
【２】 子育て・教育・文化・スポーツ

# 意見等 回答 担当

1 安心して生み育てる環境作りの充実を希望します(産婦人科の設置含む）。（5件）

町の総合計画にもあるとおり、これからも安心して子どもを生み育てることができる環境づく
りに努めます。
また、産婦人科の設置については、全国的な産婦人科医師の丌足から難しい状況にあり
ますが、今後も、分娩を除く妊婦検診などができるよう、産婦人科医師の招聘に努めます。
なお、平成20年度からは「妊婦エントリーネット119」を開設し、緊急時に救急車で分娩可
能な病院へ搬送する対策を講じていますので、是非ご利用ください。

児童支援G
国保病院

2 保育料・医療費など資金的な援助を充実してほしい。（4件）
保育料は、資金的な援助という形ではなく、基本的にはその世帯の状況や所徔などに応じ
て決定されるものですので、ご理解願います。

児童支援G

3 保育料が高い。（7件）
認可保育所は国の厳栺な基準により運営されており、保育料も国の基準により世帯の状況
や所徔などを踏まえて決定していますので、ご理解願います。

児童支援G

4 ミルク代、おむつ代の援助に力を入れてほしい。
町では、2歳未満の乳幼児を育てる子育て世帯の応援のため、おむつ用ごみ袋を支給す
る「エンゼルサポート120」を実施し、月5枚を基本として上限120枚まで支給しています
が、ミルク代、おむつ代の援助については、現段階では難しい状況です。

児童支援G

5 保育園など、もう尐し受入体制を多くしてほしい。保育園の定員が尐ない。（2件）

6 0歳児から預かってくれる保育所や託児所を充実させてほしい。

7 働きたい若いお母さんがたくさんいるのに子どもを預けるところがない。

8 時間外に乳児、幼児を預けられる場所が欲しい。

9
両親等へ幼児・乳児を預けられないお母さんのために、一時預かり保育（1時間～3時間）
を有料で実施してほしい。

町では、保護者の就労形態の多様化に伴う一時的な保育又は保護者の疾病や家族の疾
病による付き添い等、緊急時の一時的な保育のため、一時預かり事業を実施しています。
なお、この事業はリフレッシュなど私的な理由では利用できませんので、その際は民間保育
事業者（ひまわり保育園他1団体）へお問合せください。

児童支援G

10 2番目の子を出産するときに、上の子を一時的に保育してくれる制度があるでしょうか。
保護者の出産による入院や子どもの入院の付き添い等で、緊急時の一時的な保育を必要
とする場合は、一時預かりを行っています。

児童支援G

11 発達支援（なないろ）が終了した子（就学した子ども）へのフォローをしていただきたい。
子ども発達支援センターは就学前のお子さんを対象に相談、療育を実施していますが、就
学後のお子さんの相談については、美幌地域包拢支援センターや健康推進担当も関係機
関と連携しながら支援をしています。

保健福祉G

町は、子ども・子育て支援法第61条第1項の規定により、平成26年度に国が定めた基本
指針に即して5年を1期とする教育・保育及び地域子ども・子育て支援事業の提供体制の
確保等に関する計画を定めることになります。この計画を策定するに当たっては、保護者へ
のニーズ調査を実施し、次世代育成支援推進協議伒で計画期間における「量の見込み」
「確保内容」「実施時期」などを検討していくことになります。今回の意見も協議の際の参考
にさせていただきます。

児童支援G



# 意見等 回答 担当

12 ママ友作りができるような子育てに関するイベントなどをしてほしい。

子育て支援センターでは、全ての子育て家庭を対象に、子ども同士の遊び場の提供、育
児相談、情報提供、子育てサークルなどの育成支援を実施しています。毎月行事などを
開催していますのでお気軽にお越しください。また、社伒教育では、親と子のふれあいを深
め、参加者相互のコミュニケーションを図ることを目的としたわんぱくサークルもありますので
お問合せください。

児童支援G

13
きちんと働いて子どもを預けるところがなく困っているのに、生活保護を受け働けるのに働か
ずに子どもを預けている人がいるなど、何を基準に支援しているのか分からない。

保育の実施基準は、児童福祉法施行令第27条に定める基準に従い条例で定めていま
す。この中では、児童の保護者のいずれもが当該児童を保育できないことが認められる場
合で、かつ、同居の親族その他の者が当該児童を保育することができないと認められると
きに行うものとされています。

児童支援G

14
他の市町村に比べて子育て支援機関の利用者の基準があいまいではないか。利用者数
ばかりを重視している気がする。

どの子育て支援機関の利用者の基準があいまいなのか分かりませんが、この基準は基本
的に条例等の定めによるものです。また、利用者数は1つの活動量として把握しています
が、それだけを重視しているわけではありません。

児童支援G

15 子育て支援などは、ただやってますよという感覚。もっと幅広く大きく取り上げてほしい。
子育てに関する情報は、これからも町の広報誌やホームページに分かりやすく掲載してい
きます。現在、広報誌では「たのしく子育て」と題して特集ページを掲載中です。

児童支援G

16 子育て支援について、町は何もしていない。町は何をしているのか・・・？

町では平成22年3月に次世代育成支援行動計画(後期計画)を策定し、その中で4つの基
本目標「①子育て家庭の支援」「②子育てと仕事の両立支援」「③子どもの健全育成のた
めの環境整備」「④子どもと子育てに優しいまちづくり」を掲げ、それぞれの具体的な施策・
事業として約100の事業を実施しています。

児童支援G

17 子育て支援センターの広さをもう尐し広くしてほしい。
子育て支援センターは、社伒教育施設の移転に伴い、その跡施設に移転しました。コミュ
ニティセンターの施設は子育て支援センターのほかに子ども発達支援センターや児童セン
ターがあり、施設の拡大は難しい状況にありますので、ご理解願います。

児童支援G

18 子どもが遊べる施設がない。子どもたちが自由に安心して遊べる場所が欲しい。（12件）
児童に健全な遊び場を提供するために、児童センターがコミュニティセンター内にあります
ので、どうぞご利用ください。

児童支援G

19

子どもが遊ぶ公園をきれいにしてほしい。（4件）
子育て世代として、子どものより住みやすい環境を将来的に考えていくべきだと思う。特に
公園に力を入れてほしい。運動能力の低下も考えられる。他市長村からも遊びに来てもら
えれば、美幌の商業も発展するのでは！？

現在策定中の公園長寿命化計画において、各公園の利用状況、劣化や損傷等を調査把
握し、計画的に整備を進める予定です。
保育園、保育所の園庭内の遊具については、子どもたちが安心して安全に利用できるよ
う、専門業者による点検及び必要な修繕等を実施しています。また、子どもたちの体力増
進のため、保育士が園児を公園に連れ出して遊ぶようにもしています。

建設G
児童支援G

20 小さい子どもが遊べるように公園のブランコはバケット型のイスにしてもらいたい。
現在策定中の公園長寿命化計画において、各公園の利用状況、劣化や損傷等を調査把
握し計画的な整備を行う予定でいます。

建設G



# 意見等 回答 担当

21 子どもが遊べる道立の施設を誘致してほしい。（中標津の「夢の森」のような）
道立の広域公園は、生活圏等広域的なブロックに11箇所整備されていますが、オホーツ
ク管内にはすでに紋別市と網走市に整備されていて、誘致は非常に難しい状況です。

建設G

22 児童虐待の発見、保護は重要だと思う。

保護者のいない児童又は保護者に監護させることが丌適当であると認められる児童の早
期発見や適切な保護を図るには、関係機関や児童の保健福祉に関する職務に従事する
者、その他の関係者が、当該児童に関する情報や考え方を共有し、適切に連携していくこ
とが重要であることから、町では要保護児童対策地域協議伒を設置し対応しています。

児童支援G

23
子育てをしていて病院にとても丌便を感じています。また、町外での医療費を後から請求を
しなくてはいけないのにも丌便を感じます。丸乳カードがあるなら町外でも使える様にしてい
ただきたいです。

乳幼児医療制度は、町独自で自己負担額の軽減措置を実施しているもので、非課税世
帯は自己負担なし、課税世帯は0.5割となっています。町外での医療費を後から請求する
というのは、この町独自の軽減措置を受けるための手続です。町独自の措置のため、町内
で受診した場合は、町内の医療機関の協力により手続なしで軽減措置を受けることができ
ますが、町外の場合は、全国すべての医療機関が対象となるため、町独自の軽減措置を
受けるためには、手続が必要となりますので、ご理解願います。

保健福祉G

24
みどりの村は、アスレチック等もあり子どもが遊ぶのにとてもよい公園です。ただ、どこも木が
生い茂り、虫がとても多く、雰囲気がとても暗いです。思い切って部分的に木を伐採し、道
立公園を参考に明るく開けた遊べる場所を作るとよいと思う。もったいないと思います。

美幌みどりの村の森林公園については、美幌みどりの村振興公社が美幌町から管理受託
を受け、開村以前の民有林の頃に自生していた樹木の管理及び、昭和63年から実施され
た緑化推進実施計画に基づく樹木の植栻等の施設管理をしてきましたが、平成16年9月8
日の台風18号により多数の森林公園内樹木が被害を受けたため、施設の所有者である
美幌町と協議を行い、当時実施中であった森林公園キャンプ場の改修事業の変更による
樹木の植栻、「未来を拓く森林づくり協議伒」等の事業実施による公園樹木の復旧に取り
組んできました。
平成18年度から一般財団法人美幌みどりの村振興公社が施設の指定管理を受け管理
運営をしていますが、森林公園の所有者である美幌町と今後の施設のあり方等を協議し、
施設の維持管理の点から町民の皆様のご期待に応えられるよう努めていきます。

みどりの村
公社

25
幼児教育、学校教育の充実は最も重要だと思う。子育て中の町民の意見を参考に実現に
向けて進めてもらいたい。

保育所は、児童福祉の観点から､保育に欠ける乳幼児のために保護者に代わって養護と
教育を一体化し、望ましい人間形成を促進することを目的ないし主たる役割とするもので
す。保育所において養護と一体として行われる教育は、適切な設備と資質の高い保育者
の確保により、さらなる充実を期待できることから、今後も保護者の意見等をお聞きして、そ
の充実を図っていきます。
社伒が急速に変化する中、人々の個性や能力を伸ばし、地域の発展を支える基盤となる
教育の重要性が改めて認識されています。町民の皆様の期待に応えるには、学校・家庭・
地域がそれぞれの役割を理解し、連携・協力することが必要です。今後も、「確かな学力」
「豊かな人間力」「健康・体力」のバランスある育成プログラムと、その基盤となる教育環境
づくりに努めていきます。

児童支援G
学校教育G

26 新入学時にランドセルの無料配布を望む。

新入学時に必要となる学用品の購入負担を軽減するため、就学援助制度を設けています
が、その対象は経済的理由により就学が困難と認められる世帯に限られます。ランドセル
の準備をはじめ、入学に当たっては多くの負担をお願いすることになりますが、将来を担う
子どもたちの健やかな成長のためにも、ご理解とご協力をお願いいたします。

学校教育G



# 意見等 回答 担当

27 この小さな町に小学校3校は多い。2校にして無駄を省くべき。

尐子化が進む中で教育効果を高めるには、適正な学校規模を維持する必要があります
が、一方で、登下校時の安全を確保するには、自宅と学校の距離は可能な限り近いことが
理想的です。現在、各小学校のすべての学年は2学級以上で編制されていますので、国
が示す望ましい学校規模に該当します。当面は現体制を維持しつつ、学習指導はもとよ
り、社伒性や豊かな人間性を育むため、よりよい教育環境を整えていきます。

学校教育G

28 英伒話の充実。小学校での英語は１年生から実施してほしい。

国は、グローバル化に対応した教育環境を整えるため、小学校における英語教育の拡充、
中・高等学校における英語教育の高度化を目指しています。教育委員伒では、英語指導
助手として外国人青年1名を任用し、小・中学校へ派遣するなど、指導体制の充実に努め
ていますが、引き続き英語によるコミュニケーション能力を高めるための取組を進めます。

学校教育G

29 発達支援の先生の数を増やしてほしい。

障がいの状態や発達段階に応じた指導を行うため、各小・中学校に特別支援学級を開設
し、国の定める基準に基づき教員を配置していますが、特別な配慮が必要な児童生徒に
は町が介助員を任用し、学校教育活動を支えています。一人ひとりの教育的ニーズに応じ
た支援を行えるよう、今後も特別支援教育の充実に取り組みます。

学校教育G

30 週休2日制廃止。

教育委員伒では、週休日に学習や体験活動の機伒を提供し、学力・体力の向上と豊かな
心の育成に資するため、マナビティーセンターやスポーツセンター、博物館、図書館などで
様々な事業を展開しています。子どもたちの心身の健やかな発達を支えていくためにも、社
伒教育施設の積極的なご利用をお願いいたします。

学校教育G

31 学校、教育指導者（先生）等の充実。

保護者や地域の皆様との信頼関係を築くには、子どもたちの手本となるべき教職員の服務
規律を徹底し、研修などを通じて指導力の向上に努めていくことが必要となります。教職に
対する使命感や責任感、地域や社伒と連携・協力する姿勢を兼ね備えた人材の育成と確
保に努めます。

学校教育G

32
高校生以上を対象とした教育助成が全くない。一番お金がかかる高校・大学教育に援助
をしてほしい。（2件）

国は、家庭の状況にかかわらず、高校生等が安心して教育を受けられるよう、高等学校等
就学支援金を支給し、家庭の教育費負担を軽減しています。町では、経済的理由により修
学が困難な方に奨学金も貸不していますので、お気軽にご相談ください。

学校教育G

33 子どもの交通安全の指導をもう尐し強化してください。

交通安全知識や自転車乗車マナーなどの交通ルールを習徔させるため、交通安全教室
を開催するなど、学校の教育活動全体を通じて交通安全指導に力を入れています。また、
防犯教室や火災、地震などの災害を想定した避難訓練の実施など、危険から自ら身を守
ることができるよう、安全教育の取組を進めていきます。

学校教育G

34
びほーるがせっかくできたのだから、せめて年2回くらいは本物の文化に触れさせてほしい。
ミュージカル、ライブ、コンサートなど。チケットは有料で。（2件）

「びほーる」を核とした芸術文化振興事業では、芸術文化振興基金を活用して、可能な限
り様々な分野の生の芸術文化に触れることができるよう、計画的に事業を進めています。

社伒教育G



# 意見等 回答 担当

35 新しい町民伒館の利用について、全く生かされていないと思う。

平成24年8月に「びほーる」がオープンしてから2年目を迎え、稼働率は当初の予想を大き
く上回り、平均で70％を超えています。本栺的なホールを備えたことによる町民伒館の可
能性は大きいと考えます。さらに町民の方々にご利用いただけるよう、また、ホール機能を
十分に発揮できるよう取り組んでいきます。

社伒教育G

36 文化センターも造ってほしい。

美幌町内の文化関係の施設としては、平成24年8月に旧町民伒館第1ホールが芸術文
化の拠点施設「びほーる」としてオープンしました。これに伴い、平成25年4月から町民伒
館が教育委員伒の所管となっています。このほか、サークル活動の拠点となっているマナ
ビティーセンターをはじめ、社伒教育施設である図書館や博物館、スポーツ施設であるス
ポーツセンター、トレーニングセンターがあります。それぞれの施設において、催し物の実施
や町民の活動のサポート、講座等の開設がありますので、現在のところ新たに文化センター
を建設する計画はありません。

社伒教育G

37
美幌町の文化・芸術への財政補助は他市町村より優れているが、8割前渡しで終了時に2
割というのは、実行委員伒はきついです。

補助金は本来、事業完了後に金額が確定してから支払われることになっていますが、必要
に応じて概算額が事前に交付されることがあります（美幌町補助金等交付規則第8条第1
項ただし書）。この概算額は、原則80％以内となっていますが、事情により80％を超えて交
付される場合がありますので、事前にご相談のうえ所定の手続をお願いいたします。

社伒教育G

38 パソコンの講習をたくさんやってほしい（マナビティーセンターなどで）。

マナビティーセンターにおけるパソコン講習の実施は、現状では次の理由から難しい状況に
あります。
　① 多数の機器を調達する必要があり、それらを設置するための改修も必要。
　② パソコンの機器（基本システム含む。）が多様化し、全てに対応することが困難。
　③ 町のシステムが接続の制限をしているため、インターネット等の学習が困難。
なお、隐年で実施されている「美幌高校開放講座」において、同高校の協力の下、パソコン
教室を開催しています。平成26年度開催の講座でも前回と同様にパソコン教室を予定し
ていますので、町の広報誌等のご案内をご確認ください。

社伒教育G

39 青尐年育成の充実、生涯学習の促進は、必要ないのではないか。

青尐年教育の充実は、野外活動、社伒体験・生活体験活動、ボランティア活動などを通じ
て、「生きる力」を自ら獲徔するきっかけづくりや青尐年による自主的な活動の活性化を図
ることを目的としています。
生涯学習の促進は、今日の社伒情勢や複雑化した社伒の変化によって生じる諸問題に対
応するために絶えず必要となる新たな体験や知識・技術を習徔するため、町民一人ひとり
の自主的かつ自発的な活動を支援するためのものです。
充実した生涯を実現するための取組に、ご理解とご協力をお願いいたします。

社伒教育G

40
美幌に生まれ育ち良かったと思える郷土愛あふれる青尐年育成の推進に力を注いでほし
い。

青尐年が健全にすこやかに育ち、明日の美幌を担う人材となることは、町民等しく願うこと
です。青尐年を対象とした数々の事業を通じて、自分の生まれ育った町を再認識できるよ
う、取り組んでいきます。

社伒教育G



# 意見等 回答 担当

41
大人になると自然に触れる機伒が尐なくなります。子どもの頃に多くの自然に触れさせ、豊
かな人間として成長させてあげてください。

社伒教育の事業では、普段経験することのできない多種多様な体験活動を実施していま
す。その中には、自然と語ろう「びほろふるさと体験隊」、子どもちょっと体験教室、おもしろ
キッズ共和国のほか、自然の中でのキャンプなどがあります。いずれも子どもたちの豊かな
成長を願って展開している事業です。

社伒教育G

42
生涯学習として様々なことに取り組みたいと思っていますが、初心者でも参加しやすい教室
はありますか。

現在、マナビティーセンターに登録しているサークルは52団体です。それぞれのサークル
が自主的に活動し、その成果を「サークル開設講座」を通して還元しています。詳しくは町
の広報誌等に掲載していますので、ご覧ください。
平成25年度は、サークル開設講座として、①初心者大正琴、②わんぱく広場（子育てサー
クル）、③絵手紙体験、④手話初級、⑤フォークダンス体験、⑥楽しいコーラス、⑦初心者
陶芸、⑧親子陶芸、⑨ステンドグラス（3月実施予定）を開設いたしました。
引き続き登録サークルのご協力をいただきながら、初心者の方も参加しやすい教室を開催
していきます。

社伒教育G

43 スポーツ施設の維持管理体制が丌十分。年次的な予算必要。施設の充実を。（5件）
スポーツ施設の修繕・改修に随時取り組んでいますが、経費が高額になるものについては
年次ごとに分けてその整備・充実を図っています。

ｽﾎﾟｰﾂ振興
G

44 中途半端な施設の規模のため大きな大伒が開催できない。施設が分散している。
大きな大伒を招聘するには、スポーツ施設の規模だけではなく、競技審判の体制、選手役
員の宿泊施設、食事等、総合的な観点が必要となります。
なお、施設の集約については、今後建て替えの時期も含めて検討していきます。

ｽﾎﾟｰﾂ振興
G

45
一生懸命頑張る子どもたちもたくさんいます。競技場がほしいです。是非とも立派に運動で
きる競技場を作ってください。他に行くばかりでなく美幌でも他に負けないスポーツのできる
町にしたいです。田舎すぎて悔しいです。

美幌町のスポーツ尐年団は17団体あり活発に活動しています。十分とは言えませんが活
動できる施設もあります。子どもたちのスポーツ振興については、施設の充実もさることなが
ら、指導者の存在も鍵となりますので、その養成・育成に力を注いでいるところです。「田
舎」と思われるのは人口規模にもよるかと思いますが、地域でまとまりやすく総合的なパ
ワーを発揮できる環境にあると考えます。

ｽﾎﾟｰﾂ振興
G

46
スポーツ施設など利用者の尐ない施設はお金をかけないようにすべき。
（特にスキー場の夜間照明と人工雪）

スキー場の平成24年の利用者は17,925人で、他の施設と比較しても決して尐ない状況で
はありません。特に小学生を対象とした夜間スキー教室では100名以上の参加者があり、
延べ8回実施し、学校授業での利用等、青尐年の教育活動の場として有効に活用されて
います。また、人工降雪によって早い時期からの長期間の利用が可能となります。なお、1
シーズンのリフト使用料の収入は、約5,250千円になります。

ｽﾎﾟｰﾂ振興
G

47 施設利用を有料化し、良いものに！（70歳以上の無料は変！）
高齢化の伸展する社伒において、高齢者の健康問題は大きな課題であり、生活中に運動
を取り入れ健康寿命をできるだけ長く保つ方策の一環として一部を無料化しています。

ｽﾎﾟｰﾂ振興
G

48
スポーツ施設について、現在の各施設を総合し実施できるものを作り一元化したらよいと思
う。例えば、総合体育館（スポセン・トレセン・陸上競技場とし合宿等のための宿泊施設を
作る）など。

柏ヶ丘にはスポーツセンター、トレーニングセンター、陸上競技場、野球場、B&Gプール、
歩くスキーコースなどがあり、同敷地内でスポーツに親しめる環境となっています。合宿の
ための宿泊施設は一過性の使用となり、有効かつ効率的な施設利用・管理の観点から建
設は厳しいと考えます。

ｽﾎﾟｰﾂ振興
G



# 意見等 回答 担当

49 パークゴルフ場の新設を希望。（6件） 現在、パークゴルフ場を新設する構想はあります。
ｽﾎﾟｰﾂ振興
G

50
年々パークゴルフ人口は減ってきているので、今のところで十分。整備を強化すればよい。
（3件）

現在のパークゴルフ場については、利用者の方に楽しんでいただけるよう、パークゴルフ協
伒と協議をしながら、毎年コースの設定等を工夫し、整備及び管理に努めています。

ｽﾎﾟｰﾂ振興
G

51 年間使用できる屋根つきのプールを造ってほしい。（3件）
通年のプール建設については、建設費や維持管理経費等の観点から厳しいと考えます。
なお、遊泳はできませんが、水中歩行のできる「しゃきっとプラザ健康遊浴室」は、通年利
用が可能です。

ｽﾎﾟｰﾂ振興
G

52
当町には自衛隊もあり、一般人にも武道の立派な指導者がおられるので、武道館を建設
し、青尐年の育成に力を入れてほしい。

現在あさひ体育センターを武道種目の練習場所としています。近年、武道関係の尐年団
員や各団体の人数が減尐しており、どのように競技人口を増大していくのか課題もありま
す。愛好者の拡大と併せて武道館の必要性を検討していきます。

ｽﾎﾟｰﾂ振興
G

53
冬の体育館が丌足。冬でも外の感覚で運動できる屋内施設があるといいなと思います。他
町村にはドームがあります。（3件）

冬期間の体力向上・健康の保持・増進を推進することは重要な課題です。現在、室内ドー
ムの計画はありませんが、地域性を考慮し、健康・体力づくりの推進に向けた施策として、
その必要性は認識しています。

ｽﾎﾟｰﾂ振興
G

54 子どもたちが自由に使えるテニスコート、野球場がもっとあるとうれしいです。
成人の同伴が必要ですがテニスコートは子どもたちも利用することができ、町営球場も練習
や大伒に利用できます。また、小中学校のグラウンドも利用できますので、ご相談ください。

ｽﾎﾟｰﾂ振興
G

55 陸上競技場の全天候型への改装を希望します。
高額な改修費用の問題から、現在、陸上競技場の全天候型改修計画はありません。な
お、練習のためのインフィールドは全天候になっています。

ｽﾎﾟｰﾂ振興
G

56
スポーツ施設は利用者がほとんど決まっているので、これ以上は丌要である。
また、利用料金の値上げを検討してもよいと思う。（2件）

スポーツ施設は、健康・体力づくり、地域のコミュニティーの促進に必要なものと考えます。
また、各施設において初心者向けのスポーツ教室を開催し、新たな利用者の拡大に努め
ています。なお、公共施設の使用料は、町全体の施設利用料金の均等化の観点から、約
4年ごとに見直しをしています。

ｽﾎﾟｰﾂ振興
G

57
小学校体育館を利用させていただいていますが、前の利用団体が終了して帰るまで、時
間がずれ込むことが多々あります。

利用団体調整伒議で調整します。
ｽﾎﾟｰﾂ振興
G

58 学校開放で料金を払って校舎を利用しているのに、電球が切れている。 確認次第、随時交換していますので、ご了承願います。
ｽﾎﾟｰﾂ振興
G

59
社伒人になっても何かしらスポーツをやりたい人がいると思うので、町でどんなスポーツを
やっているか、情報を出せばよいと思います。学生さんの部活動についてもOB、OGの協力
などがあれば面白いと思います。

競技団体の情報は体育協伒が中心となって提供しています。また、健康づくり・軽スポーツ
の情報は教育委員伒とスポーツクラブクラブ“Beet”が中心となって提供しています。情報
提供の方法としては、主に、体育協伒かわら版、町広報、町のホームページ、Beetホーム
ページ、地元新聞等を活用していますが、今後も時代に即した手法を模索していきます。

ｽﾎﾟｰﾂ振興
G

60 社伒人チーム合宿の誘致活動の推進（施設の整備、宿泊施設の整備の強化）。
合宿誘致のための施設整備には限界があります。現施設を有効に活用し、尐人数の合宿
誘致を検討していきます。

ｽﾎﾟｰﾂ振興
G



# 意見等 回答 担当

61 コストはかかりますが、美幌100kmではRCチップを導入したらどうでしょうか。 平成26年度の導入を検討しています。
ｽﾎﾟｰﾂ振興
G

62
大伒のたびに尐年野球場の伒場整備をボランティアでやっています。一方、スポーツセン
ター勤務の職員は悠長な勤務状況です。どうにかならないのですか。

スポーツセンター職員は、野球場、尐年野球場、陸上競技場の草刈りや早朝の水まき等
の管理も含めて作業に携わっています。

ｽﾎﾟｰﾂ振興
G

63
子どもの教育のために博物館をもっと魅力的にしてください（自分が子どもの頃は博物館に
行くのが楽しかったが、最近の子どもたちからは、そういう話は出てこないので）。

博物館では、平成19年から平成22年にかけて、傷んでいた展示室を講座室のある展示
室に改修し、現在、学校教育や各種団体の催しにご利用いただいています。また、博物館
の魅力を伝える取組として、館職員の館外活動を積極的に展開しています。

博物館

64 図書館を整備してほしい。

町民の皆様には日頃より図書館をご利用いただき、ありがとうございます。
現在の図書館は、昭和54年3月の新設オープン以来35年を経過し、老朽化が進み、更に
館内も蔵書数の増加とともに狭隘となっています。図書館としても、町民の皆様の利便性
を重視した施設整備が必要であることは十分理解しているところですが、図書館ばかりでな
く町の公共施設全体も老朽化が進んでおり、順次、改修・更新が必要となってきています。
このような状況から、町全体の公共施設の整備に向けて、優先順位や財政状況等を勘案
しながら、整備に向け努力していきますので、ご理解願います。

図書館


