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も反対だとはっきり申し上

げています︒

◆日本語学校について

支援事業で約４億もかかっ

名前は北工学園︑福祉専門

挨 拶

ていますか︒

学校のままですか︒

長

留学生効果で特別交付税が

議

催に参加頂きありがとうござ

いています︒

今のところ︑そのままと聞

町民と議会の意見交換会開
いました︒

金が循環する︑人口増で普

３億２千万円入り︑町にお

有と町民の参加を欠かすこと

あり︑そのためには情報の共

町民と共に歩む議会の実現で

たくさん支援しているので

町の教育予算より留学生に

元されます︒

通交付税が増え︑町民に還

みを進めていく予定です︒

留学生の出口対策に取り組

後の取り組みなど︒

日本での就職が数人で︑今

意 見 交 換 会 の 目 指 す 所 は︑

はできません︒
言うには易く行うは難く︑多

業は︑事業費の８割を特別

留学生事業や短期研修生事

維持管理費はどうなのか︒

Ⅱについて

はないですか︒
くの課題を克服し︑本来の目

交付税で補助しています︒

し か し︑﹁ 町 民 と 共 に ﹂ は

的を達成するためには何をし

年度は人件費を除き約２

◆複合交流施設せんとぴゅあ

たら良いのか悩みは深まるば

２割は留学生が支払います︒

実に応えていきます︒

誤を重ねながらもこの声に誠

の声もたくさん頂き︑試行錯

ださった人々の評価や励まし

再び訪れる方が多くいます︒

高い評価を頂き︑帰国後も

生はどう評価していますか︒

東川町で学んだことを留学

考えています︒

今後︑広報等により周知を

すく報告してほしい︒

町民に支援内容をわかりや

ったです︒

元の図書室は︑休みが多か

う場所があります︒

施設には︑子どもたちが集

施設に︒

子ども達が楽しめるような

収入で賄う予定です︒

財源は全額を日本語学校の

千８００万円です︒

かりです︒

懇談会︑グループやサークル

口コミやネットで町をＰＲ

意見交換会や各種団体との

意見交換会に足を運んでく

などあらゆる機会を生かし︑

時

開 館 時 間 は︑

時︶︑月曜日・年

時〜

議会の広報機能を充実発展さ

してくれて︑観光にもつな

18
昼の部は４卓︑夜の部は３卓

福祉専門学校︑北工学園に

字本を入れてください︒

図書はどこの管轄ですか︒

に分け︑議員が３〜４人ずつ担

新しい役員体制で運営して

文化レクリエーション課で

を図ります︒

いくとのことです︒

す︒

一部配架済で︑さらに充実
ますので︑主な内容を掲載して
います︒ は町の回答︑ は 議
会からの回答です︒

町有化については︑私ども

ついて︑東川町が買ったの

旭川市立図書館にある大活

末年始は閉館です︒

︵金曜は

がっています︒

10

か︑全面譲渡ですか︒

ご協力をお願い致します︒

19
当しました︒紙面に限りがあり

◆北工学園について

せ な が ら 町 民 皆 様 の ご 理 解︑

30
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旧図書室の図書館司書の資

図書司書も配置しますか︒

加入お願い﹂の文書を配布

役場の担当窓口で﹁町内会

必要です︒

不公平です︒行政の指導が

鉄柵も古いです︒入りやす

羽衣公園︑ベンチが少なく

ーナーを作りました︒

せんとぴゅあⅡにキッズコ

ん︒

ませんか︒

話奉仕者講座のようにでき

では上達できず︑旭川の手

手話サークル講座の月１回

査を実施しています︒飲料

５ 年ごとに全世帯の水質検

実施していますか︒

と除草剤に特定した検査の

水質検査で農薬の残留経過

のようなことはありません︒

より行っていますので︑そ

◆保健福祉関係について

格を持つ職員も勤務します︒
して︑丁寧な説明に努めて
自治振興会や町内会と加入

います︒
ます︒

ニーズに合うように検討し

い公園にしてほしい︒

教育委員会は自主的な講座

です︒

民が参加できるよう要請中

旭川市が開催する講座へ町

いません︒

特定した農薬の検査はして

ます︒

ング費用などに補助してい

不適となった場合はボーリ

当麻町は︑ケーブルテレビ

ませんか︒

料になる︒東川町でもやり

に加入している︒電話が無

当麻町では有線放送テレビ

について

◆ ケ ー ブ ル テ レ ビ︵ ポ テ ト ︶

小学校に合わせました︒

壁の色暗くないですか︒

促進策を検討します︒

に対し支援制度を設けてい

◆キトウシ高原ホテル・東川
振興公社について
スを増やしてほしい︒

免許返納者が増えます︒バ

を活用したインターネット

化がありましたか︒

ます︒生涯学習推進課にご

自治振興会をつくって︑変
乗合タクシーなどで対策し

あのままでいいです︒
自治振興会と連携して町内

ホテルは箱物増やさないで︑
リフォームやらなくてもい

サービスと防災無線の提供

を行っており︑全てが無料

◆織田コレクションについて

ではないようです︒

確認下さい︒

公有化はどうなっています

スタンダードで３千９００

ています︒

か︒

会への周知や課題把握︑対

今年２年目で継続して購入

いのではありませんか︒

自宅介護しています︒タク

円︑安い気がしません︒

介護度５の寝たきりの人を
シーの無料チケットをもら

します︒

ポテトでテレビ・電話・ネ

状況を見て検討します︒

っても利用しないので︑な

維持管理費はどう考えてい

ットをしています︒セット

応に努めています︒

大きな学校ですが︑維持費

にか選択できるようにして

ますか︒

なので６千円程度です︒ポ

検討中ですが︑手が付けら

新築は東町２丁目で︑２階

はどうですか︒

ほしい︒

テトがＮＨＫ料金を払いま

いい財源がないようです︒

◆東川小学校について

東川振興公社の経営状況は︒
建てですか︒

１千８００万円くらいで︑

を活用していきたいと考え

国の補助制度や外部の支援

◆公営住宅について

営業努力で多少の利益があ
３ 年後に平屋建てと聞いて

をしないとチケットの発行

個人が福祉課に行って申請

れないようです︒

ったと報告がありました︒

人口増による固定資産税・

す︒

所得税・交付税等の税収増

ます︒

います︒

はしません︒

水が出なくて工事をしてい

でカバーしています︒

議会のチェック機能はどう

どうしていますか︒
ます︒

タクシーチケットに替わる

働きましたか︒

域の人達が利用するのにも

コミセン利用について︑地

◆その他
選択はありません︒

振興公社への助成や支援は
管理委託料は払っています

小学校建設は

億くらいと

今年から生活に必要な備品

聞いています︒子どもたち

くうちに反対者も減って賛

全員協議会で説明されてい
料だそうですね︒手続きの

については︑使用料は発生

才以上の町民は診察が無
うか︒貯金と手出しはどれ

仕方がわかりません︒

しないと思います︒

にそんな借金を残すのはど
だけありますか︒

払って社協に領収書持参で

正職員は１０７人です︒

正職員は何人いますか︒

◆公共施設・サービスについ

などは町で直します︒

が︑助成はしていません︒
以前は３千万円ほど繰り入
れましたが︑留学生の寮な

町の持ち出しは約

後日返納されます︒

どを委託してから︑ほぼゼ
て要望

減債基金︵借金返済用︶に

ＰＲが必要ですね︒

ですか︒

年経ったら本採用になるの

役場職員の臨時の方も︑５

地域おこし協力隊の採用が

て使用料が決まっています︒

個人の利用は︑広さに応じ

振興会に関連していること

ですか︒

全国で２番目の多さですが︑

◆町職員について

使用料が発生するのはなぜ

町の公園に大きな遊具があ

ほとんど積立てられていま

成多数で議決しました︒

ロです︒

りません︒ひじり野公園の

す︒他に基金︵貯金︶とし

12

億くらいありま
水質検査を定期的に行って

基本的には職員採用試験に

◆水質検査について
いますか︒

東川の診療所では︑一度支

振興公社のことをもう少し

ような小学生が遊べる大き

す︒

億で︑

広報紙に出せないのか︒

い遊具を設置してほしい︒

75

50

外部会社なので難しいです︒

ない︒

て全体で

て

景観などに配慮し︑あえて

冬季間の幼児の遊び場が少

町内会未加入が増えていま

大型遊具を設置していませ

◆町内会・自治振興会につい

す︒街灯料・ゴミ収集など

23
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討します︒

皆様のご意見を踏まえて検
国や外部の補助制度などを

明で終わってしまいます︒

から回します︑こういう説

員会と︑産業建設委員会と

する委員会を︑総務文教委

役場の機構に合わせて担当

開催していきます︒

た意見交換会になるように

改善しながら︑より開かれ

年

までに完了するよう議会も
ゆめ公園と近辺の農園用地

議員意見懇談会を各個人で

７線道路改良について

に協力してほしい︒
応援してください︒

しています︒担当を︑所管

もっと地域や各自治振興会
各分野で活躍してもらい︑

最大限に活用し︑新たな財

会の中で報告しているのと

の計画について︑箱物の計

会だったのを︑今の議会か

思うので︑個々の考えにま

多 く の 地 権 者 が 点 在 し︑ 世

ら︑２年交替に変えました︒

かすしかありません︒

その結果︑各地域おこしに

ジなどで効果的に発信する

１期の間に両方勉強できま

報酬を上げるとか︑議員年

地方議員のなり手がなくて︑

開いてほしいと思います︒

よう努めます︒

す︒

金の話とか︑兼業の禁止と

事務調査という形で調査し

の計画があります︒

大雪山ライブラリーが拡充

町民の意見を反映するには︑

かいろいろ話がありますが︒

源を住民の福祉向上に充て

るように伝えます︒
交付金と補助金は︑どう違

されている︒

報告会などを通じて意見を

兼業は禁止になっていませ

画はありますか︒

奨学金制度について︑専門
いますか︒

未公開の資料や文献がたく

聞く機会があるといいです︒

ん︒町の仕事︑入札等で

代も変わり所有者もわから

額を見直してほしいと思い
学校も支援してはどうです
い道が決められています︒

補助金は︑補助の割合と使

さんある︒公開してほしい

意見交換会で全てが反映で

％以上町の仕事をしている

つながると思います︒

ます︒
か︒

と思います︒

きるのは難しいと思います︒

地区の集まり︑また︑後援

家族構成によって変わるも
寄付者の意向により対象を

交 付 金 は︑ 町 の 規 模︑ 人

せんとぴゅあⅡで︑展示ス

様々な機会や場所で︑町民

各議員はそれぞれ個人的に

のではなく︑何人槽の浄化

口・森林など︑色々な条件

ペースの拡充や企画展︑ト

ています︒

槽を使用しているかによっ
決めていますが︑ご意見は

で計算され︑使途は決めら

ークイベントの開催を計画

役員等は出られません︒

前議会まで４年間同じ委員

て変わります︒
今後の検討に生かしていき
れていません︒

と議会の意見交換する要望

るように努めています︒

政務活動費を閲覧させても
ます︒

人口では︑住民１人に対し

しています︒多くの資料・

情報は町広報やホームペー

らいました︒領収書を紛失
で定員ですか︒

小規模保育園は４月の段階

万円入ります︒

ブドウ栽培に係る作業施設

している人がいました︒
て

野菜栽培ハウスとワイン用

毎年３月までに集計し︑出
計９名の定員に達していま

起 債︵ 借 金 ︶ の 返 還 に も︑

ない人もいて時間がかかっ

納帳・領収書・報告書を添
す︒

補助があります︒

ていますが︑急いで解決す

付し︑提出します︒
税金の未納はありますか︒

ヶ年計画が︑１年延期とな

プライムタウン町づくり５

が変わってきています︒金

一昨年の水害について︑水

・４

年度決算で町民税は２・

浄化槽で︑当初と家族構成

害にあった農家に見舞金と

さい︒

料で防災無線をつけてくだ

が聞こえません︒全戸に無

火災・災害のサイレンの音

実績はありません︒

喫煙室︑役場内は︑なくす

外上映を進めています︒

賄いました︒地域上映や海

助金やふるさと納税により

じています︒費用は国の補

れ︑効果は大きかったと感

えません︒ふるさと納税が

コスト︑維持費等が全然見

が見えません︒ランニング

町のやっている事業の実態

ことでした︒

いので１年延期したいとの

もう少しゆっくり整理した

が︑検討内容が多くあり︑

策定委員会で協議しました

決定します︒

は各委員長が議決に加わり

賛否を確認し︑同数の場合

営委員会で各常任委員会の

決めます︒その後︑議会運

を除く出席委員の過半数で

務文教常任委員会の委員長

は︑産業建設常任員会・総

意見書や要望書などの審議

委員会が設置されています︒

文教常任委員会︑議会運営

産業建設常任委員会︑総務

常任委員会と運営について

文献の公開を行います︒

聞くことができました︒

動することで多くの意見を

に分れて︑時間を決めて移

ープ分けをして議員が数人

考えています︒小さくグル

とはとても有意義なことと

直接対面して懇談できるこ

議員個々の考え方や活動に

を行っています︒

者団体︑町内会︶等懇談会

協会︑農協︑婦人部︑消費

えば各団体︵商工会︑観光

懇談会も行っています︒例

会 も 地 区 に 出 か け て 説 明︑

町民が要望すれば︑町も議

に応えています︒

ありません︒

しか直接意見を聞く機会が

本会議と委員会に傍聴する

しているかわかりません︒

ているか︑どこの場で発言

員がどのような意見を持っ

ているが︑予算について議

てから各会合で説明を受け

町の予算について︑決まっ

す︒

特別委員会で検討していま

うですか︒

夜間議会を開いてみてはど

ろありません︒

議員なり手不足は今のとこ

すべきではないですか︒

から出ています︒町から出

して農地水・中山間の組織

たか︒

写真甲子園映画はどうでし

％が未納でした︒

５％︑固定資産税は

ったのはなぜですか︒

り平成

箇所︶の映画館で上映さ

年からの計画とな

農地保全会や中山間協議会

昨年度は国内

箇所︵道内

に確認しましたが︑災害被
災農家に見舞金を支出した

44

31

◆議会について

新たな防災無線の整備方法

あるから大丈夫とか︑そこ

Ａ全員協議会・各委員会等で

方向で検討するべきです︒

20

について検討しています︒
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町民と議会の意見交換会アンケート集計結果

問５．報告会の内容はわかり
やすかったですか？
わかりやすい

6

わかりにくい

9

どちらでもない

6

その他

3

No Answer

5

合

計

29

○報告の内容は広報等で知っ
ている内容。議会で特に重
点的に取り組んでいる内
容、成果等について報告い
ただきたかった。
○マイクが聞きとりにくかっ
た。
○テーブル方式がよかったで
す。
○スピーカーかマイクか聞き
づらい。

問２．あなたの性別は？
男

22

女

6

No Answer

1

合

計

29

問３．あなたのお住まいの
地域は？
第一地区

3

第二地区

8

第三地区

2

西部地区

3

中央地区

13

No Answer
合

計

0
29

各課の予算内容を検証し︑

3

最終的には本会議で決めて

40歳代

います︒誰がどんな意見を

1

持っているかは︑委員会の

30歳代

議事録を公開しているので

0

その中で見てください︒

〜 20歳代

一般質問を事前に誰がどの

問１．あなたの年齢は？

ような質問するのか教えて

71%

もらえませんか︒

29

おおむね︑定例会の１週間

41

計

前に︑質問事項はお知らせ

合

可能です︒

72%

町長の答弁がうまくて︑言

13

い切るとか︑刺さり込むよ

18

うな質問をしてほしい︒そ

夜の部

れには︑勉強をしてほしい

70%

と思う︒

16

努力していますが︑なかな

23

か上手く行きません︒

昼の部

町民のために議会が決定し

出席者数 回答数 回答率

たのであれば︑もっともっ

＜開催状況＞

と町民に納得いくようにな

ってほしい︒

けるように議会も努力しま

みなさんに理解していただ

す︒

平成30年度

問７．意見交換会の開催に
ついて、どう思われ
ますか？
地区別に開催すべき

4

今後も開催すべき

19

開催の必要はない

1

内容を見直す必要がある

2

その他

0

No Answer

6

合

計

問８．議会報告会に対する感想・ご意見をお聞かせ
ください。
○時間が十分なかった。終了時間に余裕を持ってほしい。
○４班に分けたのは良かった。
○やらないより、今回の様な意見交換は年２、３回程度行
ってほしい。
○年にせめて２回開催してほしい。
○こういう機会を年一回とは言わず、定期的に行ってほし
い。
○今度も機会があるといいです。
○25人参加では少ない（全町としては、いかがか…）
○もう少し時間があれば良いと思いました。
○参加者が少ないなと思いましたが、色々な意見を聞いて
いただき、とてもよかったです。議員の方々も細かく説
明していただいたりと、来てよかったです。他の人が言
っていた意見や、他のグループの意見についての返答も
知りたいです。
○参加される住民の方が少ないので残念。曜日等検討され
た方がよい。日曜、祭日に開催した方がよいと思う。
○マイクを通しての声がとても聞きにくかった
○大変勉強になりました。お疲れ様でした。
○分科会に分かれた後の全体集会があってもいい。全体の
意見も聞きたいです。
○議会の関係の話が少なくて残念。特定の人が（議員も含
めて）話しすぎ。

32

○今後も開催すべき。地区別
にも開催すべき。
○年１回程度でいい。

問９．東川町議会に対するご意見・ご要望をお聞か
せください。
○ＳＮＳの活用をしてほしい。役場のメールアドレスも公
開してください。
○少数意見を抹消しないで反映されるべきだ。
○意見交換で町民の意見を持ち帰って関係者で話合いして
いるか？一方通行の気がする。
○情報公開を徹底してほしい。
○行き過ぎた町政の監視役としての機能に期待します。
○町民とのこの懇談会に類するものには議員名簿の提出
（配布）はできないのでしょうか。
○課題も発見できた。
○留学生を増やすだけでなく、もう少しお年寄りや障がい
を持っている人にも目を配ってほしい。
○議会の様子（常任委員会、本会議）をインターネット配
信してほしい。
○町のバス路線不便です。巡回バス等考えてほしい。
○町民の関心が少ないことの対策を議員自身が考えてほし
い。
東川町議会報 臨時増刊１号（4）

