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No 項　　目 担　当　課 意　　　　見 回　　　答

1

No.8

振内中学校校舎・屋体

整備事業

生涯学習課

➣振内中学校について改修するということであるが、生徒数が２０

数名で統合した場合のスクールバス運行と、この事業費をかけること

で採算があうのか。平取中学校との統合はなくなったのか。４億の事

業費をかけて生徒が今より増える可能性はあるのか。生徒数２０数

名ではクラブ活動など選択肢がないのではないか。財政的にこれだけ

の新たな費用がかかるのであれば統合すべきではないか。

【まちづくり課】

◆統合に関しては継続的に協議を進めるが、建物の天井や壁からの落下など

があり、たまたま人的被害は出なかった。今年２月に簡易な調査を行った結

果、危険校舎であると診断され、生徒の安全確保をしなければならない状況と

なり、これらの事業を行うことになった。生徒の推移は１０年くらいは現在の生

徒数で推移する。統合については、地域の合意が必要で強制的に行うことでは

ない。

2
No.14

町民グラウンド改修事業
生涯学習課

➣町民グラウンドの整備についてだが、前年度の計画では80,000

千円で今年度は120,000千円と40,000千円の増となっているがそ

の理由は。また、以前より照明を整備してほしいと要望していたが、そ

れは、町民や仲間同士の交流の時間を増やしたいという思いがあっ

てのものだったが、この整備内容では町民のためなのか、大会のため

の整備なのか。そこまで地盤整備にお金を掛ける必要はないのでは

ないか。

【生涯学習課】

◆これまでに計上した事業費等との差異については、２６年度中におけるグラ

ウンド改修調査をもとに、改めて、事業内容及び財源とする補助金の精査を

行ったことによるものです。

　本事業については、その財源をスポーツ振興くじ（通称ｔｏｔｏ）における

地域スポーツ施設整備助成金とし、当初、グラウンド面だけの整備計画とする

ことで、補助金は事業費の４分の３を充当予定でしたが、精査する中で面整

備のみでは補助金の上限は２０００万円となることが分かりました。

  このことにおいて、事業費に対し町の持ち出しが多くなることから、内外野舗

装、防球防護フェンス、バックスクリーン、ダグアウト等、施設の全面改修を行う

ことにより、補助金の上限が引き上がることの確認ができましたので、町費軽減

を図るうえにおいて、事業費の変更をするものであります。

3

No.15

振内地区体育施設改

修事業

生涯学習課
➣カーリング場の利用者はいるのか。実質２ヶ月間の利用で、夏場

は何らかの利用があればよいのだが。

【まちづくり課】

◆期間中は利用者はいる。平取は冬のスポーツは少ない。
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4

No.24

実践型地域雇用創造

事業

No.41

地域文化資源等ネット

ワーク形成事業

アイヌ施策推進課

まちづくり課

➣地域おこし協力隊について、第1期はまちづくり課、第2期以降は

アイヌ施策推進課が担当ということで、2期以降は誰が来ているのか

情報が全く地域に流れてこない。また、担当課についても農業をやり

たくてきているのに、産業課は聞いていないなど、役場内の横のつなが

りが出来ていないのでは。もうちょっとやり方があると思う。

【まちづくり課】

◆募集の条件が違うということで、現在アイヌ施策推進課が担当している。平

取町の事業としてやっているので、どんな人がどんな事をしてるなどの情報を提供

したい。

5

No.38

平取ダム建設に伴う埋

蔵文化財調査事業

文化財課
➣現地調査が26年に終わったが、来年以降も作業員の募集はある

のか。

【まちづくり課】

◆現地での作業はではなく、資料整理が主になるので、少なくなると思うが何

人かは公募すると思われる。

6

No.40

平取ダム地域文化調査

事業

（アイヌ文化環境保全

対策事業）

アイヌ施策推進課
➣この事業は、No.38の豊糠の遺跡発掘調査の事業のように、働く

雇用機会が与えられるような事業なのか。

【まちづくり課】

◆平取ダムの周辺が、昔のアイヌ文化における狩猟場等の貴重なものだったと

いうことで、ダムができる事によりそれが失われることから、調査を実施し、後世に

残していく案を検討する事業で、今年始まったものではなく、5年位前からやって

いる事業で、ダムが完成するまで調査を続ける。二風谷に事務所があって、12

名位の体制でやっている。毎年応募は4月に行い、雇用という形態でやってい

る。

7

No.49

中山間地域等直接支

払交付金事業

産業課
➣事業の内容について、どういう事業をやっているのか週報などで町

民に周知した方が良いのでは。一般の人は誰も分からないと思う。

【産業課】

◆ホームページにおいて事業の内容を公開しておりますが、町広報誌等でも周

知をしていきます。平成27年度から次期の事業（5年間）が始まる為、内容

が固まるのが若干遅れますが決まり次第周知をしてまいります。ただし、参加を

する農業者には早い段階から周知はしていきます。
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8

No.52

中山間地域総合整備

事業

（平取南地区）

産業課

建設水道課

➣去場の地区水道整備について中山間地域総合整備事業にてお

願いしたいと要望してきているが、それは計画にのるのか。水道管がか

なり老朽化してきているので是非お願いしたい。

【産業課】

◆昭和36年度に新農山漁村振興特別助成補助金を活用し、平取町農協

が事業主体で整備されたもので、日高振興局との協議では、中山間整備事

業では実施できないとの回答を受けた。今後においては、関係課で協議し利用

組合と協議を進めたい。

9

No.56

新規就農者用リース農

場整備事業

産業課

➣新規就農者用のリース農場を毎年整備している状況であるが、現

在、経営者の高齢化に伴い使われていないハウスや暖房機がそのま

まになる問題があり、新しく整備するのではなく、再利用を含めた対

策は考えていないのか。

【産業課】

◆農業を行いたい方の受入については、現在新規に研修を受けて就農をして

いく方法を主としておりますが、今後は様々な形（居抜き、第３者継承他）の

受入を考えていかなければ、農家の減少（施設野菜以外の畜産や酪農関係

も含めて）に追いつかなくなる事が想定されますので、意見のとおり再利用など

も次期総合計画で検討してまいります。

10

No.58

農業者就農促進対策

事業

産業課 ➣この事業の助成対象はトマト農家だけのものか。

【産業課】

◆補助対象経費として、「①栽培ハウス施設及び付帯設備の整備②畜舎の

新築及び増改築に要する経費」　となっており、作目はトマトと限っておりません

し、畜産酪農関係も対象となります。また、平成27年度より補助対象事業の

メニューを拡充する予定となっています。利用にあたっては採択要件がありますの

で、詳しくはお問い合わせ願います。

11
No.67

町有林造成事業
産業課

➣町の負担分について、国の補助金を除いた半分が町の負担という

ことなのか。

【産業課】

◆町負担ではなく、その他財源ということで、売り払った収入を財源としてみてい

る。
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12

No.78

住宅リフォーム促進助成

事業

まちづくり課
➣住宅リフォーム事業は平成27年度で終了するのか。要望も多く、

実績に基づいて平成28年度以降も続けてもらえればと思うが。

【まちづくり課】

◆経済対策事業の一つとして実施してきた事業であり、一応平成27年度まで

としているが、定住施策の検討の中で空家などの中古住宅購入後のリフォーム

に対して助成をするなど、いろいろな方法を第6次の計画の策定の中で検討が

必要と考えている。

13
No.79

すずらん公園整備事業
産業課

➣すずらん群生地は車椅子で歩けないという意見を聞いたことがある

ので、整備を考えていただけないか。

【産業課】

◆すでに一部（階段箇所まで）は車椅子で観賞できるようになっており、何名

の方も車椅子で回っております。すべて回れるようにとなると段差を緩やかにする

などの整備が必要となり難しい状況です。駐車場についても障害者の方には遊

歩道入り口近くで車を降りることが出来るよう配慮しております。

14

No.80

ファミリーランド施設整備

事業

産業課

➣二風谷ファミリーランドのパークゴルフ場について、コース内へのトイレ

新設計画はないのか。特に女性などが困っており、少なくとも簡易トイ

レを設置するなど、他の町村並みの整備が必要だと思う。また、ゲー

トボール場の簡易トイレは扉も開かず不便。それと、ゴミ箱や灰皿に

ついてだが、少なくともあずま屋に設置していただきたい。

【産業課】

◆二風谷ファミリーランドパークゴルフ場の受付管理棟にトイレが設置されてお

り、パークゴルフ場内にトイレを設置する計画は平成27年度ではありません。今

後大きな公式大会が開催出来るよう日本パークゴルフ協会「公認コース」の認

定を平成27年度に受けるべくコース延長の調整やコース内の整備を現在行っ

ているところであり、平成28年度からの第6次総合計画のなかでトイレの整備

等については検討をしてまいります。利用者には多少の不便をかけますが、受付

管理棟でコース内にトイレがないことの周知をさせていただくなどの対応をいたし

ますのでご理解を願います。また、ゴミ箱、灰皿については、そのような要望をい

ただく毎に説明をしてきておりますが、ゴミ箱や灰皿、また周辺の汚れに対する

管理が24時間できることではありませんので周辺の環境整備や美観の点から

設置をしていないことについてご理解を願います。
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➣デマンドバスについて、今年度試験的な運行を豊糠で実施した

が、振内や本町では本格運行を既に行っており、近くに店がある街の

中ばかり走らせてるいるのは公平ではないと思う。

【まちづくり課】

◆今まで、路線バス中心で住民の足の確保を行ってきたが、高齢化や十分に

バスが行き渡っていないことから一つの試みとしてデマンドバスを実施した。最初

は人口の集中しているところで実証運行を行い、去年から、一月だけだが貫気

別で試験運行を実施した。今回は豊糠でスクールバスに混乗する形で実施し

たりと、色々やってみたがコストの問題があり、今までのことを検証し、H28から仕

切り直しで新たな事業を検討したいと考えている。

➣平成27年度事業費について前年度より縮小し、更に平成28年

度以降の事業費は計上されていないようだが、この方向性について

教えていただきたい。

【まちづくり課】

◆現在、交通計画の見直しやっている中で委託事業ということで実施しており、

投資的経費というよりも経常的経費ということで、平成28年度以降は記載をし

ていない。また、バス事業についても今後の方向性について第6次計画の中で

検討をしたいと考えている。

➣貫気別でデマンドバスを実施しているが、最終的にはどうなるのか。

地域の人からは不便だと聞くことがある。

【まちづくり課】

◆貫気別の路線は道の補助金と町の補助金が入っているので、町の負担は低

い。低いため、デマンドをやめて別なところに頼むと高くなるため、やめずに維持す

ることになる。補助金が振内と本町の路線に適用されるとしたらいいのだが、あま

りそうはいかないと思う。検討していきたい。

16

No.104

公共治山事業

No.105

小規模治山事業

産業課

総務課

➣オバウシナイの平和塔裏側の山腹崩壊、10町内上団地の山腹

崩壊の関係については自治会で要望しているので、調整していただき

たい。

【産業課】

◆オバウシナイ山腹崩壊については、北海道に要請を続けた結果H27で調査

設計、H28で工事実施の予定となっている。

10町内上団地については、引き続き北海道に要請をしていきます。

No.101

地域公共交通活性化

事業

まちづくり課15
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17
No.114

フラワータウンフェスタ事業
産業課

➣草の取り方が悪く、花なのか草なのかわからない。草を取っていない

ところの対策を検討した方がいいのではないか。

【産業課】

◆管理をしていただいている団体に繰り返し除草のお願いをしてきており以前よ

りは少し解消されてきていますが、まだそのような箇所が見られるため対策につい

ては検討をしているところです。新年度について対応策を実施していきたいと考

えておりますが、管理をお願いしている団体、個人には引き続き適正な管理を

お願いしてまいります。

18

No.125

移住・定住推進事業

(移住体験住宅)

まちづくり課
➣移住を目指して短期間住んでもらう事業を行っているが、実際に

移住する人はいるのか。

【まちづくり課】

◆避暑地として来る人が多い。町への指摘やアイデアをもらったり等交流はでき

るが、定住に繋がる雰囲気は今のところ無いのが実態である。

19

No.126

移住・定住関連事業

（起業家支援対策事

業）

まちづくり課
➣ずっと100万で来ているが、実績はどうなのか。どういう業者なのか。

空き店舗が増えてきているので活用してもらいたい。

【まちづくり課】

◆今年新しく作った制度である。町内で起業する方に上限100万円の補助を

する制度である。今年は活用実態はない。業種としては、土木業等を除くほと

んどの業種に対応するようになっている。

20

No.127

民間賃貸共同住宅整

備費助成事業

まちづくり課
➣来年度についてもアパート建設への助成事業は実施するのか。ま

だまだ住宅不足だと思うが。

【まちづくり課】

◆H26は申込はなかったが、来年度、建設する見込みがあることから事業実施

したいと考えている。

公営住宅等についても民間に任せたいところもあることから、こういった制度を用

意し、民間賃貸住宅を増やしたいと思っている。

21
No.128

外部専門家招聘事業
まちづくり課 ➣どのような事業なのか。

【まちづくり課】

◆地域おこし協力隊の任期3年後に移住定住するためのアドバイスを専門家

にしてもらっている。国からの特別交付税で行っている。
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22

No.132

新エネルギー導入関連

事業

（太陽光発電等施設

整備事業）

まちづくり課

➣ふれあいセンターの太陽光設備は平成２７年度は調査設計とい

うことだが、現在ほくでんが買い取りをやめたとかそういう話を聞く中、パ

ネルの寿命も含めて費用対効果の計算もしているのか。また、家庭

用への設置についても補助をするメリットはあるのか。

【まちづくり課】

◆補助金を使って公共施設に設置する場合は、売電は出来ない。ただ、ふれ

あいセンターは災害時の避難所としての役割もあり、蓄電設備の整備も併せて

行うことから、やる意義はあると考えている。家庭用については、買取制度につい

ては破綻をきたしているが、国の動向も見据えながら方向性も考えて額は少な

いが補助を続けていきたいと考えている。

23

No.134

新エネルギー導入関連

事業

（バイオマス産業都市

構想策定事業）

まちづくり課

➣木質バイオマスについて、山の木材を林道を作って切り出してという

ことだが、長期的に見て、土砂の流失や、野生動物の餌の減少など

を考えると、ある程度天然更新をしながらとか、森林の保全を考えた

バイオマス計画が必要となってくるのではないか。自然に負担をかけな

いエネルギーの検討も必要では。

【まちづくり課】

◆来年度、バイオマス産業都市に手をあげる予定で、町のバイオマス資源の賦

存量は木材が１番であり、燃やすために切り出すというのは採算が合わないとこ

ろもある。最近大手もバイオマス発電が増えてきており、周辺の状況も注意しな

がら、残材を使うなり、その他の資源も探りながらと考えている。

24

No.135

新エネルギー導入関連

事業

（次世代自動車充電イ

ンフラ整備促進事業）

まちづくり課
➣補助金があるから一つ作ってみようかということなのか。また、充電

施設についてどこに設置する予定なのか。充電にかかる時間は。

【まちづくり課】

◆北海道の大きな計画の中で、電気自動車の充電施設を増やしていこうとい

うのがあり、電気自動車が普及しないのはインフラ整備が進んでいない事が一つ

の原因であることから、補助金の動向を見ながらであるが実施をしたいと考えて

いる。設置場所については、びらとり温泉の駐車場を想定している。宿泊者や

温泉利用者も利用出来ればと考えている。充電時間については、急速充電

30分で、約1時間30分走行可能と認識している。

25

No.139

振内町民センター改修

事業

アイヌ施策推進課

➣振内町民センターのエレベーターについて、工事するのは平成28

年度という説明だったが、地域の話では平成27年度に整備すると聞

いていたが。

【まちづくり課】

◆来年度は実施設計を行い平成28年度に工事実施となる。
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26
No.158

例規整備事業
総務課

➣マイナンバー制度はどのように番号をつけるのか。また情報が漏れた

となったらどうなるのか。

【まちづくり課】

◆年金とか税を一元的に管理するために個人に番号を付番されるもの。その番

号だけで個人を特定することができるようになる。情報漏洩問題に関しては国で

やる事業なのできちんと対応はされるので大丈夫だと認識している。

27

【水道会計】

No.1

配水管整備事業

建設水道課
➣荷負の水道設備は相当古いと思う。順番に整備をしているのか。

【まちづくり課】

◆本町は漏水が酷いということで整備している。本町・中部振内・貫気別簡易

水道を統合し、基本的に老朽化に向けての計画を立てていく。部落水道につ

いても同じ状況なので、総体的に平取町の水道インフラをどうするかの検討をす

る。

28

【水道会計】

No.3

貫気別地区簡易水道

施設移設事業

まちづくり課

建設水道課
➣貫気別橋の架替についてはこの計画にはのらないのか。

【まちづくり課】

◆道の事業なので、この計画にはのってこない。ただ、関連事業として水道会

計で水道管移設の事業を計画している。

29

【水道会計】

No.6

本町・中部振内・貫気

別簡易水道統合計画

委託事業

建設水道課

➣去場に新しく町営住宅を建設する計画となっているが、ここに引く

水道は地区水道ではなく町管理の水道を引くことになるのか。去場

に新しく建設された民間アパートについても町管理の水道管を引いて

いる。去場の地区水道では農繁期の時などは、農家ではない家庭で

も、使用制限をかけながらやっていると聞いている。各簡易水道の統

合計画を策定するということは、町全体の水道のあり方を検討すると

いう事なので、ただ補助金をもらうためということではなく、そういうところ

も含めて説明がほしい。

【建設水道課】

◆去場地区に建設する公営住宅については、２棟８戸で、水洗化等の変更

はありますが戸数は変わらない状況にあります。今までどおり地区水道を利用さ

せてもらうこととしています。

今回行う整備計画は町管理である本町・中部振内・貫気別の統合計画で平

成２９年までに統合しなければ、簡易水道国庫補助金を受けることができなく

なり、今後の配水管整備計画に支障をきたすため策定することとなりました。今

後は、各地区にある小規模水道事業を含め 、施設の老朽化や管理など検討

することが必要と考えています。
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No 項　　目 担　当　課 意　　　　見 回　　　答

➣新しい病院はどこに建てる予定なのか。国保病院は現状から見て

どの程度の規模を想定しているのか。

【国保病院】

◆建設場所は「現在地からあまり離れない場所がよい」との検討委員会での報

告を受けていますので、そのことを参考に検討していきます。

規模については、現在の入院患者の状況から、４０床程度を考えています。

➣いつ完成するのか。また補助金については。また、病院の建設につ

いては、広報などで説明はあるのか。

【国保病院】

◆現時点の計画では、２６年度・基本設計、２７年度実施設計、２８年

度着工、２９年度完成の予定となっていますが、補助金を活用し、事業の実

施を考えているので、国の制度がはっきり決まらないと事業を進められないことが

あります。このことから、２９年度完成の計画がずれ込むことも予想されます。

住民への説明については説明会の開催などを考えています。

➣温泉の時にも資材高騰で予算も大きくなり費用もかかった。なぜ、

今事業を行うのか。2020年の東京オリンピックまで資材高騰は続

き、業者が大変な状況となっている。予算もこのままでは収まらないの

ではないか、温泉も５割増しとなった。すべて町民負担となる。

【国保病院】

◆病院が建築されて５０年が経ち、施設全般が非常に老朽化している。特に

給排水設備や暖房設備など水周りの設備がいつ壊れてもおかしくない状況に

なっている。また、雨漏りなども発生する状況もあります。このようなことから、施

設が壊れてしまうと医療の提供ができなくなってしまうので、早急に改築が必要と

考えています。また、入院病棟についても、施設的には良質な環境とはいえな

い状況と思っています。

【病院会計】

No.1

国保病院改築事業

30 国保病院
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➣救急指定病院であるが何のメリットがあるのか。家族が救急で入り

２日間置かれて脳梗塞と診断されて苫小牧へ搬送された。救急で

入った時に対応してくれたら後遺症もある程度軽く済んだのではない

かと思う。何のための救急病院指定なのか。新しい建物ができても良

い医者が入り対応できるのであればよいが、建てかえて施設のみが良

くなり、対応ができないのなら何も意味はない。

【国保病院】

◆救急指定病院であることにより、２４時間、医師が待機をして、患者さんを

受け入れしています。まず、医師に診察していただける体制が重要だと思ってい

ます。重症な患者さんの手術などは対応できないが、その場合は、苫小牧市内

などの総合病院と連携をして対応をさせていただいています。医師や看護師、

医療スタッフについては、地方の医療機関での確保は非常に厳しい状況となっ

ています。

➣基本設計についてどのような状況か、考え方をしているのか教えて

いただきたい。

【国保病院】

◆基本設計はまだ、発注していないので提示できる状況ではありません。基本

構想は検討委員会の意見を受けて作成し議会にも報告をしていますので、基

本構想を提示しますので、ご覧になっていただきたい。

➣かつら園も築２６年が経過し老朽化している。病院も一体として

いかなければならないのではないか。そのような基本計画なのか。建

設するとしたら将来的なことを考えなければいけないのではないか。

【国保病院】

◆病院としての建設であり、介護福祉施設との併設は考えていない。施設のス

タッフの問題など特養施設と簡単には一体化することはできない。特養施設を

病院の近くに建設することは検討の可能性はあると思う。

➣高齢者施設には入所したくても空きがない状況の中で、町立病院

には高齢者施設に入所できない入院患者はどの程度いるのか。これ

から高齢者は増加するのではないか。仮に病院が診療所となったとき

には出なければならない

【国保病院】

◆社会的入院ということでも受け入れをしているが、かつら園へ申請している方

は７名程度いる状況です。です。

国保病院30

【病院会計】

No.1

国保病院改築事業



（11 / 23ページ）

平取町総合計画ローリングに関する意見集約書

No 項　　目 担　当　課 意　　　　見 回　　　答

➣看護師、医者は足りているのか。

【国保病院】

◆看護師はギリギリ状況で対応している。医師も３名いますが、基準は満たし

ているが、勤務の負担を軽減しなければならない状況です。

➣個人病院と町立病院との違いは何か。一般の病院であれば破綻

しているのではないか。毎年一般会計からのお金が入り成り立ってい

るのではないか。総合計画の説明では順調に進んでいるとの説明で

あるが、役場からお金を入れて成り立っている。

【国保病院】

◆過疎地域の病院は経営的にも非常に厳しい状況です。公立病院は地域の

病院として維持するため、それなりの費用もかかり、個人病院とは一概に比較

はできないと考えますし、行政的な業務もあり、個人病院のように経営優先と

はいかない部分もあると思っています。

➣町には病院があった方がよいがこの町に似合わない病院は不要で

それ相当の病院でよいのではないか。問題は建物ではなく中身であ

る。以前から変わってきたのが出張医による科の増設は評価する。し

かし、今、この時期になぜ建設するのかという思いはある。救急に期

待しても体制が整っていないのだからだめだと思う。規模と内容だと思

う。町が破綻しないよう、町民に迷惑をかけないように実施していただ

きたい。

【国保病院】

◆病院として入院も受け入れが可能な体制を取ることを考えている。診療所で

も１９床の入院は可能だが、現状を考えるとそれ以上の入院患者が見込まれ

るので、最低限の規模を維持していきたい。今の病院は施設的にも限界であ

り、早急に改築が必要と考えています。医師については、医療の提供を最優先

に考慮して確保にあたっています。

➣病院を改築することは良いことだと思うが、せっかく15億円かけて新

しくするのであれば、利用者が増えるような、もっと信用できる病院に

すべきだと思う。また、小児科についても、今はほとんど町外の病院へ

1時間かけてかかったりしているので、これだけのお金をかけて改築する

のであれば、その点を検討して頂ければという要望です。

【国保病院】

◆職員の接遇については、日ごろから指導をしています。まだ、行き届かない点

があると思いますが、今後更なる改善、指導を続けていきます。

小児科については、小児科診療のできる専門医の確保が課題となりますが、医

療の継続を最優先して医師を確保しています。改築により小児科医の確保は

お約束はできませんが、小児科医の確保を努力します。

国保病院30

【病院会計】

No.1

国保病院改築事業
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➣地方交付税はどういう基準で増えたり減ったりするのか。

【まちづくり課】

◆基本的には今の国の予算、今約90兆円のうち約17兆円が地方交付税

で、それを都道府県の各市町村に配分している。その計算式はかなり細かく計

算されている。今年の配分はかなり厳しく、全道でほとんどの市町村が減額に

なっており、その年の予算額とかに左右される状況となっている。

➣財政計画について普通交付税が下がってきているということだがそ

の理由は。計算方法は毎年同じやり方ではないのか。

【まちづくり課】

◆普通交付税について、国は毎年地方の財政はこれくらいでやろうと計画を立

てており、その時に交付税をいくら用意するかが決まる。最近、地方の税収も上

がってきていることから、縮小傾向にある。計算方法についても分厚い計算書で

毎年違った係数があり、これにより算出しているので同じ算出方法ではない。交

付額は平成26年度は大きく落ち、全国的にも小さい町が厳しい結果となって

いる。

➣基金が20億円ほどあり、使って減るけど、また貯まる年もあるがその

仕組みは。また、基金はこのまま行くと、いつ位までもつのか。

【まちづくり課】

◆地方交付税の増減が影響しており、交付税は本当に水物で、町でも予測し

見積もりをたてるがそこが微妙に狂い増減があり、それにより積み立てられたり、

そうでなかったりとなる。基金の残高は全道の市町村の中では中位で結構ある

方ではあるが、長期的な財政計画では20億円位は常に持っていたいと考えて

いる。ただ、病院改築なども控えている事からうまくやり繰りをしていきたい。

➣前年度で基金積立1億円ができたという事だったが、今年度の見

通しについてはっきりしているのか。

【まちづくり課】

◆平成25年度の普通交付税が29億5,800万で、右肩あがりで交付税が伸

びてきた状況があったが、26年度は確定の数字で約2億円以上減額交付とな

り、非常に厳しい状況となっている。全国的な傾向の為、来年度以降、増える

推計ができない状況にある。基金の繰入金を約2億予定しているがこのままの

状況では取り崩すことになるかと思う。国の動きに期待せざるを得ないところがあ

るため、交付される額はその年にならないとわからない。来年は歳入歳出ともに

引き締め1円でも多く積み立てられることを期待している。

財政計画31 まちづくり課
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32 その他 全体

➣お金の管理についてだが、過去に不正があり、現在はどのように管

理しているのか。対策は強化しているのか。危機管理について役場の

中で改善の余地があるのでは。

【まちづくり課】

◆職員研修等でやっている。また、徴収についても一人では行かないようにして

いる。引き継ぎでは、金庫で管理するなど仕組みづくりも努力している。防止対

策については更に強化・努力いたします。

33 その他 総務課
➣ふるさと納税は平取町でやっているのか。寄附したい人が結構い

る。

【まちづくり課】

◆納税の仕方については町のホームページにて周知している。

34 その他
まちづくり課

保健福祉課

➣荷負小学校の利用について、インターネットで募集する話があった

が、どうなったのか。リフォームして福祉施設にしてはどうか。

【まちづくり課】

◆今のところ色んな提案はあるが、最終的にこうだというのはまだ決まってない。

これから増えるであろう高齢者の人数の把握をしながら、福祉施設の適正化を

考えていくなかで、廃校利用として施設が使えるか検討が必要。リフォームする

にしてもかなりの費用が発生することから、様々な条件を見極めながら検討して

いく。

35 その他 まちづくり課 ➣貫気別中学校の校舎についてはどうなっているのか。

【まちづくり課】

◆平成27年度のローリングからは、財源的なことにより落とさせて頂いた。解体

で1億ほどの事業費が必要となる為、解体する方向性で財政計画と照らし合

わせながら、改めて検討させていただければと思う。

36 その他 まちづくり課

➣旧荷負小学校の斎場に向かう道路側の一番上の教員住宅は床

がないが取り壊しを行わないのか。

　　この他にも、道道側の荷負小学校入口の住宅もある。

【まちづくり課】

◆改めて実態を把握させて頂き、検討させて頂きます。
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37 その他 まちづくり課
➣長知内で住宅を壊していたが、持ち主がいなくなった住宅を壊して

いるのか。個人住宅は壊さないのか。

【まちづくり課】

◆旧教員住宅を壊している。老朽化し改修にもお金がかかる住宅は状況を見

ながら壊している。個人住宅については、今のところ持ち主に壊してもらうことに

なっている。去年、空き家の調査を行った結果、廃屋が町内に点在している状

況であった。その対策として、法律も改正され強制的に撤去できるようになって

いるので、状況を見ながら方法を考えて行きたいと思っている。

38 その他 まちづくり課

➣平取は住宅環境が悪いと耳にすることがある。計画を立てて変え

ていった方がいいのではないか。就農等で人を呼ぶにしても住宅環境

がよくないとなかなか住み着いてくれないと思う。

【まちづくり課】

◆１つの方法として、民間で立てる住宅に助成を行なっている。公営住宅で

は、収入の関係もあり入れない人もいるため、手厚くする等しなければならない

と思う。空き家についても、改修費を助成するなどの制度をやっていくことも大事

だと思う。第６次で住宅や宅地の関係を進めるのかこのままで行くのか検討しな

くてはならない。１つの課題だと思う。

39 その他 まちづくり課
➣住宅をすぐに手放せるような体制をつくれないか。空き家を職員住

宅として使うことや、民間企業で借りてもらうなど。

【まちづくり課】

◆その対策は重要だと思う。特に今は無いので計画を立てていければと思う。

40 その他 まちづくり課
➣養護学校の住宅が空いているが、入ることはできないのか。道の住

宅なので町が言うことではないと思うが。

【まちづくり課】

◆なかなか道の住宅は貸してもらえない。
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41 その他 まちづくり課 ➣貫気別市街地の道路拡幅について進展はあるのか。

【まちづくり課】

◆道道の整備については、用地補償の関係を旧土現用地課と一緒に協議を

しているところである。

42 その他 まちづくり課
➣道道の側溝は道の仕事か。穴が開いている側溝があるが、どこに

相談したらいいのか。

【まちづくり課】

◆道の仕事である。まちづくり課に相談いただければと思う。

43 その他 まちづくり課

➣最近、紫雲古津や荷菜で国道の工事をやっているが、工事の詳

細について国や道の事業の中に書いてもらいたい。審議会に出されて

いるのは、ダムの関係しかない。

【まちづくり課】

◆今後、詳細について記載する。

44 その他 まちづくり課

➣国道237号線の歩道設置についてだが、道路も狭く、昔より車が

大きくなってきている事もあり、歩くにしても非常に危険な時がある。

近くの家に行くだけでも危険な事があることから、民家があるところはで

きるだけ早期に歩道整備をやっていただきたい。

【まちづくり課】

◆毎年のように管理している室蘭開発建設部へ、全町的ではあるが民家のあ

る所には歩道の設置を要望している。ただ、すぐの設置とはならないので、今後

も継続的に要請していく。

45 その他
まちづくり課

町民課

➣本町市街地の街路灯が老朽化しており、事故等があった場合は

設置者の責任となるので整備をお願いしたい。

【まちづくり課】

◆地域からの意向と言うことで、平成28年度からの計画で検討できればと思

う。
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46 その他 まちづくり課 ➣第5次総合計画のキャッチフレーズは何だったのか。

【まちづくり課】

◆「ひとりひとりがまちづくりの主役です輝くびらとり未来につなごう」

　　第6次は募集などもしながら、考えていきたいと思っている。

47 その他
まちづくり課

総務課

➣総合計画を自治会で説明するにあたり、自治基本条例について

も各自治会の施設に数冊置くなど、条例をお互い勉強しながらやっ

た方が良いのではないか。また、町民憲章についても同様に各生活

館に設置するなど町民に周知する方法を考えるべきだと思う。また、

説明の資料がわかりづらい。

【まちづくり課】

◆自治基本条例、町民憲章については町民への周知の方法も含めて検討い

たします。総合計画の説明資料につきましては、町民がわかりやすい資料となる

よう工夫しながら作成します。

48 その他
まちづくり課

総務課

➣２０４０年には人口が半分になるデータがある。それに向けてま

ちづくりとして産業開発などの構想はどのように考えているのか。人口

が減少して夕張のようなコンパクトシティなどの考えはあるのか。各種

サービスが行き届かなくなり限界集落などもできるのではないか。

➣今後高齢者は増加し生産人口が減少する。産業はどうするのか。

教育の関係であれば次回の広報に平取町の子どもたちの学力学習

調査の結果が、全国平均であることが出される。学力の低い子をどう

底上げするのかといった、少人数の教育の中で個別の充実をしていく

など、平取町は他の町に比べ手厚くすばらしいことを行っているが、そ

れらを広報でアピールしてほしい。広報をみると他の町に比べて写真

が少なかったり、一人一人をクローズアップするなど工夫をしてほしい。

平取町に住んでいて、とても住みやすく良いところだと思っているが、一

人一人の住民の方が、実感するような事を町としてアピールしていけ

ば、良いところに住んでいると思えるのではないか。他からもうらやまし

がられるような町になるのではないか。

【まちづくり課】

◆第６次計画の中で平成３７年には４３００人台と予測され、メインとなる

のは人口減少をできるだけ減らさないという方向で何ができるかを盛り込んでい

きたい。平取町は広いので疎外される地域はでてくるかもしれないが、今のところ

コンパクトシティなどの考えはない。この１０ヵ年の中では減らさない方向を先に

考え、コンパクトシティなどそこまでは検討できないのではないか。
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49 その他 まちづくり課

➣ふるさと創生事業で地元主体の地に足ついた発想を期待するとい

われているが、平成27年度、平成28年度に反映されるなどの動き

はどうなっているのか。

【まちづくり課】

◆国が行っている地域創生の事業はお金を有効に地方に配分したいところであ

り、補助金ということで使い方が限られていた。今回は自由に使えるお金をいた

だけるという情報が入っている。

50 その他 まちづくり課
➣２，３年前にもあったが、今でも悪質なソーラーパネル業者からの

電話があるので、啓発をしてもらいたい。

【まちづくり課】

◆分かりました。町の制度としては、少ない額だが1施設20万程度の補助をし

ている。太陽光については、国の考え方が変わってきており、固定買取価格制

度で何年間はこの価格で買い取ると保障していたがその単価も下がってきてい

る。北電が電気を買わないことを国が認める方向性も出してきている。そういった

ことも併せて情報提供していきたい。

51 その他 まちづくり課
➣子育て支援とか、町独自の事業とかはこの計画にのっていないの

か。

【まちづくり課】

◆これにはのっていないが、人口減少をさせないための計画を第6次計画の中

で考えていきたいと思っている。

52 その他
まちづくり課

保健福祉課

➣岩知志のパソコン教室について、最初3年前に始めた時はここまで

出来るとは思っていなかったが、全町から人が集まり、高齢者の方達

がタブレットを用いてチャットをやったりと活発に活動を行ってきている。

町で整備した光ネットワークをうまく活用すれば、例えば見守りサービ

スなど色々な事業が出来るのではないか。

【まちづくり課】

◆今、インターネットの利用に限らていることから、公共的利用ということで福祉

や医療関係で活用できるかなと思っている。今、ICT活用検討委員会を立ち

上げる予定ですので、その中で様々な利活用の検討を行いたい。
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53 その他 アイヌ施策推進課

➣沙流川アート館を将来どうするのか。老朽化が激しく、補修のしよ

うが無い状態。生活館も老朽化が激しいことから、それを含めた新し

い会館の建設検討も希望したい。

【まちづくり課】

◆沙流川アート館の所管は生活館を管理している部所で、修繕については少

しずつ行っていると思うが、老朽化や今後の方向性も含めて、第６次計画の中

で検討します。地域でこうしたいという要望があればお願いしたい。

54 その他 アイヌ施策推進課

➣貫気別生活館は葬儀での利用もあり、高齢者の方の利用が多

い。トイレが和式であるため、高齢者が利用するのに負担があるの

で、洋式への改修や手すりの設置を計画に盛り込めないか。また、葬

儀をする際、椅子が足りないことがあるので整備してもらいたい。

【まちづくり課】

◆高齢化に伴い、集会施設への椅子の整備をしている状況も把握しているの

で、トイレに関しても第6次の計画に盛り込む形で協議したい。椅子に関しては

検討します。

55 その他 アイヌ施策推進課

➣荷負生活館で葬儀をするとき、椅子を使うことが多くなってきてお

り、椅子を並べると狭くなり廊下に出てしまう人も出てきている。椅子

が足りなくなる事もあるのだが、町で負担してくれないのか。

【まちづくり課】

◆備品については町の負担となっているので、意向等があれば言っていただけれ

ばと思う。管理者会議でも言っていただければと思う。要望が多い場合は年次

計画でやることになると思う。

56 その他 アイヌ施策推進課
➣荷負生活館の駐車場が少なく、国道を渡った反対側に止めること

がある。事故が起きる可能性もあるので、どうにかならないか。

【まちづくり課】

◆臨時的に使わせてもらえる土地を検討することも大事だと思う。意見があった

ことをお伝えします。
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57 その他 アイヌ施策推進課

➣荷菜研修センターの改修について、当初は著しく施設が傷んでい

るから大型改修する事業というものだったと思うが、いつの間にか小規

模ということで、平成26年度に事業完了という事になっている。ただ、

今時点でセンター改修の打ち合わせもされていない状況なので早急

に対応していただきたい。外壁の塗装をやる提案になっているはずだ

が。また、今年度の事業を平成27年度に出来るのか。

【アイヌ施策推進課】

◆平成26年度事業については年度内に事業が完了するよう、自治会と協議

しながら実施します。

58 その他 アイヌ施策推進課

➣アイヌ施策関係の事業が沢山あるが、雇用促進とか言うのもある

が文化の伝承保存というのもあるが、町として観光の資源として使お

うとしているのか、たくさんありすぎて見えてこないが、どういう方向で町

は持って行きたいのか。

【まちづくり課】

◆平取町のアイヌ文化の基本的な方向性について、白老や阿寒は観光で人

を呼んできたところがあるが、平取町は文化継承・保存を基本にし、資料とか情

報の蓄積は全道一ですので、そういうのを利用し、他のところにはないアプローチ

で、現在検討しているところ。

59 その他 建設水道課

➣水道のパイプが道路の真下を通っており、何かあった時は道路ごと

使えなくったりするのではないか心配。長期的なパイプの移設などの

対策が必要では。

【まちづくり課】

◆水道施設も耐用年数がありますので、川向営農用水施設として古くなったも

のは計画的に更新していくこと考えていく。

60 その他 建設水道課

➣毎年の除雪についてだが、作業者の除雪技術はどこかで学んでき

ているのか。路面の雪をはね残すことが多く、それが溶けてまた凍り、

ツルツル路面にいつもなってしまっている。また、道路のポールごとはね

てしまっている事もある。しっかりとした除雪の技術をもった人、業者が

必要ではないか。

【建設水道課】

◆除雪作業について、きめ細かな対応を心掛け、対応して参りたい。

　しかし、冬道は夏同様の走行が出来るような状況を確保することは不可能で

あることから、路面状況を確認しながらの走行をお願いしたい。
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61 その他 産業課

➣びらとり温泉の会議室について、団体での集まりの時によく使用さ

せて頂いているが、その度に部屋の使用料が発生してしまうので、出

来れば町民が利用する時は無料にするなど、部屋代を心配しないで

使えるようにならないか。

【産業課】

◆びらとり温泉「ゆから」の入浴料や宿泊料、施設利用料については、「びらとり

温泉の設置及び管理に関する条例」により条例で定める金額を越えない範囲

で指定管理者（民間業者）が定めることが出来ることとなっています。町から

は指定管理料（以前の委託料）は一切支払っておらず、指定管理者の企

業努力等により管理運営を行っている状況です。入浴料金については旧温泉

よりも低い金額（大人500円を420円に、小人250円を140円）にし、町民

がより利用しやすいように町と協議をしながら設定をしたところであり、また、高齢

者福祉の観点からも65歳以上の町民の方については料金を100円にするとと

もに、町も年間24枚の無料券配布をするなどの措置を講じております。

　その上に会議室の使用料金を無料にするとなると、指定管理者としても採算

が取れなくなることも危惧され、ひいては温泉の指定管理から撤退という事もあ

り得ることであります。

現在多くの町民の方に利用していただき感謝をしているところでありますが、びら

とり温泉「ゆから」を守っていくためにも、団体等での研修室利用については有料

になることについて町民の皆様のご理解をお願いいたします。

　ただし、特別な事由がある場合に限り「びらとり温泉施設利用減免申請書」

を提出していただき、町長が総合的な判断をして認めた場合は料金の減額や

免除となることもありますので、重ねてご理解を願います。

62 その他 産業課

➣小規模治山事業で山の土砂の流出対策はしているが、その下の

農用地での治水対策はどういう部所で対応しているのか。農地など

は大雨で流失してからの復旧での対応となっている。河川は大規模

な事業でやるが、山の下の農地を守るような小規模なものはどうなの

か。

【産業課】

◆窓口は産業課となります。内容によって担当課は異なる場合はありますが、

基本的には産業課が窓口となって対応してまいります。
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63 その他 産業課

➣農協から500町ほど山の寄付をすることになったと思うが、これを有

効に活用していただきたいので、今回新たに中山間直接支払事業の

関係でGISも更新されるでしょうし、それも利用しながら、土地が無

駄にならないようお願いしたい。また、寄付が確定したら、町民へ平取

農協から土地を寄付していただたと周知して頂きたい。農業振興に

役立てるために、活用方法の検討をお願いします。

【担当課回答】

◆今回寄付をしていただくこととなっているJA所有の山林については今後町有

林として町有林経営計画の中で適正な保育管理をしてまいります。町民への

周知につきましても広報誌等で行ってまいります。いただいた意見のとおり平取

町の農林業の振興となるよう町民の皆様の意見も聞きながら協議をしてまいり

ます。

64 その他
生涯学習課

まちづくり課

➣町民体育館についてだが、改築の予定はあるのか。また、旧温泉

についても再利用の案はあるのか。

【まちづくり課】

◆町民体育館については老朽化もしており、当然、今後、改築も含めた検討

が必要になってくる。ただ、他の公共施設についても同様な状況であり、町の財

政状況を勘案しながら、第６次計画で検討していくこととなる。旧温泉について

は具体的な案は出ていないが、今後色々な意見や案をいただきながら利活用

を検討していきたい。

65 その他 生涯学習課
➣町バスが壊れて直している状況なので、入替も考えなくてはいけな

いのではないか。

【まちづくり課】

◆新規として平成28年か平成29年に載っていたが、第6次の計画で載せるこ

ととなった。計画はあがってきている。
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66 その他 生涯学習課

➣学校統合検討委員会や学校教育条件整備方針があり、委員

会で統合をやると決定し、10数年経っても実施されていない中で、

耐震工事をするということだけでは住民に説明しきれないと思う。学

校教育条件整備方針とは何か次の審議会で示していただきたい。

【生涯学習課】

◆平成17年9月に平取町教育委員会にて、「平取町学校教育条件整備方

針」を決定。

  【学校教育条件整備方針】

  本方針は、子どもたちの豊かな人間性の育成とゆとりある学校生活が展開で

きるよう、学校規模の適正化及び教育環境の改善充実を推進するため、平成

１７年に検討委員会からの答申をもとに、教育委員会において決定したもの

です。

  学校規模の適正化に係る考え方として、小学校は集団形成ができる学級編

成とするために、３学級かつ１６人以上の児童数及び教員定数５人以上、

事務職員が配置される学校規模が望ましいものとして、これ以下の規模校は

条件整備を行い、統合を推進することとしています。

  また、中学校については、学級、学年間で競合し切磋琢磨することができる

学級編成や、専科教員による個に応じたきめ細かな指導としての教員定数配

置が可能となる１学年複数学級の規模とすることが望ましいものとして、条件

整備を行い、統合を推進することとしています。

67 その他 保健福祉課

➣振内に整備されたグループホームについて、入っている方からも評

判が良いが、利用できるのが18人までということで、今後の高齢化社

会を考えると全然足りないと思うが、町として将来的にはどう考えてい

るのか。

【まちづくり課】

◆総合計画とは別に各分野ごとの計画があり、福祉関係計画の中で、施設整

備としてどうあるべきか、場所も含めて盛り込まれた計画になる。振内の施設の

ような民間参入というやり方も、町の財政負担からみても良いやり方だと思う。

68 その他 保健福祉課 ➣かつら園のような施設を増やす計画はあるのか。

【まちづくり課】

◆高齢者の福祉対策は国の方針では在宅が基本で、地域ごとの基準があり、

それに対して国も支援するという事から、計画に則って整備しなくてはならないと

聞いている。



（23 / 23ページ）

平取町総合計画ローリングに関する意見集約書

No 項　　目 担　当　課 意　　　　見 回　　　答

69 その他 保健福祉課

➣在宅介護とかで点滴や医者の巡回をしてくれるとかの補助業務は

今後考えていくのか。病院ではなく自宅介護をしている人達への対応

は。

【まちづくり課】

◆介護の度合いによって、介護保険を使い色々な事業を選択できるところだ

が、介護されている方は精神的・肉体的にも疲労しており、それをヘルパーさん

などでカバーしている状況で、具体的な実態は把握していないが、サービスとして

はより介護しやすい方向でやっていると認識している。また、社会福祉協議会を

強化しようという動きはある。ニーズに合ったサービスは今後必要になってくると思

う。

70 その他
保健福祉課

国保病院

➣脳出血で亡くなる人が多いみたいなので、集団検診をやってはどう

かと病院に聞いたら、来年やると答えていたが、計画に載っているの

か。

【まちづくり課】

◆今日示しているのは投資的経費で、日常的にやる事業については経常的経

費で組んでいる。検診については経常的経費で組んでおり、脳ドックを来年やる

ということで予算計上している。

【国保病院】

◆国保病院での脳ドックの実施は専門医がいないので、実施はできないと考え

ています。

71 その他
国保病院

町民課

➣振内診療所についてだが、せっかく良い先生に来ていただいている

ので、施設内の器材なり器具をもうちょっと整備してはどうか。かなり

古いものがある。あと、薬局についてだが、先日薬剤師が突然やめて

しまい、今は本町から調剤した薬を振内まで運んできている状況で不

便な状況となっている。

【町民課】

◆振内診療所の医療機器については、ｘ線、エコーなどがありますが、いずれも

故障しており修理も出来ないため現在は使用できない状況にあります。医師と

も協議をして平成27年度でエコー（超音波画像診断装置）を計上していま

す。

【国保病院】

◆ナガサワ薬局さんには、薬剤師の確保をお願いしているところですが、慢性的

な薬剤師不足から、たいへん厳しい状況と聞いています。


