら良いのではないか。漏れ聞くところでは
司書資格を持っている人は少ないとか。人も充実してほしい。
17 これから利用しようと思っております。
18 やまなみ号、長い歴史があるんですね。素晴らしいことですね。
19 上手に運営されている。
20 すでに実行中かもしれませんが、ホームページなどで蔵書や新着情報が分かると便利。
21 本を読みたくても、お店がない人たちには良いことと思います。
22 ＤＶＤ視聴ができないのが残念です。
「やまなみ号」が学田団地に来ているのを見かけますが、借りている人がいません。いな
23
いなら、別に来なくても・・・。
遠軽図書館の職員の態度が悪い。やる気ない職員を図書館に置くべきではない。湧別図書
24 館の方が数倍良い。行きたくなくなります。図書館の子供のスペースを壁をつくるなど、
なぜしないのか。改善を求めます。図書館職員、入れ替えてください。
図書館よく利用させてもらっています。ほしい本のリクエストを受け付けてほしい。（目
25
安箱等をおいて）
今の図書館もきれいで使いやすく、職員さんも昔からいる人など、良い人ばかりで。これ
26
からも、その方たちの要望にも対応しつつやるといいと思います。
蔵書数や専門的サービスで、他町を圧倒的に下回る。図書館は、司書がカギとなる人物。
27
より一層の活用を。
28 専門の図書が古く数が少ない。何年たっても同じものばかり。
この事業は昔から地味で、学校でも地域（行政）でも活動を盛りあげる為の工夫が検討さ
29 れるが、比較的長続きせず、頭を悩ます領域だと思います。多分、他の市町村や学校等で
のアイデアを参考にしているのではないかと思います。具体的に私もわかりません。
30 いつもお世話になっています。これからも、どうぞよろしくお願いします。
31 図書館は必要だと思うが、移動式は必要があるのか疑問。
32 祝祭日も開館してほしい。
33 もっと運営費を抑えれば良い。
34 本を読む、勉強をする場所をもっと拡充してほしい
私個人的に本はすごく好きなのですが、自分の仕事が月曜休みなので図書館に行きたくて
35
も行けません
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番号
満足や不満の理由、その他ご意見
36 図書館はしっかり利用させてもらっています
本の充実さにかけ種類も少ない。借りる時に、借りた本の名と日付を明記したカードを発
37 行してほしい。貸す時に確認できるように。他町村の通帳を出す（借りた本の名や日付を
明記した）アイデアはとても良いので遠軽でも出してほしい。
やまなみ号の使用度が減っている様である。ネット時代なのか。子供達が本と向き合う有
38
効な方法を。
図書館内の学習スペース（読書や調べ物）がパーテンション等がなく落ち着いて利用でき
39 ない。受験シーズンなど、けっこうたくさんの学生さんも見ますが、館内のそのような場
所が充実されると利用者がもっと増えると思います。
遠軽の図書館は、職員の人がべらべらしゃべっててうるさい。子供が本を読むこーなーぐ
40
らい、もっとかわいくかざったらいいのに。殺風景。
41 たまに、図書館を利用しているので。
古い本しかなく、どのような基準で新刊を入れているか。みたいと思う本が入ってこな
42
い。
43 よく使わせてもらってます！設備の充実お願いします！
44 管内が寒くて、ゆっくりしていると冷えてくる。雑誌が少ない。
45 行ったことがない。
本が好きなのでよく利用しています。やまなみ号も子ども達が学校で楽しんでいます。毎
46 年ある古本市は、場所が狭く見にくいです。勉強や読書で使用する机に仕切りをつけ、向
いあっても集中できるようにしてほしい。他の市町村の図書館はほぼそうなっています。
小さい子を連れて本を借りに行きづらい。休み期間になると学生が席をたくさん使ってい
47 たり、ＰＣを使っていたりするので、利用しづらいと感じる。本棚の脇に座れる所がある
といいのだが。
48 本を読む機会が少なくなっているので、これからも継続していってほしいです
専門書等少ない印象です。どうしてもインターネットや個人購入になってしまい、図書館
49
へ足を運ぶ回数が減ってしまいます
本を読むことはとても大切な事だと思います。図書館自体へ行く機会が減っているのも事
50 実です。もっと来てもらいやすいアピールをしてみると良いと思います。本の種類とか、
本を取り入れた生活の仕方とか。
51 図書館運営に金を投入すべきである
52 新しい本がもっとあればなおいいですね。
運動のしない方々がひまつぶしにとっても重要だと思います。ギャンブルにはまるよりは
53 とっても良いと思います。私もたまに寄って見ると、パソコン・昔の本、何でも調べられ
るし、寒い時には本を読んでも良いし。
54 よく利用させてもらっています
図書館のイベント等は幼児向けが多いので、ほかにも、小学生向けのものが増えると、子
55
供も足を運ぶと思う。
56 やまなみは、昔から良いですよね。
インターネットを通じて借りたい本などない時は手配して取り寄せてくれるシステムはあ
57
りがたい。分からない事があった時の館員さんのサービスも親切で感謝しています。
ネット環境が子ども達に悪影響をあたえているところがあるので、もっと本や新聞からの
58
情報も活用して学習して欲しいので有効。
59 子供が喜んで絵本を借りてきます。
遠軽町図書館の出入口（国道からの）と駐車場内の除排雪を行ってほしい。利用しづらい
60
状況です
61 図書館の蔵書は”古い”イメージがあるが？
子供たちへ本を読むことの大切さを教えてあげてほしいし、イベントもたくさんやってほ
62
しいです
ほしいと思った本を徹底的に探してくださる事に感激致しました。これからもよろしくお
63
願い致します
建物自体が図書館として建てられたものでないせいか、なんとなく落ち着かない。ゆっく
64 り読書するという雰囲気がなく残念です。前の図書館は良かったのですが、何とか工夫で
きないものでしょうか。
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満足や不満の理由、その他ご意見
図書館は、よく利用させてもらっており、充実しています。やまなみ号も、ずっと運行し
てほしいです。
自由に使えるコピー機（有料）がないため、いちいち係の人に依頼するのは時代遅れ。図
書館へ行く足が遠のく。
移動図書館の利用を増やすため、もっと巡回場所を作って、利用の促進を図るべき。
学校等でも、本を読む楽しさを教えれば、やまなみ号がより活用されると思う。
利用しています。
購入図書に片寄りを感じる。
図書館のみでは利用する機会があまりありません。
色々なイベントも有る様なので、ますますのアイデアで利用者が増えると良いです
町の図書館は、本を並べ、そまつな長机を置いているだけ。とても本を親しむ環境とは言
えない。他市町の図書館の設備を見習い、早急に改修すべきである。
図書館の本の分類方法が難しい。アイウエで検索できる物がほしいのですが～。
湧別町では、学校図書予算は遠軽町の２倍近いと思います。限られた予算をどのように配
分し、１０年、２０年先の遠軽町の町づくりをどのようにしていくかですよね。
図書館にはたくさん職員がいるのに、借りた本に前の人の返却日の紙がそのままだったり
汚れたままだったり。
利用したことがないのでわかりません。
図書館の蔵書内容がまだまだ充実している気がしない。興味をひくものがない。
やまなみ号の利用はあるのでしょうか？
良いと思うので続けてもらいたい。
各自で取り組むべきと思う。
新刊本etcも、早く読めるため。ありがたく利用させていただいています。
図書館まで行けなくても本が読めることは、高齢者にとっては大変ありがたいことです。
本を借りに行くことができない児童には役に立っていると思う。借りに来てではなくて、
読む機会を与えていて良いと思う。
私には使用することがない。
私は週間紙見に行くのですがあまりなくて困ります。借りるのは１週間位でよいのではと
思います
白滝地区の本が少ないので、幅広く借りられる方法はないのでしょうか
更に内容を充実して下さい
図書館はよく利用させていただいています。
本を楽しむことは個人の問題であり、昔のように、その本が手元に届きにくい時代もあっ
たが、今は、近くにその機会はあらわれている。移動図書館車は、まったく特定の人に便
宜を図っているだけ、不用である。
読みたい本がなかったりする。要望・希望にこたえて購入するシステムもあれば良いと思
う。
もっと本を増やしてほしい！！
必要性を感じない。
職員の対応は良い。検索のPCの使い方がわかりにくい。
図書館等は必要であり、個人的にも役に立っている。移動図書館車等は、利用度はどのく
らいなのか？
主に、子供の絵本を借りに行くのですが、新しい本が少ないような気がします。隣町の湧
別の図書館は、種類も豊富で、何回でも足を運びたくなります。
図書館に休館日は必要ありません。スタッフをやりくりして、毎日開いていることが重要
です。
本を読むことが苦手でも、ＣＤやＤＶＤから情報を得たり、親しめる人もいる。良い内容
のＣＤやＤＶＤを視聴できるこーなーがあっていいのでは。（大型の図書館では、そのよ
うなコーナーがある）
もっと入りやすい様にいろいろな本を貸しやすい様にしてほしい
図書館に行った事がないのでわからない。
もっと楽しめる場所になったらいい。上湧別の図書館とか…子どもが喜ぶのに…遠軽は…
一人ででも利用可能なので満足!!
必要だ
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図書館図書室管理運営事業

満足や不満の理由、その他ご意見
やまなみ号は役に立っているのでしょうか？広報でお知らせ下さい。又、４箇所も必要な
のでしょうか？広報でお知らせ下さい。
時々利用しています。遠軽駅、バスターミナルなどにもちょっとした場所があると、町の
良さが伝えれます。
小学生の頃、やまなみ号をよく利用していました。
ほとんど使用しない。自宅から遠い。
図書館に行くことによって、本を読んだり、十分そこで知識を増やせるし、本を借りてき
て楽しむことができます。調べて役立ったり、充実した時間を提供していただいている。
本が少ないと思います
もっと子供が利用するような方法はないものか？
毎週月曜の休館日はわかるが、正月、ＧＷ，盆と連休にしすぎ。休日こそ利用したいの
に！まったく役所仕事、シフトを組んで開館すべき！図書の利用歴カードもほしい。とに
かく休日に開けてほしい！
最近は読書の量が少なくなっているかと思うのですが、積極的に図書館に通うきっかけが
あれば良い
時々利用しています。いつも親切にしていただいています。
本が好きなので、時々は図書館に行きます。
私はほとんど利用しないのでわかりません。でも必要なものでしょう。費用が妥当なもの
かもよくわかりませんが、職員の人件費と施設、設備の支持管理費
良くしていただいていると思いますヨ。出来るだけ図書館りようしたいと思います。夏、
冬、まごが遠軽にくるとかならず行きますヨ。
書籍の整備より運送事務にかかっているのでは
他の図書館のように絵本の原画展や作者を呼んでのイベントなどがあるといいと思いま
す。
年間100冊以上借りている。大満足です。
何か調べるときなど、図書館に行ってゆっくり見て歩くのが楽しみにしてます。孫と行き
ます。
本の充実化。
移動してから明るくて利用しやすくなった。
継続してください。
蔵書が少ない
図書も充実しており、お知らせなどもあり学習のきっかけになっている。
図書館、やまなみ号を利用した事がないのでわからないです。
子供にとって図書館はとても重要だと思います。図書館に行く習慣は、頭の発達にも良い
と聞いた事があるので良いと思います。
図書館で大いに勉強したいと思いますので、よろしくお願いします。
本（他）が不足しています。いつも同じ事ばかりです。
学習の場でもあり、重要だと思います。
自身があまり利用しないため満足度は普通だが、頻繁に利用される方の意見を聞くのが良
い。すでに設置してあるのかもしれませんが、今後こうしてほしい、こんな本をおいてほ
しいとか。
東小学校から遠い場所にあり、子どもが１人で利用しづらいです。児童館付近にも図書館
が欲しいです。
やまなみ号は大変便利ですばらしい事業で、これからも続けてほしい。しかし、遠軽町図
書館の蔵書が、北見やあばしりに比べ、圧倒的に少なすぎる。町民などからの寄付寄贈含
め、増やしてほしい。
図書購入にはお金がかかりますが、これが町の知識レベルの評価です。図書館よりの出口
が危険と思いますが
図書館はよく利用しています
丸瀬布の児童館（？）と図書館を一緒にしないでほしい。静かにするべき場所と元気のあ
る子供を一緒にするのはどうなんだろうか？うるさいし、約束事も守られていまい。職員
も注意しないし、職員が大声で喋りうるさい事もある。やるからにはきちんと図書館の役
割をはたしてほしい
学習スペースがほしい
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138 よりがんばって下さい
139 新刊などすぐに読めるので有り難いと思います
140 ほとんどりようされていないことが問題。ただあるだけになってはいないか
しばらく図書館に行っていないのでわかりませんが、移動やまなみ号で、いろいろな本に
141
出会えると知人が言っていました。
142 図書館を使用しない。
143 図書館司書の充実
144 図書館の解放行事が少ないと思う
145 今年何度か利用しましたが、少し蔵書が探しにくいです。
146 図書館を利用しない。
147 丸瀬布生涯学習館の改築をしてほしい（毎年冬に雪解け水が雨漏りしているから）
町内どこでも借りたり貸せたりできるのはありがたいです。本も新刊が充実していて楽し
148
いです。
余り利用する時間がありませんが、いついっても暖かい感じのより所として、もっと利用
149
者が集えれば。
丸瀬布の図書館にないものが、やまなみ号で運ばれてきました！難しいこととは思うけ
150
ど、もっと蔵書を増やしてほしいです
子供が読み聞かせに行くので楽しみにしていて、本も好きなのでいろいろな本をおいてほ
151
しい。
152 素晴らしい取り組みだと思います。
153 丸瀬布では日曜日が休館になっている。仕事をしていると平日利用できない。
もっとゆっくり出来る図書館であってほしいと思います…。たとえば学生や一般の人がつ
154 かいやすいよう個室などあり、個室に本を持ち込む(図書館の本）ときは図書の人に許可
をもらい個室のカギをもらうなど（本が盗まれぬように！）。
155 今は利用していないのでわかりません
156 図書館寒すぎ
ＪＲ通学の遠軽高生が列車を待っている間、図書館を使えるように、閉館時間を遅くして
157
頂けたらありがたいです
158 全く利用していない
祝日に休館となる図書館が、転入者としては信じられない（祝日の翌日を休館とすべ
159 き）。支所の図書館に、話題の本が貸し出されずにあっても、本所の図書館から借りれな
いのはサービス不足と思う。
160 大いにきたいしている
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賦課徴収事務事業

満足や不満の理由、その他ご意見
コスト意識は大事だが、コストが多いからこそ行政の役割？
過度な徴収方法にならないように（職員が暴力的、暴言等）
町税が高い。
役場職員の給与が高いと思う。
人間としての自覚。税金を払わないで税金を使っている人、もっとお勉強してほしいで
す。
徴収業務大変だと思いますが、公平性のため頑張ってください。お疲れ様です。
適正に税金が使われていれば、徴収率は上がると思います。ゆるキャラに税金がかけられ
ているだと思うと、払いたくないです。あと、どこの自治体もそうだと思いますが、予算
使い切り体質はどうにかならないのでしょうか？予算を使い切らないと、来年度の予算が
つかないという声が上からたまに聞こえてきます。
実態がわかりません
町長が建設不要の建物を建て、ムダな税金を使っている。今回文化ホールの建直しにと駅
前を想定しているとのこと。ＪＲの事で町はどのように進めているのか。本当にＪＲは必
要なのに他人事のように言っているのはかなしい。外の仕事をする工務の人達は小さなお
子を抱えてとても大変な生活です。なんとかして。ください
税金の使い道が町民にはあまり知られずよくわからない。本当に公平なのかぎもん。お金
持ってる人が得である。
どの様に徴収しているのかを実態性が見えない
滞納者への徴収体制について、職員一同で徴収するくらい強化を願います。（滞納者の方
が真面目に払っているか疑問です）
滞納を無くすこと。
滞納の対策をしっかりやってほしい。
町民税を納めていないと、郵便で一度連絡をいただいたのですが、期限を過ぎる前にでも
連絡をくれれば助かると思いました。
実態がつかめていない（勉強不足）ので滞納者への徴収体制については苦労されているの
ではありませんか（学校の給食費を払わないなんて事例もテレビであるから）
「効率より財政運営」に２千万以上の費用が必要なのは、効率が良いのか、もっと工夫し
た方が良いのか判断が難しい
滞納理由は何があるのでしょうか？体制の強化もいいのですが、人間同士の営みです。話
を聞くのも大切かと思います。
滞納者への徴収を厳しくしてほしい。
2億5千万は、どこに使用されているのでしょうか！！
うっかり忘れて遅れることなどありますので、そんな時は悪しからず。
税金の使い道はほとんどの人が関係あることに使って欲しいです。
もっと厳しく。
必要な事だと思います
平等になるように
滞納者に対しては厳しい対応があって良いと考える。
税金は公平にとってほしいので、滞納者への徴収は力を入れてください。
払っていない人がいる。
他のまちに比べて少し高く感じる。
事業内容がよくわからない。
いまどき、130万から税金を取るのはおかしい！！低所得ギリギリの人は、税金を取られ
キツイ生活を（年金をもらっている高齢者の場合）している！！
町民が納得できる事業であるならば、必要な支出、合理化強化を。
まじめに税金を納めている人がいるのに、滞納しているのはいけないことなので、きちん
としてほしいです。
滞納者への徴収に、こんなにお金かかるのですか。
何に２千５百万円もの金を使っているのか分からない。
町民に限ったことではないが、生活保護が本当に必要な人かどうか、厳しい見回りも必要
だと思う。
この質問とは少しちがうかもしれませんが、母子手当の不正受給や生活保護を受けている
人の実情など、遠軽はゆるすぎると思います。もう少しきちんと調査して下さい。
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38 どのくらい徴収できているのか
働いていた時に、税金納税の紙が来なく役場へ行ったのですが、とても失礼な扱いを受け
ました。役場の不手際なのに分割もできず大変でした。支払するべき人がしていないのは
39 おかしいので、もっと厳しくした方が良いと思います。窓口の対応も冷たく、毎回行くの
が気が重いし、説明不足にイラ立ちを覚えます。見られていると自覚してもらいたいで
す。生保の方の生活の方が上なのにもイラ立ちます。きちんと働かせてください。
40 不公平さをなくすためにも、徴収は重要。
財政運営のためには、滞納者への徴収の強化も怠ることなくやって行く必要があります。
41 税金によって、いろんな事業が運営できるのですから、公平性の面からも重要だと感じて
います。
42 滞納者に対する徴収には、更なる努力強化が図られたい
43 滞納者が０だといいですね。
不公平なしに税金は皆さんが払うべきです。町の事業を進めるためにもぜひ未払の方々に
44
も徴収体制を強化を図っていただきたい
滞納者にはきちんとした対応をしてほしい。払うことができるのに払わず遊んでいる人た
45 ちには、厳しい対応を望みます。そうではなく、本当に困っている人には、また、違う対
応を望みます。
賦課徴収事務に2,500万の費用というのは、費用対効果を考えるとどうなのでしょうか。
46
相場がわからずすみません。
滞納者の意識を変えないとだめだと思う。町の運営も、家庭の運営も同じ。基本は家庭に
47 ある。滞納者は、絶対許されない。普通の考え方を持ってもらうために、家の運営と同じ
だと思わせること。
48 よろしくお願いします。
49 払わない人には、それなりのペナルティーを与えても良いと思う。
50 町民みんなのためになるような使い方をこれからも続けてほしいです
歳出の削減のための事業に、防災対策以上のお金がかかっている理由がわからない。大事
51
な事業だとは思うのに何故？
52 滞納はよくありません
公平、公正な大前提ですが、個々の事情にも配慮し、あたたかみのある対応をしていただ
53
きたい。
54 税金の未納者に対して、差し押さえの事務行っていますか。
55 徴収率を向上させる取り組みは必要なこと。
56 担当者が変わると、税金の金額が変わった。本当に適正にやっているのか疑問。
納税を増やすために、納税者と話し合って、5期、6期に分けて、納めやすいようにしてあ
57
げたら。
58 徴収率を上げるためには必要。
59 滞納者へは、よく話を聞いて、何かあると思うので寄り添ってください。
60 滞納者は減ってきているのか。厳しい取り立てもすべきと考えます。
61 費用対効果に疑問に思う。
62 税金の使い方は全然わかりません。
63 収められないのか、収めたくないのか、みきわめての対処はどうなされているのでしょう
この事業に二千五百万円もかかるのかが不思議です。また、徴収率は何％なのでしょう
64
か。
この事業に２５０００千円予算を使い、その効果がどれだけなのか検証し、見直したり、
65
取り組み方を変更したりすることは必要だと思います。
滞納者への徴収体制の強化とは何ですか。死亡して３か月は年金なしでも税務課から振込
66
用紙が送られて来て３回も振り込みました。滞納者がいるとは信じられません。
67 滞納者は払いたくても出来ない人が多いと思うので、何かいい方ほうがあればと思う。
年金生活の人も多くいます。高齢者もたくさんいます。年金者や高齢者にやさしい町、町
68
政をおしてもらいたい。
69 サラリーマンなので分からないが、納税義務者の徴収は厳格に。（強制的にも）
70 大変でしょうが、徴収頑張ってください。
職員（担当）は頑張っているが、町全体として取り組んでいない感じあり。この質問もア
71
リバイ作り。
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72 公平性を保っていれば、これからも続けてほしい。
73 経費の節減して、こんなに予算使うの。
74 公平性を保つ必要。
町民として納税の重要性を強く認識し、不公平な不満を取り除くべく滞納者への徴収対応
75
強化を望みます
76 厳格に僅かでも徴収に勤めてほしい
滞納者への徴収体制の強化に２５，７１２千円使用している事について、その２５，７１
77
２千円の使いみちは何でしょうか？そんなにかかるものですか？
78 大事な財源ですから
79 大いに実施すべきだ。
80 公平な税負担を望む。
81 課税の説明不足。徴収方法の実例。徴収率の内訳等、パーセントで公表すべき。
徴収事業外部の人にするのではなく、職員が説明してほしい。年金から税金から引くにし
82
ても、詳しく本人に連絡すべきと思います。
83 税を収納するために、2千万円を使うことの不思議さを思う。
84 公平性を保つためには、徴収体制の強化を積極的にやっていただきたい！！
公平性の意味からも、滞納者からの徴収を厳しくしっかり取り組んでください。滞納者の
85
人数とか金額など知りたいです。
86 税金等は、納めるものは納めるべき。
87 成果が上がっているのでしょうか？
88 町民税等の使い道をくわしく教えてほしいです。
89 きつい徴収体制で行ってほしい
行政の執行者として当然であり愚問です。２４５百万円の大金が何に使われているのか中
90
身について知りたい。
91 今後も徴収の強化を図ってほしい
92 納税して１人前です（国民の義務）。滞納がいくらあるのか広報でお知らせ下さい。
93 町民の人たちが皆恩恵をこうむれるようがんばっていただきたいと思います。
94 遠軽町はいろいろな町についてききますが、よい方だと思います
役場に言ってもしょうがないと思いますが、きちんと納めている人よりも、納めていない
95
人の権利が守られる世の中こそ問題！！
96 滞納者がどれだけいて、納税されていない税金がどれだけなのかわからない
97 徴収率の向上に努力を。
98 予算額が多いのでは？
滞納者への徴収強化は、公平性の上から重要ですが、滞納額に対し、年間2,571万円もの
費用を掛けては、割に合わないのでは。積極的に司法を使って、給料を差押え、財産差押
99 えとかすべきです。又、払わないのではなく払えないという人には、生活再建のための助
けが必要です。消費生活指導員・司法書士・弁護士・包括支援センターなどを紹介して助
けてあげて下さい。
民生いんのお金の出し元に不満を感じます。お金いただきながらパチンコに行ったりその
他モロモロ考えさせられることあります。もう少ししらべた方がいいと思います。もっと
100
もっと不十分な人がんばっています。不孝ですヨ。役場の人もう少しがんばって下さい
ネ。一生懸命お仕事しているのはわかるのですが…。
101 温情的なのではないか。
滞納はおかしい。義務を果たしていないのだから。なんらかの規制があっても良いと思い
102
ます。
103 町民税は、えんがる町高いのでは。
104 年金暮らしで色々の税金を払うことはとても大変です。
確かに、税金を納めるのは必要ですが、町民の人たちの生活をそれぞれ知ったとき、大変
な思いをしている人、順風満帆に生活している人もいて、それぞれです。もっと、そうい
105
うのが、うまくいかないのでしょうか…。自分の将来に、不安、負担を感じている人はい
ると思います。
106 払える能力がある人からは、しっかりととってください。
107 具体的に何をしているのか分からない。
108 滞納者への徴収体制の強化は、公平性という事で必要だと思う
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賦課徴収事務事業

満足や不満の理由、その他ご意見
実際にどのくらい徴収率が上がったのかわかりません
町税の使い方を考えて下さい。役場職員の質の向上を求めます！！
不公平がないように、滞納者にしっかり対応してほしいです。
税金を滞納された分を、町職員が負担したらどうですか？企業の場合そうなるでしょ。
滞納者の方は、金額が高すぎるので支払えないのではないかと思いますが。
税金の滞納者への徴収強化をお願いします。
公平性を保つとあるが、徴収率がどれほどかも知らない。
役場の人の給料を下げろ。
経費のかかりすぎではないか
納税は町民の義務です
他の市町村と比べて多少住民税が高いように思います
向上されてるんでしょうか？
滞納者は減少していないのでは。常態化している人も多いのでは。生活保護も不正受給を
見逃さないで
障害者控除などいろいろな控除がありますが、知らずにいる人もいるので、こまかい目く
ばりを
滞納者としても、低所得者、季節雇用者のことも考えて徴収してほしい
遠軽町の税金が高い
不公平のない徴収対策を（必ず徴収するのが大前提）。経費より人件費の削減（リストラ
ではなく市町村の内容にあった）
滞納者がいるとはどういうことですか！！しっかりして下さい。
高い税金払っているのだから、よろしくお願いします。
もっとお金をかけないで滞納者に働きかける方法はないでしょうか
まちをつくるためには必要なことだから。
せっかく払うのだから有効に使って頂きたい。払って良かったと感じられる遠軽らしい事
を考えてもらいたい。
家のあと始末に困ります。土地と家のこと。
無駄遣いが多い。投資する場所が違う。ハードはそこそこでいい。
徴収体制の強化とは名ばかりで、本気度が感じられない。
あまりわからないが、暮らしてどうにかいける。
納税は町民の義務ですので、滞納者へは強力な取立てをお願いしたい。
一般の退職者としては大変かなという思いも。
自分が稼げているのに仕事の給料が少ないと言いながらギャンブルをやっている人が滞納
しているのはよくないと思うので給料が入ったらすぐに徴収しればいいと思う。
悪質な滞納者へのさらなる徴収強化・対策をお願いしたい。
税を納めるのは義務だと思います
国民年金よりも、生活保護者の方が暮らしやすい気がする。平等にしてほしい。
滞納者には職員が一軒ごとに足を運び、少額でも回収し解決してほしい
私の公平性からみて、滞納額０に向けもっと強い態度で対処すべきと思われる。
やや不要で、もう少し上級官級に申上して遠軽に配布して欲しい
生産性をなくした（終えた）廃屋への固定資産税を下げて！
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１

1

2
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4
5
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12
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公共施設等について
私個人の意見を書いたところで、この町がどうなる事でもないでしょう。
このアンケートは佐々木町長が次期町長選で『私はこういう事をして町民の意見を聞きまし
た』くらいの事ですよね。
それでもあえて意見を書かせてもらえるなら…
10月26日の町政報告会に行ってラグビー場の話を聞いた時に佐々木町長が『遠軽にはラグ
ビー場があるから遠軽高校に入りたいという学生を集めたい』と言った気がします。若い人
達を集めて遠軽町を活性化させたいと思っているのですかね？それなら私は若い世帯主の家
庭が集まる様な町作りを考えます。世帯が増えたら子供も増えるし税収も増える。そして、
その子供達が大人になっても遠軽で働ける環境と家庭を持った時に自分の子供と遊べる環境
を作る。あの高額な費用を使ったラグビー場は後にも、維持管理費用がかかりますよね。遠
高ラグビー部、遠征で来る大学や企業のラグビー部員達の使用料だけでそれが賄えるので
しょうか？賄えないとしたら誰がその維持管理費を払うのですか？遠軽町民が気安く遊べる
所ではありませんよね？それなら将来の町民のためにお金を使いましょうよ。道の駅の企画
も心配です。
福路団地、ラグビー場等は必要か？
福祉センター建替えの用地が岩見通コミュニティ広場付近と聞いたが、なぜ、広い土地のあ
る福路公住近辺ではないのか。また、福路地区に造成したラグビー場（広大な）、町民には
不要と思われるが、なぜ？
武道館、屋内ゲートボール施設等、一部の町民しか使用しない施設に、お金をかけすぎで
は？
コスモス畑も同様に、他町の２番煎じ感がするが、発想が貧相で、中途半端な施設が多すぎ
ると思われる。
福祉センター建て替えを、１丁目ではないところにしたら？駅前であっても、急行が来ない
場合は、商店街も寂れる。学校用地が空いているなら使うべきでは。
ラグビー場作るのは良いことだと思うが、費用が高すぎて税金のムダ遣いだと思う。“費
用”に関して、納得していない人が多いと思う。今後、どのように活かされていくのか（学
生のため、遠軽町のため）町民に提示していく義務があると思う。
大通北の方には、公共のトイレがないので、JAのスタンドの隣に駐車場を広くとって、観光
バスも止まれるようにすべきだ。
遠軽小学校のあとを、介護士の養成所にしては。
野外で焼肉ができるスペース、施設。または、使われていない施設（総体の前のプールだっ
た建物のような）の有効活用。
旧遠軽小学校舎及び施設は、今後、どのように活用するのか、一向に動きがない。早急に、
町民に報告すべし。
文化センターの取組、皆さんが納得いくようなことはできないでしょうか。これから、この
先長く利用できるような施設を望みます。
幼児が遊べる公園や施設があれば、もっと、他のまちから人が集まると思う。例えば、紋別
の流氷公園のようなところ、とてもいいと思います。まちの中に音楽ホールなど作らなくて
は、良いのではないでしょうか。
ホール建設について、収容人数は、人口から、今の催事状況などから、500席にしてほし
い。1,000席は大きすぎる。
飲食を伴う400～500名の催事は、どこの会場で行うことが可能かを、町民に情報発信、周知
してほしい。具体的に、ビアパーティーは、サンシャインでしかできなくなるのかなど。
ロックバレースキー場に道の駅をつくることについて、現ロッジ取り壊しはナンセンス。古
い店、古い建物は、まちの歴史の産物と思う。変わらない物や場所がふるさと。この町に暮
らしたことのない人でも、歴史を感じる建物や店や街並みに郷愁を感じ、懐かしむのではな
いだろうか。古い物と新しい物の共存が、まちづくりの大切なプロセスだと思う。それが、
都会にはない田舎の特徴だ。
今の関心事は道の駅であるが、広く町民の声が反映されるのかが大いに疑問。出来レースで
はないか。一応、みんなの意見を聞くとあるが、検討さえもしていないのではないか。せっ
かく町内外からの集客を望めるのに残念である。絶対的に温泉施設を作るべきと思う。
老人憩いの家の無料の風呂は、1人しか利用していなくて、水道料や燃料費のムダ遣いで、
ノースキングがあるので。
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子供達が自由に遊べる場所をもっと増やしてほしい。グランド使うにも、いちいち申し込み
しなくても良いような場所や、冬に遊べる屋内施設など。
市街地に駐車場付の公衆トイレを作ってほしい
道の駅の追加
温泉施設の検討
がんぼう岩の野球場について
町所有の建物が未使用のまま放置され、使う事なく廃屋となっている状況は見過ごせないと
思う。古い建物を有効活用してよいと言う考え方が違うと思う。町の財産としての活用を考
えるべき。
仮称福祉センターの建設状況を、多く町民に開示して欲しいと考える。
ラグビー場の建設は本当に必要だったのか？今後、負の遺産になると予想する。
福路に建設中のラグビー場ムダ！！もっと他の町民が利用できる施設にお金をかけるべき。
スポーツをもっと押したいのなら、もっと合宿所の整備を行うべき。税金の使い方がムダす
ぎる。もっと町民の意見に耳をかたむけて。ほしい
体育系の運動施設が多すぎます。もっと他に整備するべき所があると思います。（危険な場
所に対する看板など）
「芸術ホールの建築」は子供が減少したところに実現するという事はどういうこと？
高規格道路のＩＣに温泉の施設を作って欲しいです。
もっと公共施設等を町議会や職員等が週り、点検や修理等こまめにするべきだと思う。一定
の場所にお金を使い、こわれてから修理でなく、点検等をした方が良いと思う。あっちこっ
ちの自動ドア等が音がしたりしている。物を作るよりある物をもっとかいぜんや保守をする
べき。年に１度は職員等による施設の点検巡回等あった方が良いと思う。
遠軽橋のせせらぎ公園の反対側も整備をもっと。何か別な考えで整備したらいいと思う
町の施設が分散しすぎると思う
子供達が遊べる大型の公園施設
子供があそべる場所がもっと増えれば良いなと思います（公園、しせつなど）
「道の駅」の集客に期待します
公園管理施設で、ずさんな仕事で雑草を取らず、サクラ草やアヤメ等、植栽が少なくなっ
た。パーク場の改良では、工期が６月１０日頃から８月末日までの工期に８月２０日頃から
工事を始めて、張芝もでこぼこで手直しもしない。何年も前から段々手抜きの管理がひど
い。担当部署も工事中も余り見に来ない。取り上げたらきりが無い位だ。業者も担当もしっ
かりしてほしい。
小学校の後は何を作るのですか？老人が安く皆が入れる老人ホームでも作って下さればと思
います。
「ふぁーらいと」の再利用は何かないのでしょうか？子供の遊べるスペースを作ってほしい
のですが、利用できませんか？１Ｆを紋別の流氷公園や北見の木のプラザ風に、２Ｆは図書
コーナー、まんがコーナーなどで、赤ちゃんを連れて、新米ママがママ友を作れる場所にす
るとか。げんき２１だと曜日が決まっているし、時間もかぎられているので、それを気にし
ないでいれる場所がほしいです。管理する人も、子供好きの高齢の方にすれば、子育てのア
ドバイスもしてくれるだろうし、子供達ともゲームではない遊びをしてくれるのではないで
しょうか？
少子化が進む中、文化センター的なホールと人口に対する大きさは、非常に大切に思いま
す。建物が大きく駐車場が広すぎるのであれば、常に満員、満車であれば活気もあり、にぎ
わう姿が想像されるが、そんな日は１週間に何日あるでしょうか？満員、満車を想像できな
い状況では、近くにある商店街にも悪影響を与えるように思います。１０年後を見据えて
も、必要である福祉センターの存在！新しくする事で使用料が上がり、利用が下がるのであ
れば、建物お化けになってしまいます。身の丈にあった建物と、町や商店街の活性化を見込
める事を強く希望します。
文化センターや道の駅の新設について、ぜひ素晴らしいものが出来上がるよう期待しており
ます
人口減少の進む状況ですが。福路のスポーツ公園完成ですが、東町ん運動広場と共に施設の
充実は大変に結構ですが、将来の人口減が更に進む事が予測されますが、町民の負担増にな
らないようにして下さい。いわゆる箱物は維持費は年々増えていきます。
使われていない施設なども、イベントなどに貸し出すなど、利用をすることを望む。
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活性化のために色々な取組をされていることと存じます。より遠軽はにぎわいを見せるため
にも、集客があるよう、観光や宿泊施設、飲食店街がより活気を帯びることを期待していま
す。
福祉センター（新）について。大人、子ども、乳幼児、若者、小中高生も利用できる工夫を
してほしい。楽器練習のスペースをぜひつくってほしい。若いお母さん、乳幼児も、遊びな
がら童話本などもえんりょなくみられる場所もどうですか。テレビでみました。イト電の用
地は不用ではないでしょうか。
民間で発行していた遠軽新聞、楽しみに愛読していましたが廃刊になり、淋しく思うと同時
に、町の行事のニュースも道新などには載りますが、ほんの一部で記事もずいぶんと遅いで
すよね。
助成の関係もあるのでしょうが、丸瀬布の山脈新聞は以前に比べ発行回数は少なくなってい
ますが、いまだに発刊されているのは素晴らしいと思います。助成して、遠軽新聞何とか復
活できないものでしょうか。
スポーツ公園、野球場、もう出来上がって２０年くらいたちますか？これが夏の土日のス
ポーツ行事多くてすごい集客ですね。できた頃、お年寄りをかかえていた人が、遠軽はこん
な物ばかりお金を使って、年寄りの施設でもつくれば良いのにと言っていたのを覚えていま
す。やっと文化センターも来年あたりに着工されるそうですが、若い世代の人たちばかりで
なく、お年寄りも気軽に集えるよう、吹奏楽の発表、文化活動、福祉センターはとっても冬
は寒いし音響施設も古すぎます。一日も早い着工を心待ちにしています。
げんき２１は早くできて良かったですね。健康診断、相談、病気予防の健康教室、とっても
ありがたいです。
文化センターの建設。
公有地の有効活用。
長期的プランの公表と町民意見の聴取など。
ロックバレーを道の駅にする計画が進められていますが、スキーだけでは冬に限られますの
で、「ボルダリング」が誰でも体験できるような施設を作ったら良いのではないかと考えま
す。
聞いた話ですが、下水処理センターに上水道が行っていないと聞きましたが本当ですか？町
の施設なのにおかしくないですか？
各町村に休み休日などに遊具などがある公園があるとよい。時間をかけ他町に行くことがで
きないので。

交通・道路・除雪等について
広報誌が遠軽町と唯一つながってる手段です。町に関心がなくなるのはさみしくなることと
思っています。広報誌を見ていない人もいると聞いています。目安箱になんども書いてきて
いますが、交通の便が車がないと働けない状況です。
町営バスは、病院とパチンコに行く人の手段のようです。ただ乗り継ぎを考えた時間ではな
いのが残念です。生田原から丸瀬布の病院に行く時は朝一は間に合いません(特に冬道は遠
軽到着したら丸瀬布バスが行ってしまう。野上で乗り換えるのも寒いという声がありま
す。）。白滝から生田原まで遠軽であるという意識がなく便利さがなく、近所や知人の車を
お願いするしかありません。
遠軽で働きたいと思って頂ける仕事以前に通える9:00～5:00に合わせたバス時刻を希望しま
す。ＪＲを数年使いましたが、運休になることが多く、仕事に行けない日が何度もあり生活
が大変になりました。親の介護などで東京や札幌から遠軽に戻ってきてる人も多いです。
遠軽町にあるバスを利用してツアー企画（ジオパーク、家庭学校など、温泉めぐり、丸瀬
布、瀬戸瀬、生田原）あると楽しいし少しでも町がうるおう。
町の施策かは分からないのですが遠軽～丸瀬布（逆もあり）に行く道が前より危ないのです
がどうしてですか…？遠軽～丸瀬布の道は知ってのとおり北海道の道なので雪などで狭くな
り危険になります…どうか遠軽まで行く道を安全に作ってほしいと思います。
除雪は交差点を広めに取ってください。狭くて困っています。
雪の季節です。基本どおりに真ん中だけ除雪して、重たい雪を残していく除雪車もあれば、
あたたかい気持ちにしてくれる除雪車の人もいます。歩道の雪や十字路の角を、見やすいよ
うに削ってくれたり、今年の除雪車の人はいい人です。こういう心遣いがうれしいです。
いわね大橋のシティ寄りのロードヒーティング、両面作動してください。２条通北からの
ぼっていくと、スリップして動けません。以前は、循環バスが動けなくて大変でした。
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これも除雪ですが、いわね大橋から自衛隊へ行く道路ですが、除雪されすぎて滑って怖いで
す。雪をつかむくらい残っているといいのに。わがままですが、ピカピカ、テカテカです。
１度見てください、大雪の次の日の早朝に。
紋別空港を利用する人に助成金を出すのもいいと思いますが、今、遠軽町民にとって一番大
事なことは、JR石北線の問題であると思います。石北線、札幌、旭川方面を利用する人々
に、１割～３割くらいの助成金を町が負担する必要があると思いますが、いかがと思います
か。石北線がなくなるということが、いかに町全体にとって不利益になるかよく考えたら良
いと思う。紋別空港より、はるかに遠軽町民にとっては、大事なことと思いますがいかがな
ものですか。特に町長自体がどう思われているか、町長本人の見解を聞きたい。町長は、自
衛隊があれば遠軽町安泰みたいな考えのようだが、軍事力だけで国民は守ることなどできま
せん。子供みたいな考えはおやめなさい。とにかく、石北線をなくしたら、網走管内は滅亡
してしまいまするぞ町長殿、しっかりしてください。
先日、テレビ番組で、JRの存続についてみました。どこも財政難なのだと思いました。いろ
いろな考えや意見もあるかと思いますが、年齢層のことも考えたり、高齢者の自動車事故の
ことも考えたりすると、やはり、あった方が良いと思います。地方切りすての考え方は、同
じ道民として受け入れられません。何か良い方法があればいいのですが。
除雪費は、毎年多くの費用を投じていると思いますが、年々大雪となって、道路の状況が悪
いので、早めの除雪対策をお願いしたい。
除雪が遅く仕事に間に合わない。
交通機関もバスも鉄道も少なくなり、だんだん不便になっている。高齢者ドライバーが増え
る中、公共交通機関の充実が必要だと思う。
町道の除雪対応が早く感じる。良いことだと思う。
他のまちや大きな市に比べ、遠軽町の除雪、排雪は、とても丁寧で素晴らしいと思います。
車道はもちろん、歩道や小さな道まできちんとしていて、よく、町外の方に「遠軽は走りや
すくてすごい」と言われます。作業にかかわる方に感謝します。
ただ、違法駐車等の除雪の妨げには注意が必要かと思います。
高齢者の車運転が気になり、どうにか車の運転をしないで生活できないか考えています。遠
軽のサポートは、どのようになっていますか。
町の除雪について、細道などの除雪で1度しか入らないうえに、雪の塊が取り残されてい
る。大変なのはよく理解しているが、高齢者が多いところでは、その雪をどけるだけでも大
変になっています。ほんの少しの配慮を心掛けてもらいたいです。
バスの件、北見行きのバスがあれば良いと、みんなから話を聞いています。
高齢者ドライバーの事故が騒がれています。生田原、白滝、丸瀬布など、遠くの老人は、買
い物や通院で車を利用することが多いため、免許を返納すると生活が不便になることから、
なかなか返納しないという理由もあります。でも、認知症はもとより自己判断の低下など
で、自分が運転することへの危険性を関いていない方が多いことにも、問題があります。高
齢者の事故により若者が犠牲になることがないよう、町側でも、循環バスを小型化して便数
を増やすなど、早急な対応が必要だと思います。
交通事故を減らすためにも、75歳以上は公共交通機関（町営バス・北見バス）を無料化して
はどうか（町内のみ）。
町営バスも空席で走っているときもあり、途中で、一般の客が手を上げたら乗せるようにし
ては。
南小学校前の道路は、幅が狭く車両の交通に危険を感じ、一部停止または速度を落として通
行しているので、改善してほしい。児童の安全確保及び通行車両の危険防止に努めてほし
い。
今は車社会で、出かけるときほとんど車で行きます。高速道路が、北海道にも多くできまし
た。大変便利であります。しかし、そのことにより、汽車を利用する人はだんだん減りまし
た。私たちのいるオホーツクには、石北本線がありますが、住民の足と言われる石北線がな
くなれば、遠軽町もますますダメになっていくものと思います。とても気になるところで
す。
冬期の除雪体制が非常に悪くなっていると思います。事故があってからでは遅いので、除雪
体制をしっかりしてほしい。
高齢者の交通事故が多くなり、免許の返納と言われているが、地域によっては交通手段が不
便で、危険と思いながらも、なかなか免許を返納ができない。北見の専門病院に通院する場
合に、受付に間に合う交通手段がない。
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町民のわがままと取らないでください。除雪の件ですが、いつも順番と言われ、近所の方に
頼み排雪を頼んでいます。ただ、病気を隠れみのにしたくないのですが、1級心臓障害があ
ります。何回も119番でお世話になっております。お礼申し上げます。除雪順番ではなく、1
日おかないでください。お願いします。
買い物、病院通いの交通の便の充実。
東一線の冬道、アイスバーンで怖いです。もうひとかきして整備してくださると良いのに
と、毎年思います。
インターチェンジ開設等に期待しています。
脇道から大きな道路へ出るときの４つ角、夏は草丈の高さ、冬は雪山で、危険がいっぱいで
す。なんとかしてください。
除雪の際、せっかく除雪した箇所に雪を置いていかないでほしい。雪山が高いと交通事故に
もつながるので、できるだけ早く取り除いてほしい。
除雪で、通り１本違ってしていない、しているなど、委託業者の仕方が違う。同じ町民税を
払っている。不公平感が毎年冬の期間になるとイライラしてくる。
ＪＲの路線見直しについてですが、ＪＲは石北線を上下分離方式にする方針を固めたことに
ついて、遠軽町として見解はどうなのですか？
町長、役場職員は、ＪＲとのことを早く考え、係の若い人々、子のいる方のことも思いやっ
て、頑張って存続になる様？
毎年のことですが、冬の除雪に関しても対応がおそいです。大雪のあとは優先して子供の通
学路を除雪してほしいです。道路を歩いて通学している子供達を見ると危険を感じます。
高齢者住宅に対する除雪の在り方
身近な問題としては、ＪＲ石北線の存続問題があげられます。今より不便になることは極力
避けてもらいたい。
冬なので…。学校、病院、バスが走る町道などの除雪はもっときれいに広くはやく除雪して
ほしい。
冬の除雪の件で、現在、除雪車がかなり広い分野を１ヶ所にあつめています。しかも、そこ
は民間人の売地になっています。もし売地がうれたら、除雪車が雪を集めるところがありま
せん。その事は町内の多くの方が心配しています。新しい団地の分譲地を販売する時は、行
政から業者に対し、公園などをもうけることを条例にして、配雪地を確保するなどのしくみ
が必要ではありませんか。公園はそれを存する自治会に維持管理の責任を待たせるなど（遊
具は別に必要ではありません）。
通学路の除雪をよろしくお願いします。何かあってからでは遅いです。
ＪＲの問題について、高齢者だけでなく若者も車社会と言えども、ＪＲは人の足である事を
深く考えるべき。バス転換だけに問題をすり返してほしくない。
除雪が早く大変感謝して居ります。信号付近の歩道に雪が積まれ、車は道路半分以上前に出
ないと対向車が見えません。高齢者にとっては大変危険です。是非改善をお願いします。
冬は特に町道、歩道の除雪、排雪を早くやってもらい、交通事故が無いよう速やかに行って
ほしい。
交通安全関係で、交通標識で特に止まれの標識が見ずらい箇所が所どころあるので改善して
ほしい。
除雪について、業者が替ってからと思うが、５－６年前から歩道上が半分以下しか除雪され
ないことが多くなりました。残り分除雪するのも高齢となり大変です。除雪後の確認、年に
一度でも担当職員やっているのでしょうか。業者に任せ切りのような気がします。しっかり
事後確認をお願いします。
２条通の町道ですが、バイパス的存在で、大変交通量が多く、夜中は大型貨物車がスピード
を出して走行し、沿線の人々も騒音に悩まされております。又、小中学校も近く、交通事故
の心配も多々あります。何らかの対策をしていただきたい。
子供が西町２丁目から遠軽中学校に通っていますが、冬期間は歩きになるので大変です。通
学時間帯に合う様に循環バス等あれば良いと思います。検討していただきたいです。
毎年ばく大な税金を使って除雪をしていますが、融雪構のような物を作り、流すようにして
はどうか？
石北線の維持に対する対策は？活動を大いに訴えるべきです。
今の時、雪が多く雪投げに困っています。又、玄関先への雪のかたまりなど、重くて投げれ
ません。もう少し考えて投げてもらいたいです。今後遠軽の運営、取組にきたいしてます
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昨年は大雪であった。予算があると思うが、除雪が遅かったりもう少し広くしてほしい。除
雪してくれる人は毎年同じ人が多いと思うので、もう少し広くしてほしいと前に書きました
が、家族が住んでいるからとせまい１本位だと屋根の雪が南側がよく落ちるので、昨年はエ
ントの部分が２回もうまり、雪が多い為屋根の上迄手が届くほどすごかった。空き家がなく
なったので、そこに雪を運んでほしいが、他人の土地なので雪おけないものなのか（そこと
交渉しないといけないものなのか？）。何せ子供は朝早くでかける（午前７時頃）。私も７
２才で足・腰が痛く、今は雪を上にあげて投げないため、左手ひじから手首にかけてしっぷ
を張って頑張っている。なんとかもう少し道幅を広く開けてくれると、よこに車止める事も
出来ると思う。よろしくお願いします。
ＪＲの廃止路線となっていることが心配です。札幌に直結する列車は絶対必要です。町の予
算に計上してでも維持してください。
雪の排雪や除雪は対応が早く気持ちが良いです。
大雪のたびに除雪に来ていただきまして深く感謝致しております。今後共宜しくお願い致し
ます。
ＪＲの存続問題について。ＪＲ石北線の存続について、上下分離方式等を含め沿線自治体と
の交渉が提案されていますが、例えば次のようなことは可能になるかは分かりませんが、検
討されてはどうかと思います。ＪＲから列車１両を借り受け、観光シーズンに遠軽町独自の
時間帯で走行させる。（ＪＲ走行時間い影響の無い時間帯を設定する）走行区間は、生田原
駅、遠軽駅、丸瀬布駅、白滝駅として、観光シーズンに周遊パスで遠軽町内の観光スポット
を巡る。周遊パスは、無料又は低料金とする。若しくは、宿泊、温泉、食事、お土産等を
セットにした料金も考えられる。独自性が発揮できれば、観光客やスポーツ合宿の増加も期
待できると思います。そのためには、受け入れる側（自治体、住民、ボランティア団体等）
の努力も当然必要となると思います。ＪＲから車両等の借り受けが難しいのであれば、ＪＲ
に対し企画提案してみてはいかがでしょうか。
中学校と東小学校の間の道路は交通量が多いので、信号をつけた方が良いと思います。
ロードヒーティングを減らさないでほしい
公共の乗物の充実をお願いします
ＪＲ石北線は必ず確保してほしいです。私たちも応援します。よろしくお願いいたします。
早く除雪入ってほしい。
除雪業者の対応に、もう少し厳しくしてほしい。

ごみ・環境・まちなみ等について
今回の事には関係ないかもしれませんが、老人の認知症の人や高齢者の人はゴミの分別が出
来ないので、燃えないゴミの袋に入れる(全種類）とか、高齢者袋とかにしてはどうでしょ
う。
正月や連休に他の町から娘や息子が来ては自分の地域のやり方で分けてしまうので、そのま
まゴミステーションに残されてしまう事になります。
我家は２世帯住宅で、９０才の母は、お湯をわかす位は出来たのですが、ゴミの分別が分か
らなくなり、サランラップなど、ガスの上でもやしていました。焼いてなくせば良いと思っ
た様です。その後は、ガスの元栓から止めてしまいました。
国道から家の方に入ってくるとき、夜は真っ暗で何も見えないので、夏、道から落ちそうに
なるので、道から外れそうにならないように、明かりをつけてほしいです。夏は、デント
コーンが多くて、本当に何も見えないのです。冬は、来ないように言ってますが、デント
コーンばかりで危ないです。
どこかの（日本中の）町でやっていたのですが、道路が穴が開いて危ない。これを役場に知
らせて道路がすぐ直る。ケガをしそうなガードレールがあると知らせ、すぐ直る。町民みん
なで、住んでいるところをチェックする。
災害、水害、暴風雪に対する対策がまだまだ必要。
私が知らないだけかもしれませんが、紙リサイクルの回収を毎週してほしい。燃えるごみに
占める紙リサイクルのできるものが多く、もったいない。
街灯をLEDに変更することにより、マイマイガはどこに集まるようになってしまうのでしょ
うか。
LEDを変えるだけでは、マイマイガの対策にはなっていないように思います。街中の壁はマ
イマイガだらけですよ。
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がんぼう岩下の公園で遊ぶのが楽しみです。夕方になると、街灯が少なく暗くなるので、も
う少し明るくしてくれると助かります。暗いと、中学生、高校生のカップルがいちゃついて
いたりするので、子供が遊べないのは困る。
雑誌の出し方について、菓子箱、厚紙、ラップの芯、ロールの芯、カレンダー、病院の薬の
袋、レシート等を一緒にして出したら置いていかれた。
次回、回収日に見てもらったら、ハガキより厚い物は段ボールとして出すこと、ラップの芯
等は開いて出すこと、レシートや薬の袋は燃やせるゴミとして出した方が良いとのことでし
た。「燃やせないゴミ集めれば資源ゴミ」の合言葉はどこに行ったのでしょう。多くの人に
聞いても知らなかったとのことです。もっと、情報を流してください。
中央病院のじ後の考え（駐車場）
除雪車が通ったすぐ後に、家の雪を道路に出す方がいます。すぐやめてほしいです。
南町の見和商店前と岩橋モータースの前にしか横断歩道がないのはダメだと思います。子供
達は、みんな真中の高校の先生の住宅前のあたりを横断していてとても危ない！車がきてい
ても自転車でとびだしてきたり、とにかく危ないので横断歩道をつけてほしいです
大通のシャッター街を考える時であると思う
リサイクルの再利用、町民にわかりやすいよう発信すべき。学校、自治会にもっと活用して
もらう事
燃えないゴミ処理場の担当者がきびしすぎる！（ムラがある対応に！）町としての対応指導
をきちんとやって頂きたい！
学田のお墓の山上に行く坂の各自墓通路に手すりを設置してほしい。地面には草がありすべ
ります。１年々上がって行くのが大変になって来ました。もっと年がいったら墓参りに行け
なくなってしまいます。なんとか宜しくお願い致します。
湧別川流域堤防の補強について。台風等に伴う集中豪雨の災害が本州等他地域に比較して少
ない遠軽町と思っておりましたが、昨年の台風は、３度にわたる北海道への上陸から湧別川
水流が「せせらぎ公園地域」に迄氾濫し、特に遠軽大橋から西町方面へ向う高台が、数カ所
にわたり住宅近くまで土砂が削られていました。春の雪解け後、早急に補強すべきと思いま
す。
誰でも気楽に立ち寄っておしゃべりできる場所が有ればいいと思ってます
犬やネコ等、ペットに優しい町にしてください。
ドックランの設置を希望します。わんちゃんが遊べる場が全然ないので困っています。

産業・雇用等について
町で遠軽町出身の雇用を働きかけてほしい（町内企業）。遠軽町役場の採用人数を増やして
ほしい（財政等に理由があるかもしれないが、退職者と新採用の人数が合わない。遠軽町出
身者にチャンスを与えてほしい。）。
若い人たちが地元に残りたいと思えるような産業を、考えられないものか。企業誘致とかに
も努力すべきだと思う。
若い人が残ってくれるように、大きな工場、会社などを迎えてはどうだろうか？
企業誘致にも力を入れ、若い人たちに、公営住宅（期限付き）の低家賃で入れるようにし
て、人口増につなげていければ。
まちの商店、元気がないのがさみしいです。（シャッター街）できるだけ、地元で買い物し
たいと思っているのですが。
子供のオモチャ類とか子供服とかがすくないと思います。
若い人が働ける場所をもっと作って欲しいです
農業が荒れて、昔の人が苦労して開拓した地は荒れている事になくなった祖先さんが悲しい
と思います。その事も良く考えて、町作りに心いだいてほしいと思います。
仕事上、ボルト、ナット等の部品を日常的に使用するが、専門店がなく、坂本ホーマさんや
ホーマックニコットさんでは事足りない。
２１時以降の飲食店が少なく、ラーメン以外にも有名チェーン店等が増えると助かる。
産業地域にしてほしい。
町長も町議も町のことを一生懸命頑張っているとは思いますが、もう少し雇用面を考えてく
ださい。大きな企業があれば、働く場もでき、人口も少しは残ると思います。
それほど力になっていない。意味がない。仕事ができる、働くところが、特に男の人には少
ない。町は、仕事のことを考えてもらいたい。
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保健・医療・福祉等について
福祉に係わる職員の増加等、特に障害者に対する強化を図っていただけるようにお願いしま
す。施設等への入所待機等は、障害者を抱える家族にとって死活問題です。遠軽町の福祉は
素晴らしい町であると認識しておりますので、是非、力をいれていただけます様にお願い致
します。
町長が産科の関係で頑張っているようで、応援します。遠軽に病院だけはなくしてはいけな
いと思います。
昔は、買い物も病院もあって、遠軽は住みやすいまちと思っていたが、近年は、ケガをして
も遠軽で安心して病院にも通えない状態で、とても残念です。
老人施設も少なく、年金生活になっても介護が必要になって入れる施設が無い状況では不
安。公共の老人施設を検討してほしい。
厚生施設を増やして、「福祉のまち」としてはどうですか。
町民の一人として、厚生病院の存続に危機感を抱いています。町長や役場の努力により産科
が復活したことは大変喜ばしいことであり、再び子供を産める町になったことには涙が出る
思いです。しかしながら、厚生病院全体の実情は大変きびしいものであり、脳外科医がいな
いとか、泌尿器科や整形外科が医師１人態勢だとか、医者の態度が悪いとか（もちろん良い
ほうが良いのですが）の不満など言ってられる状況ではないと思います。さらなる縮小、医
師や職員の減員で、今の体制が維持できなくなり本当の意味での崩壊が目の前の迫っている
ようで気が気ではありません。
私自身、紋別市に住んでいたことがあり病院の本来の機能があっという間に失われたのを肌
で感じました。本当にあっという間でした。紋別広域病院として建物は立派になりました
が、中身が復活したわけではありません。紋別市のような小さな市で、夜間急病センターが
あることもおかしなことだと思います。遠軽では厚生病院が、夜間急病センターの役割も果
たしています。
町長は現状を把握されていらっしゃるとは思いますが、それでも居てもたってもいられず、
失礼ながら意見を書いている次第です。
私自身も、父が脳梗塞になったとき、厚生病院で診断され北見に送られました。どうして遠
軽で治療できないのかと不満もありましたが、適切に判断され北見の専門医にみてもらい、
それなりに元気になりました。救急車で北見に送られるときには若い医師が同乗してくださ
り、いま思えばありがたいことだったなあと思います。いまなら、時間外でも夜間でも厚生
病院の門を叩くことができます。いまの機能が失われたら、脳梗塞になっても適切に判断し
て医師が一緒に乗ってくれて北見に行くことなど夢物語になってしまいます。夜間や休日に
受診することもできなくなってしまします。
相当な赤字であることは住民公開講座やいろいろな人から聞きました。大変な額で私には実
感がありません。しかしながら、今の病院機能を維持するには赤字はやむを得ないのでしょ
うか。赤字は気にせず、とにかく今の病院機能を落とさないようやってもらう覚悟が町民一
人一人に必要ではないでしょうか。失礼は承知しておりますがお許し下さい。
厚生病院が崩壊すれば、町も崩壊しています。ちゃんとした病院がない町はみじめです。遠
軽で生まれ、再び戻ってきた私には切実で胸が苦しくなります。
赤字に対して、公的資金の援助が必要なときだと思います。時間がありません。私は紋別で
のトラウマなのか、本当に不安なのです。資金だけでなく、町立や公立にすることも視野に
入れるべき状況ではないかとまで思っています。それほど納税しているわけではない私です
が、増税やむなしではないでしょうか。
せっかく子供を産める町に復活した病院を、良い状態で存続させてください。お願いしま
す。心から心からお願いする次第です。
厚生病院の良い形での存続を強く願う一町民より
自分の健康は自己責任だと思うが、もっと身近に老人の健康維持のため、ふまネットとか、
いつでも参加できるような、5～10分歩いて行けるキネリにあるといいと思う。小さな運動
ができる集まってワイワイ月1回の食事会など、誰でも参加できるサロンを身近に感じられ
ない。
自分自身の健康増進のために、ヨガやティラピスなどのサークルに参加しているが、このよ
うなことも、町の医療費削減に貢献していると考える。町民の健康増進のために、町はもっ
と積極的に。サークル参加者への助成や施設利用者の助成等、取り組んでもいいのではと考
える。
医療の充実が必要。
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10 AED時期的に必要だと思います。
遠軽町は、人集めイコール、イベント、お祭り、何かをしなければというように感じます。
これだけ高齢者の行き場がないのだから、まちを挙げて高齢者や認知症の人の施設を作ろ
う！これも人集めでは？
11 高齢者の年金の9割の金額で入所。一律9割。
仕事のない人は、介護だけでなく、給食、掃除もある。子供がいても働けるように、託児所
完備。遠軽小学校の跡地、無駄ですよね！
老人ホームの入所待ちに苦しむ家族が減るのでは？
小児科の時間が早く終わるので、夕方具合が悪くなると町外に行かなければいけないので、
とても不便。
12 当番医もありますが、高熱でないと、すごく嫌な顔をされたり、嫌味なことを言われたりす
るので、熱以外にとても具合が悪くても、町内の当番医を利用できない。遠軽厚生病院の看
護婦。
13 産婦人科医が増えるよう、これからも継続して取り組んでほしいです。
医師不足への対応は急務。２つの厚生病院に行っても、すっかり患者は減り、丸厚などはガ
14 ラガラで職員がヒマそうにしている。病院のこれからも考えなくてはならないのではない
か。高齢者対策も大切だが、子どもの施策にもっとお金をかけてほしい。
今回の調査とは関係ない事ですが。孤独死がよく報じられていますが、遠軽には独居老人が
どのくらいいるのでしょうか。よく話が出るのは、身寄りのない老人が亡くなった場合、ど
15 う処理されているのでしょうか。自治会では手におえないでしょうが、町としてどう対応さ
れているか興味があります。高齢者が多くなるにつれ、こうした事態が増加すると思いま
す。
医療として厚生病院と又他の個人病院共、町福祉との協力。助成等で共有部分をさらに広げ
16
ていくべきと思う。
医者の確保に努力されていることに感謝します。地域医療の中心とし一層の努力をお願い致
17
します
介護を利用出来る制度があることは知っていますが、遠軽町のある施設では、どういう条件
18
であれば入居できるのか、高齢者の立場に立ってお知らせしてほしい。（広報の特集で）
高齢の方々がふえる中、道の駅は必要なく、一人でもその分色々な分野のお医者がいた方が
19
良いと思います。
これからの町を支えるためにも、若い人がたくさん住んでいけるように、産婦人科で出産で
きるようにして頂きたいと思います。もちろん若い人達の働く場所をいろんな職場でつくっ
ていってほしいと思います。どんどん高齢になっていく私達は、年金がもらえて生活ができ
20
るのか？という不安もあります。一般の会社で給料をもらい遠軽町で生活をしていますが、
退職金もない老後は生活していけるのか不安だけです。これからの町の取組みが町民生活に
良い方向に行く事を望んでいます。
高齢者の入る所が多くなるのは良いのか、そこに入って死を待つのが良いのか、私高齢者の
21 一人ですが、やはり死ぬまで働きたいと思っている自分ですが、人のために生きていたい自
分です。その様な所もあって良いと思います。
厚生病院等の看護師の態度が良くない。患者がいるのに大きな声で雑談ばかりしてる。変え
22 る前に看護師の指導をした方が良いのでは？そういう場面を見ると行きたくなくなる。特に
丸瀬布の厚生病院の一部の看護師の態度がむかつく。
広報２０１６第１３５号表紙（新たな家族を囲んで遠軽厚生病院で出産再開）すばらしいで
23 すね。感動しました。大変なご苦労があったことと感謝の気持ちでいっぱいです。私も署名
する事が出来ました。
これから先、高齢者が増える中、現状では施設に入所できずの人達が多いと聞いています。
24 安く利用できる施設を願っています。私達も町の支援に頼るだけでなく、自分達の努力も大
切ですね。
25 医療の充実をお願いします
高齢化が進むなか、病院が縮小しているのが一番の問題と思います。医師の確保をお願いし
26
ます。
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子育て等について
小さな子供がいるが、子育てしにくい町だと思う。げんき２１があり、保健師が町にいるか
らと言ってもいつでも遊び場として利用できるわけでもなく、あいまいな回答が返ってくる
保健師もいる。
乳幼児医療の助成も３歳までだが、３歳から園に通うようになり色々な病気をもらってきた
りするのにせめて小学校に上がるまで助成して頂きたい。
小さな村や町(他の）で子育て支援を手厚くしてる場所はたくさんあるのに見直してほし
い。
高齢者ばかりが増えて、今の現状が続くようだと子供を産みたいとなかなか思えない。
子ども達がのびのびと遊べる場所がほしいです。外で安全に遊べるスペース、卓球やバドミ
ントンなど自由にできる屋内スペース。紋別にある流氷公園までとは言いませんが、あのよ
うなスペースがあることで、人も集まります。せっかく、がんぼう岩があるのに、アピール
も少なくもったいないと思います。
子ども達が成長し、ここに住みたい!!働きたいと思える遠軽町でなければいけません。「子
育てしたい!」と思える町にするためには、子どもの頃の楽しさ喜びなどの体験が重要だと
思います。ゲームなどが充実している現代、のびのびと動けるスペースをぜひ提供してほし
いと思います。ホールも楽しみにしています。
出産祝金等あると町民としてうれしいと思った。
遠軽はパチンコや魚釣りといった、大人が楽しむ所が多いが、子供が遊ぶ所が少ないです。
冬になれば、外でバスケもサッカーもできません。子供の遊ぶ場所が増えたらうれしいで
す。
「赤ちゃん広場」「げんき広場」を行っているが、他の町村では「支援センター」などの施
設があり、保育士が常駐しており、毎日利用できている。このような施設があると、母子と
も良いと思います。
子供が遊べる公園が少ない。自宅前の道路で遊んでいる子供が多い。
保育所の新しい設立を。
子育て支援について、湧別より悪く子育てしにくい。（例）助成金、子育てサポート
若い方たちが、高齢化が進んでいる場所で生活、子育ての不安を少しでも減らし、希望の持
てるようにできたらと、それが、高齢者の私たちの望みです。
子どもの遊び場が少ないと感じる。紋別の流氷公園のような、屋外で楽しく遊べるような遊
具が、例えば太陽の丘にあれば、遠軽に人が集まり、地域の活性化にもつながると考える。
高齢者向け施策だけでなく、子育て世代、子供を対象とした施策の充実を願います。子育て
の充実は、確実に、遠軽町に未来が変わります！！！「未来を創る」のは、今の子供たちで
す！！子供に対する支援、教育の充実を！！
高校卒業するまで、医療費タダとか給食費タダとか、子育て家庭の負担減を、若い世代が住
みやすい環境を整えてほしい。
小、中学生の医療費補助は、もう少し考えてほしい。小学生で、３割負担は大きい…。
高齢者ばかりでなく、子育て世帯にも手厚い支援をお願いします。医療費３割負担も、子供
が中学生になってから３割負担するとか。インフルエンザ予防接種の補助金も、もう少し上
げてほしいです。プール使用料大人450円も高いです。子供を連れて気軽にはいけません。
半額くらいにならないでしょうか。プール横のラグビー場も必要なのでしょうか？ラグビー
選手をよんで合宿などをして、町にとって経済効果はあるのでしょうか？
この町で子どもを産み育てたいと思えるまちづくりを！
そして、成人した若者も地域に貢献し、帰ってきて恩返ししたいと思わせるような町にして
いってほしいです。未来の遠軽を支える子供たちを育てるために。遠軽町民で良かったなと
思える施策をお願いします。
私たち子育て世代（30代、40代）は、働いても働いても給料は上がりません。民間企業は特
に。夫の会社も地元ですが、育休をとれるような会社ではありません。結局、子供を育てる
のは女性で、頼れる身内もそばにいない（実家が遠方）場合の子育ては孤独です。孤独に子
育てしている人たちに、あたたかい町であってほしいです。遠軽町には、一生懸命働いて子
育てしているお父さんお母さんがいっぱいいます。若い人たちにも目を向けてください。
子供たちが遊べる公園が少ないと思います。どこかに木製アスレチックがあると小学校くら
いの子供が喜ぶし、体力作りにつながると思います。
高齢者に優しい町も大事だとは思いますが、次世代を担う子どもに優しい町づくりも大事だ
と思うのでよろしくお願いします。
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町の施策とは関係ないかもしれませんが。保育所での不公平が気になってます。仕事休みな
のに預けてる人に対しては優しいのに、びっちり仕事して少し時間がずれただけで厳しく言
われる。みんな平等にしてもらいたい。平日休みの人には「たまに預けてゆっくりしなー」
と言う先生もいれば、お父さんが夜勤明けなのに「家にいるなら迎えにきて」と言う先生も
いる。火曜休みの共働き夫婦には「預けてもいんだよー」と言う。土日休みのシングルマ
ザーには「土曜日仕事休みなら預かれない」と言う。この違いはなんでしょう。人を選んで
保育してるのでしょうか。もう保育所生活も終わり関係ないけど、意見する機会があったの
で記入させてもらいました。これは自分の周りの父母に聞いた話なのでニュアンスも言葉の
言い回しも違いますが、とにかく不公平。
町の財政も大変なのでしょうが、湧別町など小学、中学まで医療費かからないのを聞くと、
正直うらやましいと思います。子供４人の医療費年間６万位（アレルギー、カゼ等）かかる
ので、負担感あります。
公園について、古い遊具が外されたあと、何も整備されず、草だけの所が多い。今でこそ子
供が大きくなり、公園へ行く機会が少なくなったものの、これからの子育て世代には不便だ
と思う。虹のエリアばかりでなく、住宅地への公園も充実しては良いのでは。
高齢者が多く、それなりに対応して行かなくてはならないのは理解できますが、若い世代に
対して、あまりにも何もないように感じてしまいます。げんきひろばなどはありますが、冬
場になると、児童館しか行ける場所が限られてしまい、学校が休みになると児童館にも行け
なくなります。ちゃちゃワールドに行くことも増えましたが、１階で軽食を出してもらえた
らなあと感じます。（パン類を販売するだけでもいいです。）そうするとリピートしやすく
なるのではないかと。
ロックバレーの所にＩＣが作られるようですが、できるなら、子供たちが遊べる場所を作っ
てほしいです。遠くにでかける時、子供が遊べる場所があるならＩＣに降りてみよう！行っ
てみよう！という。気持ちになります（美幌のきてらすみたいなのが理想ですが）生まれ
育ってきた町と子育てしている世代への対応の温度差が気になりました。
若年層に向けての支援が後回しのように感じる。子育てや子どもを増やしたいのであれば、
働くお母さんの力になるような事に力を入れてほしい。安心して子どもを産み育てられる環
境作りも大切だと思います。働き口も、いつまでも高齢の方が同じ職場にいると、下、新人
が入ってこず、労働口が増えない原因とも思える。働け！とばかり言わず、就職口の現状を
見てほしい。
子供連れが楽しめる施設が欲しいです
子供をもつ親としては、医療の充実、遊び場の充実を願っています。他の市町、地域の良い
所を見習って色んな事を取り入れてほしい。
現在１才になる子供を育てています。町外からの転居ということもあり、分からない事も多
いですが、子供を育てるには遊べる場が少ないので残念に思っています。町外から入ってき
た人達へのフォローのようなものがもっと充実していただけると、より住みやすく、楽しい
生活ができると思います。紋別市（オホーツク流氷公園）にある施設がこちらにも出来れば
いいと思います。
子どもが小さいので子育ての面で、公園が少ないので屋内遊具があって遊べる場があったら
いいなと。小さい子から大きい子まで遊べる公園もあったらいいなと思う。
なぜ遠軽町は小学校から大人と同じ通院３割負担なのか？お金がない「まち」ではないの
に、前からとても不満に思っています。この辺では遠軽くらいです。子供に対して冷たい
「まち」のイメージ。
非課税世帯ではないですが、裕福でもありません。子どもが風邪だと思い市販の風邪薬を飲
ますことも多々あり、ふと、これがもし風邪じゃなかったら…？と思うとゾッとします。
２人の子供がいますが、下の子がよく病院にかかるので、子供は２人で終わりにしよう。そ
う思ってしまいます。３人は欲しいと思っていたけど３人目も体が弱かったら…と考えてし
まうと「産まない」選択をしてしまう自分がいます。
子供が多いまちだと思うので、乳幼児医療助成制度を見直していただきたいと切実に思いま
す。小学校から医療費が３割、決して安い金額だとは思わないですし、大袈裟ですが風邪だ
と思い、市販薬で済ませた、だが実は重篤な病気だったなんてことも無きにしもあらずだと
思います。「１人の命」として考えていただければと思います。よろしくお願い致します。
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教育等について

1 中学生、高校生の「あいさつ」がない。社会では生きていけないと思う。
遠軽町の子供の貧困は何％なのか。もっと、学ぶ、学びたい子供たちに支援を！！もっと、
子供たちに勉強してほしい。世の中は広く、学んでこの土地から飛び立って、外側からこの
町を、日本を見てもらいたい。一人の力は小さいけれど、学ぶことにみんなで教えあう。教
2
育は力になる。今の子供たちが、この町も日本も支えてくれるのだから。教育、学ぶこと、
もっと一生懸命勉強してほしい。道内学力は道外よりずいぶん低い。もっとここを、ここに
力を注いでほしい。
私は、遠軽町が大好きです。曲がりなりにも医療施設が多くあり、比較的老人にやさしい町
でもあると思っています。いつの頃か、地域が「こども」を育てるとの話が多く聞かれてお
りますが、今は、子供が地域を育てているのではと思っています。遠軽高等学校の各種部
活、遠軽夏まつりの踊りの迫力、地域の宝物です。私は、現在高齢のため、夏はパーク、夏
冬のウォーキングが主たる仕事ですが、散歩の途中、運動公園の元気な声、各学校庭からの
3 部活の声、老人にはたまらないうれしさです。遠軽中学校の校舎もきれいになり、行政の力
を感じています。しかし、校舎と道路の空間の雑草や植木の痛んだ枝、手入れのなされてい
ない樹木等が見受けられ残念です。管理は大変だとは思いますが、一考くださればと思いま
す。
これからも、町のため職員の皆様が努力され続けることを望んでいます。（時には休養も必
要です）このアンケートは、町を見直すいい機会になりました。ありがとうございました。
丸瀬布、白滝、生田原地域は子供が少なく、学校を見ていたら活気がなくさみしく見える。
そのようなことから友達もできなく、競争意識もなく、学力の低下、好きな部活ができな
い、と言うような問題が必ず出てくると思われる。今後は、スクールバス等を町が運営をし
て遠軽に通わせた方が、未来の子供たちには、きっと良い結果につながると思う。
4
友達が遠軽にいるから町に残る、友達が遠軽にいるから町に戻る、と言う子供たちが出てく
るかもしれない。
人口も減っていくことを考えると、そろそろコンパクトシティ化を進めていかなければなら
ない時期なのかもしれない。
来年度より、学校でフッ素洗口が始まるようですが、なぜ、学校教育でそのようなことを行
うのか、かなり疑問です。それなら年に１～２回クーポンを配布し、げんき２１などで日程
5
を決めて、クーポンを持ってきた人は無料で塗布してもらえるようなやり方が良いと思いま
す。ぜひご検討ください。
白滝地域の中学校は特区になっていて、毎年卒業生の何人かが、旭川、札幌の高校へと進学
してしまいます。紋別空港を利用する町民や観光客に助成をしているのでしたら、遠軽高校
に通うすべての学生に助成するべきだと思います。今の時点では町外から入学する学生には
下宿代や通学費の助成があると聞いています。ここ数年、定員割れで偏差値も下がっている
ようです。地元の優秀な中学生が町外へ流出しないような策を高じてほしいです。そして、
6
悪天候でＪＲが止まってしまった時に、学生達が駅で何時間も待たないように、すぐにバス
やタクシーの手配をお願いしたいです。その間も高校では授業が進んでいるからです。医療
費もそうですが、遠軽地区だけではなく、生田原、丸瀬布、白滝地域でも安心して高校まで
通えるような環境にして下さい。そうでなければ、この地域には私たちの世代で終わってし
まうでしょう。子供にここの地域に残ってと言える環境ではありません。
遠軽高校はラグビーが強いので、ラグビー部を宣伝してほしい。ラグビーの施設を増やした
7
方がいい。遠軽にも学生はいる。
遠高は、山岳部、吹奏楽、ラグビーが強いので、小さい頃からそういったものに触れる機会
8
を増やした方が良いと思う。
9 高校への地域のご理解感謝しています。
10 「いじめ」に対する対策は重要
11 遠軽町住民はすべて遠軽高校を卒業させ就学させる事から始める

８

芸術・文化・スポーツ等について

プロ野球を呼んでほしい。（地方試合）
1
北大雪スキー場の活性化
空き地や空き施設の利用ですが、すでに有るスポーツ施設やグラウンドを、又と言うより、
新しいスポーツや文化の施設等も考えられると良いかと思います。
2
ロッククライミングの様なものとか…
スポーツ人口を増やせそうな事を考えても良いかと思うのですが…
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文化会館の建設地についてもう少し郊外で駐車場等確保出来る場所、豊里方面にないので
しょうか。大きなイベントでも公演会でもするとき生田原丸瀬布方面からも来やすいのでは
ないか？
町内の車所有していない人達の為にバス停をもうけてもらえれば行きやすいと思う。そした
ら移転費や報償費等の削減が出来るのでは？
移転費等に係る経費の分、内容の充実（建物）がはかれるのでないでしょうか？
少子高齢化のなかの町づくりは大変なことと理解します。
厚生病院の医師、ＪＲの問題など山積するなか、文化ホール建設の問題は人口減少のなか遠
軽の将来を考えると大きな禍根を残すことになりそうです。有識者の話を結合すると岩見通
の商店街を破壊するのではないかとの事です。理由づけが理解できないとのことです。議員
さんに聞いても意味不明なことを言っております。
町づくりの中での文化ホールは必要と考えますが、商店街を壊してまでも大きなホールを建
設しなければならないのか。疑問に思います。維持管理費の負担など将来に大きなツケを残
すことになるのでは？
ラグビーを誘致していますが、瀬戸瀬温泉まで行かなくても、すぐ近くで入れるお風呂とか
あればいいと思います。スッキリしたいのに、何十分も車に乗りたくないですよね。周りの
環境を整えた方がいいと思います。“芝が良くてもお風呂が・・・”と言われる前に動くべ
きです。口コミは重要ですから。
吹奏楽が盛んな町なので、もっと大々的に、他のまちにも伝えたい。そのためには、やは
り、小さくても本格的なコンサートホールがあれば、そして、気軽に毎月それを楽しめるこ
とができれば（一般の人だったり、プロを呼んでいただいたり）どんなに楽しくなるかなと
感じます。
また、文化的なことをする方たちが多いので、それを一部の方たちだけ知って活動していく
のではなく、もっとみなさんにわかるようにしていただければ、交流の輪が広がるし、教え
あって学べあえるような気がします。そういう場所が各場所にできればいいなと思います。
いろいろ予算とか大変でしょうが、より良い遠軽町になっていくことが楽しみです。
町民プールの横にラグビー場が建設されていますが、あくまで、道外の人への誘致が目的の
ように思えます。町民が楽しめるような施設（例えば、高齢になってもできるスポーツ
（カーリング）施設）の建設を望んでいます。
また、スキー場においても、ベテランスキーヤー向けの斜面ばかりで、初心者には、少し大
変な所が多いように思います。幼、小、高齢者が楽しめるようなところにしてもらいたいと
考えています。
吹奏楽が盛んな遠軽町に、文化センターがほしいと、ずっと以前から言われ続けてきたと思
うのですが、どうなっているのでしょうか。実際使う立場の人たちからも意見を聞き、使い
やすい、鑑賞しやすい文化センターが、早期に実現することを望みます。
遠軽町には、立派な温水プールやトレーニングルームができ、体育協会主催の運動教室も充
実して、素晴らしいと思います。しかし、日中に実施されているものがほとんどで、仕事を
持っている人は参加できません。難しいとは思いますが、一期にひとつでも実施してもらえ
たらと思います。
今年は、新設されたラグビー場にかかわって、どれくらい経済効果が上がるのかを見てみた
いと思っています。個人的には、その前に、東体育館、コミセン、豊里体育館などの改修の
方が、先だと思いますし、合宿等で来町された人の宿泊場所の確保ができているのかは疑問
です。
ラグビーやスキーの合宿が沢山くるのに公共のおふろがないのはキツイと思う
文化センター（音楽ホール）について、現在建設計画も具体的になりつつあると思います
が、ぜひ①音響がよく②ある程度の収容人数（８００～１０００人）のあるホールの建設を
お願いしたいです。せっかくお金をかけてホールをつくっても、音響が悪く、吹奏楽の演奏
会や練習にも使えない、コンサートなども呼べない、大会も開催できないということにな
り、稼働率も悪くなってしまいます。音更町の文化センターのように、外観は質素だけれど
も、音響の大変よいホールであれば評判も高まり、大会や吹奏楽の合宿などの誘致もすすむ
と思います。せっかくお金をおかけつくるからこそ、しかも吹奏楽のまち遠軽にできるホー
ルだからこそ、外観は質素でよいですので、町外からも音響が評判となり、利用者がたくさ
ん集まるようなホールを建設していただきたいです。
文化施設の新築は町民の最大の楽しみではないかと思う。音楽を楽しむ町民（若い世代から
年配まで）をさらに増やすために設備投資は必要不可欠です。
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人工芝グラウンドは、ラグビー、サッカー人口を増やすことができると思います。他地域か
ら誘致する取り組みも強化してほしい。（各種大会の主催を拡大し、えんがるの良さをＰＲ
してはどうか）
ラグビー場の施設にやっととりくんでいるようですが、今は高校のラグビーの人数も少な
く、活気のあった頃にくらべ、施設を作ることがやや遅くなってしまった印象があります。
今、遠高では、山岳部（クライミング）が全国大会に毎年出ているようです。旧総合体育館
などを利用して施設をつくることで、オリンピック出場を目標にできるような競技を目指し
てはどうでしょうか？
子供達が全道・全国に出場するたびに、お金がかかるとかお金がないとか聞かされていまし
たが、一生懸命にがんばっている子供達や先生達のために、そんな話が出て来ないような町
づくりをしてほしい。子供達は遠軽の宝です。ラグビーをやる子も野球をやる子も吹奏楽を
やる子も水泳をやる子も、のびのび安心してとりくめるようなそんな町になって行くことを
祈っています
ヨガ教室とかあるといいです。体のために。

観光・イベント等について
将来につながる町づくりについて意見があります。
行政対策は良いと思いますが、遠軽町が観光についてもう少し考えてほしいと思います。コ
スモス畑も町民の１人として２－３回見に行ってほとんど行く事がありません。せっかく名
所のがんぼう岩も他県から来た人から聞いたのですが、おもしろくない、町内に宿泊する施
設が少ないなど、ついつい紋別や網走や町外で過ごしてしまうと話される人が多かった事、
幼児が楽しくあそぶ施設もないので、小さい子供でもあそべる娯楽施設の見直しを考えてほ
しいと思います。
がんぼう岩に宿泊する施設があっても良いと思います。キャンプ場があったと思いますが、
利用する人はいるのでしょうか。そのための運営費は税金ですよね。がんぼう岩の観光の改
善が必要と思います。見晴牧場も観光施設を造って遠軽町のシンボルみたいなものがあれば
良いと思います。
もうすぐ遠軽町から引っ越すが、もう少し町内に遊べる場所があるといいと思っていた。
ちゃちゃワールドまで行くのはやや遠い。
遠軽町は大好きだし発展してほしい。私は20代、遠軽のために小さな力ですが頑張っていき
たいです。コスモス園が毎年淋しい感じ。イベントの時だけ人が集まるのも物足りないか
ら、普段の日にお客さんが来ないのでは・・・。コスモス以外の、例えばポニーなど子牛や
ウサギなど、触れる動物（ミニ園）などあれば楽しそう・・・夢ですが・・・！
だだっ広いコスモス園の使いみちは、ほかにないのだろうか。毎年、台風にやられただの
と、今一つの感じである。町民として、毎年コスモス園に行きたいなとは、あまり思えな
い。全年齢にあわせるから、どれも焦点がぼやけている。親子連れが行きたくなるような遊
具（紋別の入口の海沿いにあるような施設）をそろえるとか、その一画に、パーク（コスモ
ス畑の縮小）傾斜を利用して階段を上った後滑り台にしてみる。お金も管理もかかるが、
もっと魅力あるコスモス園にしてほしい・・・。少しコスモスに頼りすぎている・・・そろ
そろみんなも飽きているのでは・・・。
交通の便の良いところに、道の駅のような観光客を引き寄せる施設があると、もっと活気の
ある町に変わると思います。高規格ができると、町外からの足が遠のくと・・・。
瀬戸瀬温泉、高規格道路にあわせて、観光面と一体化して、整備が少し必要である。
町おこしでイベントするのは良いが、盛り上がっているのはごく一部の人に感じる。お金の
ムダ。もっと町民が一体で集えるイベントやまちおこしをしてほしい。
瀬戸瀬温泉を利用して何かできないだろうか。今は車の時代なので、少しくらい遠くても、
行きたいところにはいくと思う。町内にもほしい。（まちの中に）
瀬戸瀬温泉を建て替えて、第2のニセコのようにスキー場をつくって、外国人の客を呼び込
むようにしたら。
丸瀬布のいこいの森、生田原のノースキング、ちゃちゃワールドを、もっとPRしていくべき
だ。
新しくできるロックバレーの道の駅などは、人が多く通るところとなるので、集客できる魅
力あるものにしてもらいたい。名物、グルメなど。
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あまり遠軽と言う町は知られていないと感じます。少し離れると「遠軽？どこ？」と言われ
ることもしばしば。太陽の丘のホームページでは、ニュースがこまめに更新されているよう
ですが、それを、さらに外に発信する力が弱いのかなと思います。道の駅巡りが好きで、遠
軽のポスターを目にすることもあります。素敵なコスモスの写真だとは思うのですが、その
他の太陽の丘の情報や観光のURL、QRコードなどが一緒にあれば良いのになと感じました。
アンケートにも書きましたが、SNSの活用について、芝桜やコスモスの開花状況、まちの
ニュース、美味しいお店の紹介など、1日1件でも更新することによって、若い町民も遠軽の
魅力に改めて気付くことができたり、遠軽を知っていただくきっかけになると思います。
日頃の町政運営ご苦労様です。佐々木町長の行動力、職員の皆様の一生懸命お仕事されてい
る姿には敬意を表します。
遠軽町、欲を捨てればとても住み良い町だと思います。しかし、今回あえてチャンスをいた
だきましたので、書かせていただきます。
旧遠軽町に限ったことですが、多くの施策が中途半端のように思います。中でも、コスモス
園です。ここ数年入場者が減り、H28は有料が1回だとか。と言うことは、大赤字だったので
しょうか？これは、天候や経済状況のせいでしょうか？でも、たくさんの観光客で賑わって
いるところは、あちこちにあります。国内最大級なのにパッとしないのは、要するに花自体
に魅力がないのだと思います。地元企業や雇用創出のためにやっているのでしょうか？で
も、赤字（売上少ない）なら本末転倒です。今後どうするお考えでしょうか。開業から何年
経ったかわかりませんが、近隣にもたくさん集客している花畑（赤か黒かは別として）があ
りますので、花は他町に任せてはどうでしょうか。やるならとことんやる。ダメなら素直に
諦める。見極めが大事です。フェスタの時だけ芸能人やキャラクターを見にたくさん来てい
るようですが、それではダメです。花で勝負してください。ハニイさんのウエディングは、
なんでやめたのでしょうか？せっかく有名デザイナーがプロデュースしたのに、もったいな
いです。ちなみに、僕が担当なら、同性愛者や動物など、インパクトある結婚式をやります
ね。他のマネもいいけど、独自性のある取り組みをしないと、結局ダメになります。まだ書
きたいこともありますが、これで終わりにしたいと思います。遠軽町を将来背負って立つ子
供たちのために書かせていただきました。乱筆乱文ご容赦ください。
太陽の丘コスモス公園への道がわかりづらい。歩道にコスモスを植えて「コスモス街道」を
つくり公園に誘導しては…？のぼりや表示板等、もう少し工夫を！！
遠軽町は、この人口で大きなスーパーマーケットが３つあり、そこにお客さんも入っている
ようで立派（そのように見えますが）。病院もそれなりに充実しているように見えます。た
だ、人口を一人でも減らせない、一人でも多く通り去る人を（旅行などの通過客）とどめる
ような、観光対策が必要だと思いますが。昔から、遠軽は“素通り”してゆくまちと言われ
ていたように思います。だいたい、“コスモス園”なんて、何年もどこにあるのか分かりま
せんでした。せめて、国道沿いから少しでも見えるところだったら、「あっ、あそこによっ
てみよう」となるでしょうが…。上湧別の“チューリップ公園”のように、まさに“通り
道”から丸見えですから効果抜群です。ただ、チューリップの咲いている期間に左右はされ
ますが。
市民会館も、岩見通の奥にできるのですね。小さい町では、大きな施設はメインストリート
沿い（他市町村の通過人に対して）にあると、より、まちの繁栄（？）を誇示（！）できる
ようでいいのですが…。もう遅いですが…。
コスモスは、毎年全然咲かないのに、なぜやめないのか不思議です。畑をたがやして種を植
えるのがダメなのかと思う。道ばたの自然に種がおちて咲いたコスモスはすごくきれいに咲
いている。コスモス園に行くと、すきまがあってきれいに見えない。むしろ汚い。あんなの
を日本最大級とか、はずかしいです。いろんな人のブログなどを見ると「コスモスはまだ早
かったでした」などの書き込みを見ると、きれいに咲くことなんてないのになと申し訳なく
思う。ひまわりの方がよっぽどきれい。
太陽の丘公園ですが、芝桜、コスモス開花等の時期やイベントの他は、人があまり来ないの
で、多くの人々が来て利用してもらうよう、アピールをしたらいいと思いますが、いかがで
しょうか。
観光やイベントホールなど、町民にも遠軽が自慢できるものを何かほしい。
町の商工観光にもっと力を入れて、全道、全国に名を知ってもらえる様な観光地、土産物
を。いい物が沢山あると思うので、色々な物を使って宣伝してもらい、外国人も行って観て
みたい、食べてみたいと思う遠軽町になってもらいたい。
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瀬戸瀬温泉についても、民間のものだが、話し合い、どう利用すべきか考えてはいかがなも
のか。宿泊施設ばかりではなく、他にもあると思います。

１０

広報広聴等について

1 地域ごとの町政懇談会等を実施してほしい。
町民が町の施策や情報を知り得る手段の主は、広報紙や新聞等だと思うのですが、高齢に
なってくると、活字と向き合うのも大変なようです。また、若い世代も何かと多忙で、活字
から遠のきがちな話も聞いています。耳から情報を得る機会が定期的にあれば、高齢者はも
2 ちろん、その他の世代にも、今まで以上に町への関心も深まり、活性化にもつながるのでは
ないかと考えるようになりました。
昨年、東川町で町のラジオ番組作りに取り組んでいる話を耳にし、共感できるものがありま
した。
町のことについて広く知る機会を設けるべきではと思います。決して広報紙だけではなく、
3 SNSを使った広報活動をすることによって、今よりもっと、人の目につくことがあるのでは
と思います。より良い遠軽を作ってください。よろしくお願いします。
4 町民の意見に対する対応
遠軽町のＨＰについてですが、少し見づらいと思います。特にイベント情報を一覧にしてい
るページは字ばかりで、字も小さくて見づらいです。どんなイベントなのか写真が載ってい
ると町外の人が見たときにイメージできたり、イベント内容が伝わりやすくなるのではない
でしょうか？写真を見て興味をもったら、そのイベントに足を運んでみよう！という気持ち
になるんじゃないかと思います。全てのイベントの写真を載せるのは難しいと思います。町
5 としてメインに考えているイベントだけでもいいと思うので、いくつか写真を載せてみては
どうでしょうか。最近は何を調べるのもケータイやネットです。少しでも遠軽ファンを増や
すために、ホームパージを見て、遠軽に興味をもってもらうことが大切なんじゃないかと思
います。日々の忙しい業務の中で、ホームページを修正するのは大変なことかもしれません
が、少しでもこの意見が何かの役に立てばと思っています。私は遠軽町が好きです。この町
のいいところが町外の人にも伝わって、遠軽ファンが増えてくれたら嬉しいです。
町の広報誌が読みづらいです。同じ予算の使用でカラーにして内容をコンパクトにしてはい
6
かがでしょうか

１１

税金・公共料金等について

健康の維持、病気を予防することは重要であり、普段から鍛えることは重要である。その観
1 点から考えると、トレーニングセンターやプールの料金は高く、ハードルが高い。町で助成
をし、料金を下げ、みんなが利用しやすい価格になればと思う。
このアンケートを、散歩の途中、役場に寄り道して提出する。ポストに投函するより82円が
2 浮く。入ってくる収入は限られ、支出すべきことは多くなるとすれば、節約しかないのかな
…。
町では、小さな子供がいる人は、ちゃちゃワールドの入館が無料になる取り組みを、これか
らも続けてほしいです。遠軽には遊べるところがなく、夏は公園があっても、雪が降ったら
遊ばせられる所がなく、とっても不便です。無料じゃなくても、もっと安く200円くらいな
3 ら行く気になるのですが、600円だと、家族で行くとなると足が遠のきます。そうなると、
紋別に行ったり北見に行ったりして遊ばせた後に、その町でお金を使って帰ってくることに
なるので、もっと遠軽町にお金を落としてもらうためにも、ちゃちゃワールドの無料化など
を続けてほしいです。
4 パークゴルフ場を無料化に。ふれあいと健康の推進に、有料化は撤廃を。
5 コスモス園を無料化に。孫、親族ら大勢になるのと、かなりの負担になります。
遠軽町も高齢者が多くなり子供の数が少なくなってきています。その為、現時点でも働きざ
かりの年代が多くの税金をおさめているにもかかわらず、生活していく中でメリットに感じ
る事はほとんどありません。税金がどう使われているのかが不透明に感じる事もあります。
若者の中には遠軽町の町長が誰なのか？名前すら知らない人も多くいると思います。特に医
6
療の関しては多くの税金を使ってるにも関わらず遠軽厚生は機能せず、まともな医療提供が
されていない。億単位の医療器を導入しても宝の持ちぐされです。非常に医療の関しては不
満です。遠軽町は決して住みやすい、住みたい町ではありません。こんな町に税金をおさめ
てると思うと腹が立ちます。引っこしたいぐらいです。
7 プールの料金をもっと下げてほしいです
8 税金高すぎる
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ちゃちゃワールドは楽しいのですが（子供だけ）、入場料は高いのであまり行く気にならな
9 いです。夏休み、冬休みの工作のイベントがあればいいなと思います。（すでにイベントが
あったのならスミマセン）
10 地産地消の考えにたって、町の税収アップにさらに努力してください。

１２
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6

１３
1
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6

町村合併等について

合併して今年で１２年目に入るが、これからはオール遠軽町で物事を考える時である。
町の職員も合併時から見ると、かなり減っているが、もっと適材適所の職員配置をすべきで
ある。
遠軽地域に施設、特に役場が４つもあるのはおかしいと思います。統合して1つになった意
味がない。
あらゆる面での遠軽町地域の平等化（生田原・丸瀬布・白滝）
合併して丸瀬布の私の知り合い達は、何も良い事が無い！と口をそろえて言います。せめて
子供達が近くで遊べる場所だけは作って下さい。遠い平和山には行かせられません。また中
央公民館にも作ってますが、遠軽からみたらすごくガッカリします。同じ町内なら同じ様な
物を作って下さい。
合併してから１０年以上経ちますが、人口がどんどん減っていき、子どもの数も減っていま
す。少しでも人口減に歯止めがかかるような方針を打ち出し、また活気ある遠軽にしてほし
いと思います。
丸瀬布や白滝、生田原と合併したなら、もう少しお金の使い道を考えてほしいです。いこい
の森にせよ、今回の災害での予算はあまりにも少ないことが、遠軽中心になっている証拠で
はないでしょうか？遠軽町民以外満足という人はいないと思いますが？このアンケートすら
役に立てるものではないのでしょう？調査だけではなく、ただの町民の声を聞いていますと
いうアピールだけなのだと私は思っています。

まちづくり等について

自分としては住みやすい遠軽町だと思っております。種々な物を作って若い人への重荷を増
すことのない様にして欲しいと思います。
この町は公務員の人数が多いのでしょうか？
町の広報「えんがる」などで町の収支や町づくり計画などを熟読しているわけではないの
で、的はずれなこともあるかもしれません。
将来、少子・高齢化、人口減少は遠軽町でも進むでしょう。そういう中でも遠軽町に住みた
いと、若い人・家族が思うには、年をとっても安心して暮らせると高齢者が思えるには、
『何が必要なのか』
人にやさしい町づくりだと私は思います。
・働く場所がある
・病院、学校、保育所が安心
・交通網・移動手段
・生きがいとなる文化（吹奏楽・スポーツ）
そういう町になるといいなと思っています。
高速などで北見方面から札幌に行く流れができています。上手に使えていないのが残念で
す。何かやってみて下さい。
色々考えますが…田舎だからしょうがない…と終わってしまう自分がいます
そうではなく、田舎だけど、小さい町だけどステキなんです!!と誇れるようになったらうれ
しいです。遠軽だからこそ…遠軽にしか…３０年近くいても…わからない…。
街なかには、空家が多くあり防犯や賑わいにも影響があると思う。地域の人が徒歩で利用出
来る場所に活用出来ないものか。少子高齢化で一人暮らしの人が増えてくるのは否めないの
では…。
自分らしく健やかな人生を過ごせる様、介護の必要性が少しでも遅くなる様、身体共に健康
で楽しめる時間が持てる様な地域作りを行政と住民とが考え、工夫し、協力して、行動出来
る様な体制をもてないでしょうか。
色々な案を出し合ってよりよい町作りにして行きましょう。イベントには出来るだけさんか
しようと思います。何事も続けることが大事な様に思います。
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遠軽エリアに住んでいます。時々、他のエリアにも行くのですが、少しさびしくなったと感
じてしまいます。なぜ、さびしいと感じてしまうのかなと思ったところ、多分、人口減少に
よるもの？もしくは、商店等の閉店・・・？なのかもしれません。どうしても、役場が合併
により、他のエリアはさびしくなってしまうかもしれませんが、それぞれの資源的には、魅
力あるところだと思いますので、活性化につながるような企業等の誘致、専門家に依頼して
の取り組み強化など、４地区がともに競えるようなまちづくりにつながると良いなと思いま
す。
今年、ふるさと納税をやってみましたが、日本全国それぞれの暮らしがあり、祭りがあると
いう紹介パンフレットが、返礼品に必ず同封されていました。それらを資料にして、ふるさ
と納税した町民に不用であれば回収して、利用したら面白いかもと思いました。どう利用す
るかまでは思いつかないのですが・・・。役場の皆様は、これからもお世話になるかと思い
ますが、町の発展のために、これからもがんばってくださいね。
空き店舗や空き家を有効活用できないでしょうか？家主がそれらを放置している理由の多く
が「困っていない」「物置として利用している」がほとんどです。まちの真ん中に空間資源
が余っているのはもったいないです。そして、この先、空家はどんどん増えると思います。
そこで、家主には、役割を果たしていない空き店舗で家賃収入もないのであれば、若い世代
や起業家、クリエイター、ビジネスの種を持っている人々へ提供し、積極的にまちづくりに
参加してもらいたいです。そのためにも行政は、空間資源を提供してもらえるよう、家主へ
の働きかけや公民連携の制度づくり、起業家、人材の発掘、そして補助金ありきのビジネス
や事業とならないようにバックアップすることが役目だと思います。空き店舗、空き家、人
のいない公園、月極め駐車場など、有り余った空間資源を有効に活用できれば、人が集ま
り、住む人や店をかまえる人が増え、地域内にコミュニティが生まれ、地価も上がるはずで
す。道のりは遠いですが、空間資源を活用したまちづくりをやってみる価値はあると思いま
す。
そして、若い世代、特に子育て中のママさん世代にスポットを当ててもらいたいです。まち
の情報やクリエイティブな発想、多くのコミュニティを持っています。まちづくりにおい
て、特に重要な世代です。参考になった著書があるので、読んでいただけると幸いです。
「ぼくらのリノベーションまちづくり」嶋田洋平、「地方創生大全」木下斉、「リノベー
ションまちづくり 不動産事業でまちを再生する方法）清水義次、「町の未来をこの手でつ
くる 紫波町オガールプロジェクト」猪谷千春
全般的かつ平均的な町の施策も必要ではあるが、遠軽ならではの個性的な取り組みにも挑戦
してほしい。遠軽と言えば「◯◯で有名」というくらいの先進的モデルとして機能すること
が求められる。あまり、町職員の負担が大きくならないように心配しています。
遠軽は、悪くないけどパッとしない町です。就職先（企業）、不動産（家賃）、お店（買い
物）、娯楽施設、観光事業、どれをとっても魅力が足りないです。若い人が住みたいと思え
るまちづくりをしてください。
町全体をPRする方法を考えてほしい。人がいるのは、コープかシティだけで、まちの中は、
年々静けさが増しているように思える。
娯楽施設を増やした方がいいと思う。インターネットゲームが増えてきて、外に出なくなる
人もいるので、娯楽施設を増やせば外に出るようになり、健康面も上がるのではないでしょ
うか。
旭川紋別自動車道の開通することが切っ掛けになり、地方より、道外より、海外などからの
旅行者がまちに立ち寄ってくれるようなまちづくりを、町民のみんなで、できること等を探
しつつ、利益のあるまちになってほしい！！願っています。
遠軽に人が集うような施策を期待します。現在、ちょっとした買い物なら、北見や旭川に行
くことがほとんどです。遠軽では、まちへ出かけて何かをするということができません。せ
めて映画館でもあれば、また違うと思います。遠軽は、コンビニが多いわりに娯楽施設が少
ないように感じます。また、ふるさと納税の返礼品にも、あまりこれといった物がなく、町
として遠軽のアピールをどのように行っていくつもりなのか見えにくい部分があります。
地元での就労支援、子育て支援の充実、瀬戸瀬IC開通後も、丸瀬布が寂れないように、セイ
コーマートや道の駅、マウレ等の看板を出してはどうか。
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概ね適正に運営されていると考える。今、町民が一番の関心ごとは、5年後、10年後、15年
後、20年後、この町はどうなっているのか？想像がつかない、不安である。町は、目先のこ
とは重要であるが、このことに具体的に言及していない。
安全・安心のまちづくりとは言うが、一番の安心は、10年後も20年後も、この町で暮らして
いけると自覚できることである。これこそが、安心のまちづくりだと思う。今、ほとんどの
町民が、この安心を感じているだろうか？
このことを原点に、町を描き、10年後、20年後の遠軽町の絵を示してほしい。町民は、それ
に向かって努力するべきであろう。
遠軽町は、全然活気がありませんね。若者があまりいないのでしょうか？何か「これ
だ！！」と言うもの、例えば、美人コンテストとか、人気投票とか。
コンパクトシティへの方向付けを明確にすべきでは。
私は、遠軽が大好きです。町民の人たち優しさや温もりに支えられて、今、私は生きている
と思っています。だからこそ、より住みやすいまちづくりや、働きやすい（どんな人でも）
環境づくり、老若男女問わず居心地の良い町になってほしい。自然を大切にしてほしい。
山、木、川、動物…。
町一丸となっての声かけ運動
ふるさと納税のお返しの内容を変更すべき。
もっと瞰望岩をライトアップしたり、そんざい感をだす。高速？がロックバレーの前を通る
と聞いたので、もっと遠軽らしさをだせばいいと思います
町民がやりたいことをやって生活できる町になってほしいです。
町のリーダーの担い手が減ってきているように感じます。進学で町から出ていった若者、優
秀なやる気のある人たちがＵターンしたくなるような取り組みが必要ではないかと思いま
す。
若い世代が、ずっと遠軽に住み続けたいと思えるような街作りや、遠軽で活躍できるような
街作りをしていってほしいです。産婦人科医の確保については、町長が東京で会見を開いた
りなど積極的な活動をしていただいているので、今後も活動を続けてほしいと思います
遠軽町に若い人が少ないのは、ファーストフード店や飲み屋が少ない為だと思う。遠軽町に
若い人が「この町に住みたい」と思わせてくれるような町にしてほしい。正直活気がない。
土地があるのだから工夫をしてほしい。
川があり緑があり空気のおいしい遠軽町は最高です。外からの人が集まるには、すてきな商
店街、宿泊施設等、遠軽町らしいユニークな町づくりのような気がします。今、閉まってい
るお店のシャッターを開け、ヒンメリを飾り、灯りがともったらすてきな町になるような気
がします。（そんな夢を持っています）
「人が定住したい」と思う施策を考えてほしいと思います。遠軽で子育てをして働き、老い
て安心して死ぬる町を実現するためには、どこにお金を使ったらよいか、自ずと施策が出て
くるのではと思います。（子育て支援、就労場所の拡大、教育、病院、新規事業、企業の誘
致、住宅整備）
今後、高規格道路が丸瀬布～遠軽～その奥へと伸びてゆくにつれ、遠軽町も高速の通過点と
なり、例えるならば上川町の様になってしまうような気がする。現在も実際、白滝は店もな
く何もなくなってしまっている。合併した町村をもう少し有効活用した観光開発や、遠軽町
そのものにも他地域から人達があつまる様な施設や何かが必要なのではないか？町内も
シャッターが閉まっている店も多い。遠軽町は「森林と清流の町」というのを聞いた事があ
るが、この豊かな自然等を有効に利用し、全道、全国から人が集まる様な町にしてゆく必要
があるのではないでしょうか？（例えば、北大雪スキー場⇒旭川方面からも多くの集客が見
込める、太陽の丘にオートキャンプ場を整備⇒コスモス以外でも太陽の丘を利用できる、遠
軽町内にも温泉施設を整備、など）
インターネットで買い物ができる時代、なかなか商店街に足を運ぶことがなくなってしまい
ました。町を活性化させるためには、町内でお金を使いたい…と思いながら、食品・日用品
以外はネットや町外の買い物が多くなりがちなのを反省しています。その分、町のイベント
には足を運び、食べ物・飲み物を買って楽しむようにしています。「町内で買い物をしよ
う」と、みんなが意識すると少しは活性化に役に立つのかなぁと思っています。
町民一人一人の力（能力、体力、知力）をもっと発揮させられるような仕組みを構築してく
ださい。
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行政・町職員等について

町は危機管理が重要と言っているが、一部の町職員の危機管理のないのには驚かされる。ま
ずは職員の意識改革が必要であると感じます。
行政の事は勉強していませんのでわかりません。
このアンケートすべての問題を、少しでも町民が関心を持って。私自身アンケートを記入さ
せていただきながら、たくさんの問題に日々懸命に勤められています行政の皆様に感謝で
す。お仕事も、100％の次は120％、次は・・・と、どんどん過労化されてしまってはたいへ
ん。行政関係者の皆さんの健康が町民の健康につながっています。よろしくお願いします。
図書館職員の、あのやる気のない感じだけで、行きたくなくなります。職員を、もっとやる
気のある、愛想の良い人に変えていくべき！！図書館の子供のスペースに仕切りや壁をつ
くっていくなど、他の大人への配慮を早急にすべきだし、本来、図書館職員がヤル気あれば
提案すべきであり、まったくダメ。とにかく、職員を入れ替えてください。
役場や学校など、夜遅くまで電気がついて仕事されている様子がわかります。本当にご苦労
様です。
しかし、あまりにも遅い時があります。電気や冬場は特に暖房等、節約をしなければいけな
い状況でもあります。少しでも早く帰宅できる環境を、各職場で努力する必要があると思い
ますので、ぜひ、町をあげて取り組んでいただきたいです。皆さんの健康維持のために
も・・・。ノー残業デーなどの取り組みをぜひ！
役場職員の中に偉そうな人がいて、教育、指導をお願いしたい。
的確な人事を行っていただきたいと思います。（降格もあり）
町議、町職員、多いのでは。
近年、役場の窓口の対応が良くなったと思われます。お疲れ様です。
役場の窓口はとても親切で、老人にはとても助かります。各書類は複雑で、目も悪くなるの
で書くことが苦手になる。
町議会議員削減と、町職員削減を図るべし。
役場は、私たちが行きやすいところであってほしい。あちこちに散らばってなくて、1か所
だとわかりやすい。町民に、遊びも大事だが、役場を立て直して、病院、郵便局の近くに
あって、すべての用事が済むのであれば最高ですね。イベント、空港事業、ホール等よりも
先のこと。何事も、役場が一つでなければうまくいかないのでは。以前は、いつも役場の門
をくぐって生活していましたが、遠軽に来て16年過ぎましたが、入りにくくわかりません。
役場が、自分たちの働くところが一カ所でないと、横のつながりも見えないのでは。
※白滝、丸瀬布、生田原と役場がなくなり（支所はあるが）、人たちは少なくなり、店もな
くなり、生活ができなくなる。
町職員の人たち、毎日ご苦労様。町民1人1人の安全な生活ができるように頑張っている姿を
見かけます。ありがとう。
今年は選挙の年。前町議選は定数減でした。美幌町なみの定数でいいと思います。
町職員を見ると、若い人たちが多く見られます。その職員が、いきいきと働ける場を作って
もらいたいと思います。まだまだ縦社会で、ムダの多いところが見られます。
町議員の削減。他市町議と比して多すぎるのでは。9名の市もあります。議員に対して失礼
になります。9名でも議会は運営できます。
生田原スポーツセンターは、夏は利用者が少なく冬は1部の人だけで、有料で清掃会社を
使っているが、嘱託職員がやってもいいと思う。調査する必要があると思う。
昔より町職員の応対は良くなっていると思います。次世代のために、医療と教育の充実を、
今以上に取り組んでほしい！若い人がいなくなってしまいます。
せっかくのアンケートだったのですが、設問の半分は実態がわからなかったので回答しずら
かったです。協力できずにすみません。実態がわかる資料等が添付されていれば「あー、う
ちの町、こういうことやってるんだー」と知ることもできたのですが。すみません。私は福
祉関係の仕事をしているのですが、福祉課の皆さんにはいつもお世話になっているし頼りに
しています。他の町では担当者が異動で変わっちゃうと、それまでのことが白紙になるとい
うか積み重ならないという声も聞かれるのですが、うちの町は引き継ぎが良いというか人事
がよく考えられているように感じています。「誰に言ってもわかる」という感じです。今、
福祉担当されている係長は８年目だと聞きました。消防や警察、町内の福祉団体からの信頼
も厚いとききます。町民からの評判もよいです。そういう人事をしてる遠軽町がスゴイなぁ
と私は誇りに思います。福祉には異動しない専門職がいてほしいです。
議員さんの人数が多すぎると思います。
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役場職員の人数を考える。仕事内容にしても１人ですむ事もある。他の研修（遊びが入って
いるのでは？町にどのように役立ってるかわからない）もお金をかけすぎ。人数を考えてほ
しい。役場職員がえらそうである！！
広報など見ているが、働きなどもっとアピールして知らせたらなと思います。後、役場に
行っていろいろ手続きをし様としても、役場の中に下がっているカンバンを見てもどこに
行っていいかわからない。（１階しか知りませんが）他の町役場（市役）に行っても、遠軽
の役場程不親切な所はあまり無いです。自分達の目線では無く、もう少しわかりやすい表現
にした方がいいのではないかと思う。
転勤族ですが遠軽に住んで６年になります。役場の職員の方が、今まで異動したことのある
市町村８ヶ所の中で、１、２位を争うくらい親切で、とても対応姿勢が良いと思います。何
を伺っても、いろいろな方が対応して下さり感謝しています。これからもがんばって下さ
い。
役場に用事があり行くと、いつも冷たい対応を受ける。案内をお願いしたら「分からない。
知らない。」と言われ、窓口で手続きすると、説明不足でかんじんな所の説明がない。事務
的すぎる。内容を知っている人と知らない人の差が大きすぎる。自らもっと勉強して、対応
できるようにするべき。
質問やわからない事を聞きに行っても、職員によって対応が全く違いとまどう事が多い
職員以外の保育士の待遇が悪すぎます。嘱託職員は月１７日間の中で職員と変わらない量の
仕事をしています。給料に見合っていません。せっかく保育士の資格を持っていても、それ
が理由で働くのをやめている人もたくさんいます。
住んでいるところの支所のこと何をやっているのかみえない。地域民の対話集会を持ってほ
しい。
三地区（生田原、丸瀬布、白滝）を比較すると、企業の元気がそれぞれの地区の活性化に差
がある。しかし支所の職員の質にも差がありすぎる。何を聞いても本所に伺いをしないと即
答できない。すべて上から目線でしか物事を見れない情けなさ。支所長にはリーダーシップ
を取って前向きに考えられる人材を希望。二人いれば新しい仕事は出来る筈。一人では出来
ない。一人は地元出身者が必要と思う。誰もが町職員は上から目線でしか仕事できないのか
真剣に考えてほしい。全体が気づいていないのでは。
遠軽町に２０年（約）お世話になっていますが、その間、役場にお世話になることが多いの
ですが、職員の応対ぶりにはいつも感謝しております。わからないことや質問に対して、い
つもていねいにおしえてくれ親切にしてくれるので、帰りにはいつもホッとして心あたたか
くかえってきます。特に１人ぐらしの老人は、ただでも心細いのにそまつに扱われると淋し
いものです。その点、遠軽町の役場の方々は、住民に対する接し方には頭がさがります。こ
れからも遠軽町民のためにがんばって下さい。ありがとうございます。
他市町村に比べて遠軽町はとても「偉い」職員さんが多すぎます。もっと他で勉強してきた
方がいいのでは？一部の人だけ満足しているような町だと思います。税金を無駄に使う事を
考えるのではなく、それぞれが町のことを考える、生きたお金の使い方をして下さい。もっ
と若い人達の意見を聞いて、町を立て直して下さい。
一事業終了後の検証を行うこと。（効率性他）
町長は頑張っていると思うが、最近の若い役場職員（名前をあげないが）は、自分の立場を
判っていないと思う。もっと公務員として、人間として思いやりのある職員になってほし
い。

１５
1
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行政評価アンケート等について

せっかくアンケートを取っているので、統計だけではなく、町として意見に対しての見解を
出してほしい。
若い方に御世話をかけない様に努力して、過して生きたいと思っています。アンケート感謝
致します。
費用を掛けてまで、このアンケートを実施することがどうかと思う。
このアンケートの封筒がA4の定形外で送る意味はあるのでしょうか？
こうやってアンケートをしても、何に活かされているのか不明。もっと、役場など、何をど
うしているのか、明確にしてほしい。
年末、年始にアンケートとは、もう少し、どちらかに移してほしかった。気持ちが疲れた。
除雪はあるし。
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町の事務事業の重要と満足について、12の質問について、意味がよくわからない。町の予算
が、どこのどれだけ予算付けしているか、町の広報で出ている予算は、私たちにはよくわか
らない。アンケート用紙の重要と満足度は、全体として「わからない」が一番多いと思いま
す。
今回このようなアンケートが来て、正直どうしたらいいのか分からず、質問に対してうまく
答えられていないかもしれませんし、字も汚いですが、最後まで読んでくれたありがとうご
ざいました。そしてごめんなさい。遠軽のため、町民のために、たくさん仕事があるかもし
れませんが、よろしくお願いします。
返信用封筒が小さい。
アンケートの質問の１つ１つが堅苦しく、１番目で読む気とヤル気を無くす。どうにか最後
まで記入しましたが、適当に記入しているところもあります
各項目ごとに予算が記入されていますが、金額が大きすぎてピンとこないです
行政評価とか流行なんでしょうが、回答者が若ければ子育ての施策が重要でしょうし、高齢
者だと高齢者向けの施設が重要となるのは自然なことだと思います。しかし、役場は全方向
の施策を展開しなければならないところだと思うので、このような評価を行って、本当に有
効なものとなるのでしょうか？
調査時に総合計画やお金の動きがわかるものを同封してほしいです
〆切日に遅れました事、おわび申し上げます
たいへん難しい質問でした

１６
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複数意見・その他

遠軽町のホームページが他の市町村に比べて見づらい様な気がする。内容ももう少しくわし
くわかりやすくなると嬉しいです。
水道料金をクレジットカードで支払い出来る様になると嬉しいです。
子育てしながら働きやすい環境を作ってほしいです。
以前、死亡届を出したのに、後で子育てクーポンが届いたことがありました。届出したとこ
ろから、関係部署へ連絡が行く様なシステムにした方が良いと思います。（クーポンが届い
た時に、念のためげんき２１に連絡したところ、死亡届を出しても、げんき２１に連絡が来
るわけではないと伺ったので。そういうシステムがなかったので仕方ないと思いますが、
きっと傷付く人も出てくると思います。）
遠軽町では何を考えているのかわからない。遠軽町に学校は５～６年空いている。豊里の自
車道の図面もわからない。中央病院の跡地町民に知らせてほしい。町民が使い町民のためで
あるのだからきちんとせつめいするべきだ。学田の公営住宅跡地を何に使うのか。町で持っ
ている街の中の小さな土地も沢山余りそのしまつなど。
この地域を支えているＪＲの石北線の存続と病院の診療科目を守って行ってもらいたいと思
います。高校についても、子供の数が減っていく中、全道全国から人が集まる様な対策を町
としても検討してはどうかと思います。
普通科の他に科目を新たに作ってもらえないか否か。高校と協議してはどうか？音楽科と
か、理学療法科（スポーツトレーナー養成）など。
ＪＲは存続してほしいです。
子供は地方自治の持続に欠かせません。子供の生みやすい環境、子育てに関する無料化（例
えば高校生まで医療費）等検討してほしいです。
５階建ての公住が建っていますが、今後も必要なのでしょうか？地価の高い都市では納得で
すが…。木造建で十分ではと思います。
道の駅の件 第２のファーライトにならないようにお願いしたいものです。(ロックバレー
に新設予定の道の駅）
※現町長さんは行動力があり、満足しております。これからも町のため町民のためにお願い
します。
石北線のＪＲの本数を減らさないよう町民も皆で存続できる活動を考えていけたらいいと思
います。皆の大事な足なので、観光の値うちも結びつけて活性化できるよう目指すことも大
事なことの１つの方法かと思います。
遠軽は町村合併し、町としての範囲が広くなったにも拘わらず、いろんな部署で町のために
細やかな配慮をして下さっているに感謝致します。
町民のために配意して予算を組んでいることは有難いことです。１例として、ふるさと納税
を、全国で遠軽町出身で立派に活躍している方々から協力していただけると良いと思いま
す。
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瞰望大学では大変お世話になり毎週楽しみに生活しています。多くの町内の方々と接し、買
物場所等で声かけてもらい楽しいことです。
先日、住民票、所得証明書等々を必要があり役場に行きました。親切丁寧にしていただきま
した。ありがとうございました。
音楽のことで遠軽町は知られています。小・中・高と良い環境で学べると良いと思います。
もっともっと能力をのばせてあげたいですね。
今回のアンケート調査は重要な案件ばかりと思いますが、私は自治会（ある問題）に加入せ
ず遠軽広報や伝言板が回ってこず、自治会の情報、街の情報が伝わって来ません。
決して自治会に入りたくないのではありませんが、全体的に考えて町(役所）、自治会と一
体となって考えて行かねばならない問題がある様に思います。今回のアンケート以外に詳細
な問題提起がある様に思います。
遠軽町で一生幸せで過ごせる街作りを検討して下さい。
後期高齢者である私や他の方々も望んでいる事でしょう。高齢者見回りの様な事も必要で
しょう。
全国の自治体の良い施策等の認識も必要かと思う。
1.町の関連施設が多方向に分散しすぎていると思います。何十か所か数えていませんが、こ
れは統合すべきです。分散のための維持管理費は大変な額になると思います。近いうちに作
る＜町民ホール＞もそういう観点から考え直すべきでしょう。長期スパンで考えましょう。
2.これに関連して町の取組として芸術・文化面が他町村と比較して非常に劣っています。仕
方ないから湧別の方に足が向いてしまいます。（遠軽町はパチンコ文化では？）
3.移住者に対する配慮が欠けています。欠けているというより何の施策もないのでは？流出
を防がないと！
4.天下りが多過ぎます。
福路団地に住む者ですが、１日も早く、すぐ近くに郵便ポストを設置して下さい。以前にも
お願いしました。よろしくお願いします。
救急車呼び、色々聞いて中々家までこない、本人はぐあい悪くなっているのに早く来てほし
い。救急車呼んだ人でないとわからない事でなんせ早く来てほしい。お願いします。
メリハリある活動を期待します。
文化センターの建設が本決まりのようですが、ぜひ和室を作って欲しいです。炉がある（電
熱器可）２間続きが良いです。よろしくお願いします。
このアンケートは毎年行っているようですが、必要でしょうか？
もう少し全般にやって欲しい事があるが、我々には読みきれない事があるが上級官庁からも
う少し面倒見てほしいと思われる。
遠軽町では総合墓地（お墓）を作るお考えはありませんか。お墓を守る人がいなくて（遠く
にいる）墓じまいする人がふえています。自分の家のお墓を守るだけでなく、町全体のお墓
を守るという考えはどうでしょうか。
現在、遠軽IC道の駅について検討されていますが、その中で「オホーツクの玄関口」という
表現があります。とても違和感を覚えます。遠軽地域は、オホーツクの玄関口と言える地理
ですか？遠軽ICが「交通のハブ」的な話で展開するのであればいいと思いますが、「玄関
口」というのは、何をもってそのような表現を使うのか理解に苦しみます。
札幌・旭川方面から入って、１時間も走るようなIC（道の駅）が玄関口ですか？途中の白滝
や丸瀬布にも道の駅はあります。「遠軽町」としては、遠軽町が玄関口と言えなくもないで
すが、遠軽IC（道の駅）は本当に玄関口と言えますか？「玄関口」の正当性を主張するので
はなく、表現として客観的にとらえるべきと思います。
白滝の道の駅（PA)で「玄関口」と言うのならわかりますが、遠軽は違うのでは？
有志の方が多くいる検討協議会の中で、異論なく進んでいるのが不思議でなりません。
遠軽ICは、オホーツクの交通の拠点、中心となるハブ的な考えの中で協議すべきと思いま
す。
単なる言葉（表現）として扱うのではなく、誰に発信しても疑問を持たれないような取り組
みをお願いします。
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遠軽町は瞰望岩などがあり、景色も良いまちだと思います。しかし、まち全体に活気がない
のか、少し古くさい感じもします。２万人近くいるまちの割には、町民サービス（特に子
供・子育て分野）において、他の町村より悪く感じます。子供たちが、将来遠軽町に戻って
働きたくなるようなまちになることを期待します。せめて、小学生以下くらいは医療費無料
にしないと、他市町村から来た子育て世帯は、不利益を感じます（ほかは、ほとんど無料で
はないでしょうか）。公園も整備してください。病院も美幌町や音更町がやっている個人病
院誘致への助成を強化するなどするべき。とにかく、全体的に古くさすぎです。まちが！！
変わるところは変え、若者が楽しく暮らせるまちにできるよう、役場職員がもっと頑張って
ほしいと思います。
がんぼう大学ばかりでなく、もっと幅広い年齢層の高齢者が集まる会があればいいと思う。
町民としてこれからもお世話になります。よろしくお願いします。
普段から町民のために働いていただきありがとうございます。遠軽は都会ではないので、足
りないものもたくさんありますが、私は好きです。ただ、そこで生活していくには、交通や
医療など、絶対になくしてはいけないものがあると思います。高規格道路ができたり、便利
なことも増えていますが、車の運転ができなければあまり意味がなく、やはりJRやバスなど
町内には空き家が多すぎ、人口が少なくなることと鉄道の維持は不安である。10年、20年後
のことを考えて、今、行動すべきである。
生活保護、年金もらっても、生活が苦しい。
休みの日など、町内より北見・旭川など地方に行く人が多い。遠軽で楽しく過ごせるとい
い。子供たちが来ても、連れて行くところが少ない。
買い物するお店も病院もあり、住みやすいと思っています。旅に行けない分は、テレビを見
て世界中に行っています。
最近、自衛隊の海外派兵が現実となり、遠軽自衛隊の人たちがもし…と考えると、心配でな
りません。知り合いも何人かいますので。自衛隊のあるまちとして、町民の命を危険にさら
さないような取り組みはできないものなのでしょうか。少し前の議会の広報で見たような気
がしますが、何かできることをしていただきたいです。
遠軽町は住みやすいまちと皆さん言っています。
遠軽は良い町です。みんなでより良い町にしていきましょう。
銭湯はありますが、あまり知られていない気がします。誰でも入れて、リラックススペース
があるといいです。
遠軽イコール◯◯といった、目玉になるような食品（食べ物）があれば良いと思う。何かイ
ンパクトがあるようなもの…。
町財政が破たんしないように、私たちの生活を守ってくださり、感謝いたしております。
役場での、町営住宅、道営住宅の抽選、8度やっても当たりませんでした。どうしても家賃
が（夫が死亡）払えなくなり、今住んでいるアパート（築30年くらい）。家賃の何割かの支
給制度。
生活保護を受けている人に不満を感じます。低所得者たちが一生懸命働いているより生活が
楽なように・・・思われます。受けている人たちに、少し待遇が良すぎるのでは？
個人的なことですが、大きな本屋さんがほしいです。
無駄しか感じない。
魅力がない。
なんとか、ここ遠軽（の自宅）で人生を終えたいと思っています。このことに関するお願い
など…。
１ 共同墓地の建設
２ 在宅介護の充実
３ 地域住民の連携・協力の場、機会の充実
今は、皆さん余裕がないのでしょうか。面倒なことは人任せの風潮に感じます。気の長い話
ですが、住民一人ひとりが、できる範囲で力を出し合い、協力し、心豊かな生活を営むこと
のできる社会を目指していただきたいものです。ご支援宜しくお願いします。
水洗トイレの町の補助だが、見通しがないという以前の話だったので、5年前に自費で200万
円近く工事したが、昨年から町の補助があり実行しているが、不公平である。
地元の小、中、高卒のクラス会、同窓会等の行事をできるだけ地元で行うようにしては。例
えば昭和四年以前の方、１５名以上だといくらか町で補助するとかどうでしょうか
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とても残念ですが、遠軽町の魅力は？と聞かれても答えられない。死ぬほど不便ではないも
のの、便利なものもなく。色々なものを造っている割に管理も甘く。何かしようと思った
ら、結局町外に出て用を足す人が多いと思う。予算を組んで企画を立ててる割に、町がどん
どん寂れていっているのは町の政策があまりうまくいっているとは言えないと思います。町
民が本当にひつようとしていることを！よろしくお願いします。
特にはないのですが、高齢者が多くなるので、何事にも若い方が必要な事で、行事にも参加
する気はあるのですが、体が思うように動かなくなるので大変です。
適時な町内ショッピング券の発行
北２丁目団地やふくろ団地、本当に必要としている家族には当たらないのに、共働きや収入
の多い人たちが住み続けていることにギモンをもってます。一度入居したとしても、現状を
把握し、本当に必要としてる人がすめるように対策をとってほしい。
ひとり親の助成金についてギモン点が。子供１歳未満、両親死別で札幌から帰ってきた友人
が、出産ギリギリまで札幌で働いてて、離婚して戻ってきた時に、前年度の収入があるか
ら、ひとり親手当が受給できない事実。住みなれた遠軽に戻ってきても、町からの助成も受
けれず、１人で必死に子育てしています。町営住宅にも外れ、子供はすぐ熱出すから、パー
トは休まざるをえず、大変な思いをしている人がいます。町は優しくない。お金持ってる人
のところに集まっています。
以前広報を読んだとき、女性町議の方の質問と要望が目につきました。テレビでもよく報じ
られていたし、同じ年寄りの仲間同士でも話題に上がることがありましたので、ずっと気に
なっていたことです。お墓の件です。我家でも、夫婦は今健在ですが、一方が亡くなった時
お墓をつくるかどうかという現実の問題に突き当たります。兄弟のお墓に入れてもらうこと
もままなりません。どこかのお寺永代供養も有りえますが、これまで生きてきた中でお寺と
のつながりがありません。最近は民間又は自治体で合同墓とか合同納骨堂なるものがテレビ
や雑誌で目にすることが多くなりました。（高齢のせいでしょう）北見市では今まで合同納
骨堂の様々な施設があったが、更に要望（需要）が増加し、同じ施設を増築したと新聞で見
ました。当町では、このような施設をつくるという考えはないのでしょうか。時代が様変わ
りしている社会構造に照らして、是非検討していただけないでしょうか。
様々な取り組みが良い結果になっていくといいですね
清掃センターの熱をうまい具合に利用できないかを考えては？
１２月２８日、遠軽へ行くバスの中で、福祉センターへ行く人に合い、色々と話題が出て、
出かけるのが楽しそうに見られました。自分でも落ち着いて時間が自由になったら、仲間入
りが出来たらと、少し心が動いた一日の始まりでした。
災害が発生した場合に備えて、老人、身体障害者等の、一人では避難できない人を把握し、
支援による割り振り等を考え、速やかに全員が避難し、死者が出ないよう、日頃から対策を
思案しておく必要があり、町民に周知し、万が一の時にあわてることなく非難が出来るよう
にしてもらいたい。
遠軽町は雪が多い。町の中の国道の雪の山、お店の前の雪の山、なるべく早めに除雪をして
もらいたいので、そう言う所にも税金の使い道をしめしてほしい。冬になると散歩する所が
少なくなるので、堤防を除雪してもらって歩くスペースを作っていただきたい。それから高
齢化が進むので、保健師をふやしていただきたい。７５歳以上の家庭訪問などを行ってほし
い。自治会からの要望です。もう少し行政と町民の会合をふやしてほしい。
瞰望岩のグランドに大きな雪だるまを作ったら。汽車から見る様なもの
中学卒業の後の事について、地方に行かない事を考えて、若い人達が少ない町でなく、子供
が元気にいれる町にしてほしいです。その事によって子供も多く楽しい町に。むかしの町に
なってほしいです。
２条通の雪捨て場付近に住んでいるのですが、夜中の排雪の騒音がうるさく感じられます。
去年あたりは雪捨て場が満杯となり、清川方面に雪捨て場を作っていたようですが…。夜中
の排雪作業だけでも、清川方面にという訳にはいかないものでしょうか？札幌市ではダンプ
の”あおり”にゴムを付けて「パンパン」という音を出さないようにしていると聞いており
ます。早朝からダンプの「パンパン」という不快な音で目が覚める時があるのですが、何と
かならないものでしょうか？他に苦情などはありませんか？持家なので引っ越しする訳にも
いきません。近所の方達も苦情を言っている方がいます。「うるさい」と。今回この様なア
ンケートが届きましたので書かせて頂きました。何とか改善されますよう宜しくお願い致し
ます。※このアンケートを見て、あまり必要ではないのでは？というような事業に税金がた
くさん使われている事に驚きました。
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共同墓地について提案します。昔は、どの家もお墓を建て、代々家族の残された者が守りま
した。しかし今は子供も少なく、住む所も親の近くに住めるとは限りません。お墓を作って
も守る人が、子、孫と継続してお世話出来る家は少数かと思います。当地も無縁墓が多いと
聞きました。お寺の骨堂を買うにしても高額を支払わなければなりません。宗教は関係な
く、一定の条件さえ整えば、誰でも安価で預かって貰える共同墓地の建設を考えていただけ
ないでしょうか。いつでも訪れて供花出来て、心の安らぐ場所を何とか設けてほしいと思い
ます。近くでは、北見市にそのような所が有ると聞きました。管理の問題、場所のこと、そ
う簡単なことではないと思いますが、ゴール（人生の）が目の前に迫った者の願っている事
が実現してほしいと願って筆を置きます。
物価が高い
運転免許証を返納した場合の遠軽町の得点はあるんでしょうか？高齢者も増えると思うので
充実させてほしい
町づくりについて、総合的なビジョンが不透明で愛着が湧かず、こんなはずではなかったと
感じることが多く感じられる。福祉センターの件について。計画では、文化ホール的な施設
について全く考慮されず、旧来のコピー的な建物と聞いています。夢も希望もありません。
いつまで出演する子ども（高校生も含む）たちにビールの箱を積ませてステージづくりをさ
せるのでしょうか。物故者が生前に、音楽ホールに役立てて下さいと条件をつけた寄付金
が、昭和５０年代からかなりの額になっているやに耳にしています。文化は創造しなければ
できません。「ビアパーティーも立派な文化」と言っている人たちの気が知れません。終わ
れば「アワ」と消えてしまいます。地球温暖化で、今年も台風などの自然災害がつづきま
す。パークゴルフ場も抜本的に考えないと、老人の健康づくりにもなりません。何を今さ
ら？の気持ちです
子供ががんばって良い大学に入っても、今の状態ではこの町にもどってくることができませ
ん。就職先の充実、けがをしても病気になってもすぐ対応してくれる病院、老後安心してく
らしていけるような交通機関（小さいワゴン車位の大きさの車で良い。すみずみまで走って
くれるような・・）運転が危険でも、なんとか運転しないとなりたたない老人がたくさんい
るのではないでしょうか？
民間からくらべたら、もっともっと地域のために懸命に汗をかいてほしい。５年、１０年、
２０年後の遠軽町はなくなる。地域密着と発展はむずかしい問題だが、やれることはたくさ
んある。問題はすぐやるかどうか。しがらみとなれあいでは町に将来はない。被災地の人の
受入れ、老人の受入れ、他県からの受入れ、もしくは外国人等の受入れもしていかないと町
がなくなるかも。又、働く場所もない。企業の受入れ（税の誘導、仕事、すむところ、お金
対策）。又役所の人のお金を全員２０％おとしてその分を新しい人材投入をする等、夕張な
みの努力。町議ももっとけんめいにしないとダメ
買い物、病院等、北見・旭川・札幌まで車を走らせなくては用を足さない町に、若い人は定
住しない。もちろん就職先が少ないのもあると思うけど。
田舎の玄関前の雪捨場所に困るとは思いませんでした。
町議が多すぎるのでは？
健康づくりのため、保健師さんの活躍はすばらしいと思います。
町の施策や日頃の町政に対しては充分満足しており、また、感謝しております。一つだけ、
今後の遠軽町を考えるときに、やはり人口減少問題があると思います。自衛隊の存続につい
てはもちろん最重要な課題かと思いますが、時代の流れのなかで変化があるかもしれませ
ん。その時、どう対処していくかでは遅過ぎかと思います。
どの市町村でも一番頭の痛い問題であることはわかりますが、長期の課題として特化したプ
ロジェクトを立ち上げてはいかがでしょうか。今回の産科復活などは素晴らしい偉業だと感
心しております。再度、企業誘致などにも力を入れてもらい、就職先の安定、住宅の安定し
た供給、その他、いろいろな方面で動き出せば若者が定住し、町としての活気が取り戻せる
かと思います。
商店街の活性化を考えて。
コスモス園で観光客がたくさん来る工夫を。
遠軽と言えば「○○」とすぐ言えるような特産物（品）を考えたり、ＰＲの必要があるので
は。
何年も町長選挙がないがどう思いますか。
町の退職が公共の仕事について何年も辞めないでいるがどう思いますか。
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先にも書きましたが、観光事業で遠軽町の特色というか有名な（ＴＶに取り上げられた
事）、ガンダムとかアンフェアのロケ地、上白滝の秘境駅（なくなった）などで、人を誘致
する方法を考えて欲しいですね。生かしきれていなくて残念。
アンケートで町民に意見を聞くという事は良い事だと思うが、あと２日で今年が終わるとい
う年の瀬に届くというのはいかがなものでしょうか？２週間以上回答する間はあるものの
「やらなきゃいけない」と思わせること、皆さんさすがに暇じゃないと思いますよ。年明け
で良かったんじゃないですか？私もやることが沢山あるのに年越したくないから今書いてま
すが…遠軽町長の名で出してるならもっと時期を考えて欲しかったですね。
子供の医療費をせめて小学生いっぱいまでにしてほしいです。子供が少なくなってきている
ので、スポーツ、部活の数も減っていると聞き入ました。子供がやりたいスポーツがあって
も町内に習ったり練習する場所がなく残念です。
北見まで行かないと物がなかったり、食のレベルの低さも感じます。田舎だから、この程度
でも文句は出ない、このくらいでいいだろうという気持ちで仕事をしているのが町の質も下
げているように思います。これから色々な夢を持つ子供たちがこうなりたい、この町に住ん
でいきたいと思えるような仕事をする大人が増えたらいいなあーと思います。
町内にずっと住んでいる方には見えないものが、他の県から来た人間にはたくさん感じるこ
とがあります。
幼稚園の先生のレベルの低さも感じます。プロじゃないです。もっと他の県へ勉強に行くべ
きです。引っ越してきて一番に感じたのは先生の表情のなさです。小さい町で刺激なくいる
と成長しません。子供にとって１日の多くの時間を一緒に過ごす幼稚園の先生はとても重要
な存在です。もっともっと勉強してほしいです。また、障がい等ある子供への対応ももっと
勉強すべきです。本当に大切なことだと思いますよ！！
お世話になります。
プールの使用料が高くて、軽易に利用しようと思わない。もっと安くして、使用人数を増や
した方が良いのでは。
紋別の流氷公園のイメージで、何か作らないと人が集まって来ないので、消費がうまれてこ
ないと思う。冬にお母さん達が子どもを連れて遊べる場所が遠軽にありますか？
バスが小型されているのは評価します。
役場入り口近くの職員さんは冬寒そうなので、クリアーのパーテーションをつけたら良いの
ではないですか。
子育て支援の充実として、医療費助成の拡大をお願いしたいです。周辺の町との差が大きい
です。若い働き手や子育てする年代の人がすみやすく、この町で子育てできて良かったと思
える町づくりも必要ではないでしょうか。
町のイベント以外でも夏休み期間中は丸瀬布キャンプ場がにぎわっていました。連宿してい
る方もいたので、是非ジオパークやちゃちゃワールドにも足を延ばしてもらえるような昆虫
館とセットのチケット販売、もしくは町内の温泉めぐりを目的としたチケットだったりスタ
ンプラリー等の策があると、白滝や生田原、瀬戸瀬等にも足を運んでもらえると思いますが
いかがでしょうか。
大体３歳くらいから保育所や幼稚園に入園して色々なお金がかかるのに３歳から子育て支援
のお金が減るのは困る。
今の時期、インフルエンザが流行するので、子ども高齢者だけでなく、共に暮らす家庭の人
にもインフルエンザ予防接種の助成をしてほしい。
生保や母子の方で、助成金をもらい生活している人が車を持っていたり彼氏と暮らしていた
りするので、本当に徹底した調査を何度もすべきだと思う。
スポーツ施設の充実化には満足しているが、合宿等にも使用する為の宿泊施設（町の旅館も
含め）使用しやすい、アクセスがよいなどもっと考えるべき。
瀬戸瀬温泉の再開発は絶対やるべき事項ではないのか！町でイベント時の宿泊につなげるた
めの努力が足りていない。
太陽の丘公園も広大な敷地があるのに、活用がうまくなされていない。アウトドアファンが
多いというのに、オートキャンプ、コテージなど整備をし、きれいに管理することで集客で
きる。紋別の流氷公園はエリア分けをして集客する努力をしているではないか！
観光客はもちろん、地元人も満足できる開発が出来ていない！
税金のムダづかいにしか思えない部分が多すぎる！
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若い人（中学生、高校生も含む）の娯楽施設が少ないと思います。５年前にボーリング場が
70 潰れてしまい娯楽施設が減ってしまいました。せめてボーリング場の復活を願っています。
ご検討をお願いします。

たくさんのご意見ありがとうございました
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