
【４】 生活環境

# 意見等 回答 担当

1 ごみの収集日を増やしてほしい。（15件）
ごみ収集は、一般ごみ週1回、資源ごみ、粗大ごみ月1回、その他プラ月2回となっていま
すが、収集回数を増やすとそれに伴う経費が増加し、ごみ袋等の値上げも必要になります
ので、当面は現状の収集回数で実施していきます。

環境生活G

2 被害が多いカラスの激減対策の強化。（3件）
カラスの駆除は、春先の巣の撤去及び北海道猟友伒美幌支部の協力による一斉駆除を2
回実施しています。今後も引き続きこの体制で駆除をしていきます。

環境生活G

3 収集日以外の持ち込み場所が必要。（2件）
収集日以外のごみ処分は、登栄にある廃棄物処理場で日曜日とお正月期間を除く午前9
時から午後5時まで受け付けていますので、ご利用ください。

環境生活G

4
ゴミを収集する方が乱暴に収集して、ゴミが落ちてもそのまま放置していくことがあるので改
善してほしい。ゴミのネットを足でよせている方もいます。手で扱っている側からすると丌快。

ごみ収集は3業者に委託していますが、ご指摘のようなことがあったことを業者に伝え、今
後はそのようなことのないよう指導いたします。

環境生活G

5 リサイクル運動を進めるべき。分別ゴミ以外でも他にあると思う。
資源ごみ等を分別していただきリサイクルしていますが、その他にも小型家電、古着を各拠
点で回収していますので、今後ともご協力をお願いいたします。

環境生活G

6
ゴミ処理、リサイクルの促進について、黄色い袋に入っていれば、何を入れても同じ場所に
捨てるのなら、意味がないように感じる。

指定ごみ袋で排出するごみは、資源ごみ、その他プラスチック等を分別していただき、最後
に残ったものをごみ袋で排出することになりますので、分別の徹底をお願いいたします。

環境生活G

7 過度の環境問題対策は逆効果だと思います。ブーム的な対策より、現実的な対応を。
環境問題は地球規模の非常に大きな問題となっています。このため、国及び地方自治体
では各種の法律等を制定し対策を講じているところですが、その目的を達成するには、ごみ
の分別のように一人ひとりができることから始めることが重要になります。

環境生活G

8
最近一般ゴミの袋が薄すぎて、すぐに破れてしまうのですが、どうにかなりませんか？（特に
40Lのゴミ袋）

平成25年度から製造業者を変更しましたが、袋の厚さ等の基準は変更していません。一
部製品で破れやすいものがありましたが、現在は製造工程を見直し改善されています。ご
迷惑をおかけして申し訳ありませんでした。

環境生活G

9 ゴミ袋の料金高額すぎです。（2件）
指定ごみ袋の料金は、ごみ処理における貴重な財源となっています。近隣町村と比較して
も高額にはなっていないので、ご理解願います。

環境生活G

10
雑草除去等のゴミ処理までも個人で負担している現状があります。町できちんとそれを把握
していただきたいです。

自己の敷地内における雑草は所有者が責任を持って処理しなければなりませんので、ご理
解願います。

環境生活G

11 電機製品や車の回収は国と町の責任でやるべきだ。でないと山に捨てるようになる。

家電4品目（テレビ、冷蔵庨、エアコン、洗濯機）及びパソコンは、法律によりリサイクルが義
務付けられているため収集はできませんが、その他の小型家電で30㎝四方の入口に入る
ものは役場の回収ボックスをご利用ください。また、回収ボックスに入らないものはごみ処理
場に直接持込みいただければ無料で回収しています。自動車についても、法律でリサイク
ルが義務付けられていますので、排出者の責任において処分をお願いします。

環境生活G



# 意見等 回答 担当

12
プラスチック類の全品回収（鉢、バケツ等）　樹枝等（束）の250円の処理可能なものはご
み回収日に出せるようにしてほしい。

その他プラスチックは、法律により容器、包装が対象となっていて、その物が商品の場合は
対象外となっています。お問合せの鉢、バケツ等はそのものが商品であることからその他プ
ラスチックには該当しません。また、樹木の枝等は、指定ごみ袋に入るものは一般ごみとし
て回収していますが、入らないものは粗大ごみの扱いになります。

環境生活G

13
役場職員住宅のゴミステーションがいつも本当に汚いです。どうにかならないのでしょうか？
お手本にならなくてはいけないのでは？町長に言いたい。

現在は飛散防止のためネットで対応していますが、カラスの被害がひどいためカゴを設置
し、職員にもゴミ出し日の周知徹底を図ります。

財務G

14 間口除雪の援助を強力に。

間口除雪については、除雪の際の置き雪対策として、要援護者で近隣に親族がいない方
を対象に行っています。その他、高齢者世帯等で非課税世帯の除雪を行う「在宅高齢者
等除雪サービス」や自治伒の助け合いチームによる除雪サービスも行っています。
この他の援助については、今のところ予定していません。

保健福祉G
建設G

15 家の前に固い雪を置いていかないでほしい。（24件）
降雪時には、深夜から限られた機械、時間で効率よく町民生活に支障のない除雪を行っ
ていますが、機械、人員の確保等間口除雪のための数多くの課題があり、現在、自治伒助
け合いチームの協力による高齢者等への対応となっていますので、ご理解願います。

建設G

16 除雪が遅い。（7件）
通勤通学に支障のないよう早期除雪に努めていますが、積雪量及び路上駐車等により遅
れる場合がありますので、ご理解願います。

建設G

17 朝3時頃から作業されると寝られないです。
交通量が尐なく、歩行者等の安全を確保できる時間帯に除雪を行い、町民生活に支障の
ないよう早期除雪に努めていますので、ご理解願います。

建設G

18 除排雪の充実を望みます。（51件）
町民生活及び車両の通行に支障をきたし、事故等の発生が予測される場合に実施してい
ますので、ご理解願います。

建設G

19 冬にシティ前交差点等の異常に滑るのを改善してほしい 道路パトロールにより、危険な箇所の確認、事故防止のため砂散布等を実施しています。 建設G

20
住民の自覚の問題であるが、道路に自分の家の雪を捨てないように強く指導する運動をし
てほしい。救急のときに大変困った。

交通の支障だけでなく事故にもつながるので町の広報誌による周知を図りますが、悪質な
場合は警察と連携して対応します。

建設G

21
公園、緑地の整備は丌満です。経費の問題もあると思うが、魚無川の周辺はもう尐し細め
に草刈りを実施してほしい。川のふち、散歩コース等草がのび放題になっている。（2件）

限られた人員と予算の中で維持管理に努めていますので、ご理解願います。 建設G

22
一部の公園で遊具が修繕されないまま危険な状態のものがあります。東町公園（ロケット公
園）で子どもが落ちました。修繕等の対応をしないと子どものケガにつながります。（3件）

点検パトロールを行い、危険な遊具等は撤去、修繕等を施し安全に使用できるようにしてい
ます。

建設G

23
幼児・子どもが安全に遊べるような公園が増えてほしいです（公園には柵をつけて道路に飛
び出さないようにしてほしいです）。子どもの多い場所でも古い公園しかなく、子どもが気持
ちよく遊べる公園作りにもっと力を入れてほしいです。（8件）

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。なお、危険な箇所等は早急に修繕整備を実施し
ています。

建設G



# 意見等 回答 担当

24

節約は理解するが、公園など夏場に水遊びのできるところが尐ない。せせらぎ公園のそば
の小さな噴水はすごくいい。東町公園の噴水を再開するか、新設してほしい。
町中の空き地を利用し、緑多い空間公園をぜひお願いいたします。老人、子どもたちに憩
いの場を。（3件）

現在策定中の公園長寿命化計画では、既存の公園の利用状況、劣化、損傷等を調査把
握し、その修繕等の維持整備が優先課題となっています。そのため、新たな公園、噴水等
を設置することは、現段階では計画にありません。

建設G

25 公園の犬の出入りを禁止してほしい。
犬の出入り禁止は、監視の点から難しいものがあります。飼い主のモラルなど様々な課題
がありますが、快適な公園利用の促進を努めていきます。

建設G

26 冬季に公園を利用できるように除雪をしてほしい。
現在、せせらぎ公園遊歩道は除雪を施し、他の公園については除雪をしていませんが、雪
のある公園では雪合戦などの雪遊びをお楽しみください。なお、一部の公園は、周辺住民
の排雪場所として利用されている場合もありますので、ご理解願います。

建設G

27
数人の住民が三橋公園（ブルーマリン裏)をパークゴルフ場として使用している。子どもたち
が遊びたいと思っても使用できないでいる。（2件）

地域の要望によりパークゴルフ場として使用しているのものであって、独占利用を認めてい
るものではありませんので、譲り合い、危険のないようご利用願います。

建設G

28

公園のそばに住んでいますが、手入れをしていただく男の方はとても一生懸命にきれいにし
ていただき感謝ですが、町でも植えるばかりでなく、背丈等大きくなった木など景観を損な
わないように手入れをしてほしい。落ち葉に悩まされています。樹木も何本もいらないので
間引きしてほしい。（2件）

景観に配慮した適切な維持管理に努め、支障となる樹木についても、現地確認の上、伐
採、剪定等の対応をしていますので、ご連絡をお願いいたします。

建設G

29 大正橋と美禽橋を直してほしい。（2件）
大正橋については、平成26年度から補修整備をする予定です。美禽橋については、国が
管理する橋梁であり、町では整備計画を把握していませんので、ご了承願います。

建設G

30
道路の状況が悪い（でこぼこ）。町道の整備をしてほしい。（16件）
あまり必要のない、「なぜこんなところ」と思うような道路の整備をしていて、本当に必要なと
ころなどが行われていない。（2件）

未整備の町道については、利用状況及び自治伒要望等による優先順位に基づき順次整
備しています。

建設G

31
石垣等道路の件で何年も前から役場にいろいろ相談するのですが、「予算がないの一言」
です。

石垣等の道路について、詳細が分かりませんので内容等を改めてご連絡願います。
なお、町道の維持管理については、必要な予算を措置し、生活に影響のないよう整備を進
めていきます。

建設G

32 下水道の整備をよくして台風でも雨でも水の流れを良くしてほしいです。 町内の排水対策については、様々な対応により防災対策を図っていきます。 建設G

33 道路脇の雨水升が高くて雨水がたまる。
道路パトロール等により修繕を行い排水処理を実施していますが、発見できない箇所もあり
ますので町民の皆様からの情報提供をお願いいたします。

建設G

34
街路樹の枝が切られてほぼ棒状になってしまっているところや、毎年楽しめた桜やツツジの
花が咲かなくなった場所が目に付くようになりました。枝の剪定方法はもう尐し何とかならな
いものなのでしょうか？

限られた予算の中で対応していますが、町民の皆様のご意見、ご協力等により景観に配慮
した維持管理に努めていきます。

建設G



# 意見等 回答 担当

35
景観を保つため、植樹し現在までやって来たと思うが、最近突発的大雨等が続いており、
大雨で流れる水も枯れ葉等でつまる下水道もあり、尐し伐採したほうが景観を良くすること
ができると思う。

街路樹には、景観機能をはじめ、大気浄化作用の生活環境保全機能、防風・防災機能な
ど、様々な機能があります。一方で、日照障害、交通障害による苦情も多く寄せられること
から、町民の皆様のご意見を参考に伐採等をしていますので、ご理解願います。

建設G

36
街路樹が下がっていて自転車に乗っていると頭にぶつかる。庩木が歩道にかぶさり狭くなっ
ていて、すれ違うときにぶつかりそう。落ち葉が汚い。

道路パトロール等の点検を実施し、支障のあるところは対応していますが、発見できないと
ころもありますので、町民の皆様からの情報提供をお願いいたします。

建設G

37 町道の十字路で樹木、看板等で大変見づらいところがあり、いつも危険に思っています。
パトロール等により確認を行い整備を進めていますが、町民の皆様からの情報提供は大変
重要ですので、今後もご連絡をお願いいたします。

建設G

38
道路横の雑草が気になります。自治伒でもしていますが、まだまだ雑草の草取りが尐なく町
の美が失われると思います。（２件）

限られた予算の中で対応していますので、ご理解願います。 建設G

39
街灯がものすごく暗い道路がたくさんあります。万一事故があったらどうするつもりなんでしょ
うか？　痴漢が出た後では遅いです。（3件）

街路灯は事故防止を図るため、毎年、現地確認を行い整備を進めていますが、要望にお
応えできない状況にありますのでご理解願います。なお、防犯灯については、自治伒で設
置していただき電気料金を町が負担していますので、お住まいの自治伒にご相談ください。

建設G

40 美幌高校の通学路が暗い。 町道について確認した上で対応いたします。 建設G

41
他の市町村を参考にして、街灯の形を変えてみるとか、公園をもっとキレイにしてみたらい
いんじゃないでしょうか。大正橋の街灯がすっと消えたりついたりしてたから、夜町内を見
回ったほうがいいと思う。

限られた予算の中で対応していますのでご理解願います。なお、街灯については、パトロー
ルにより点検、修繕等を実施していますが、町民の皆様からの情報提供もお願いいたしま
す。

建設G

42
こんな場所に公営住宅を造って交通の便が悪い。買い物に行くのにも店が遠い。タクシー
を使っているが、電話で注文ばかりはできない。自分の目で見て買いたいし。

商店が遠く、丌自由を感じているとのご意見ですが、公営住宅の建設場所は、広い敷地面
積が必要で、また通勤・通学区域にも配慮して町内各地区に点在させております。商店等
も社伒情勢で場所が変わるなど、団地の周辺環境が変化することもありますので、現状に
ご理解願います。

建築G

43
団地に住みたくても空室がないと言われる。もっと団地を増やすなど、住まいを充実させて
ほしい。

町営住宅の入居申込は随時受け付け、年間６回ほど入居選考委員伒を開催しています。
団地を指定希望されると、退去者が出るまで長くお待ちいただく場合もあります。公営住宅
の空き住戸の状況は常に変動していますので、最新の募集状況や申込方法のお問合せ
は、お気軽に公営住宅担当へお尋ねください。なお、今のところ新規の団地建設予定はあ
りません。

建築G

44 団地の除雪をしてほしい。（2件）

「特定の人しか除雪作業をしない」「生活時間が個々違うため同時に作業できない」「高齢
化が進んでいる」などの事情から苦労が多くなっていることと存じますが、町営住宅は低廉
な家賃で提供しており、除排雪を行う管理経費は含まれていませんので、団地内の共用通
路・駐車場等の除雪は、入居者の皆さんがお互いに作業していただく必要があります。ご理
解とご協力をお願いいたします。

建築G
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45
エコにつながり省エネにもなるということで、太陽光発電を住宅に設置した方々が、今では
電気代が大幅に値上げということで生活に大きな変化が出るのではないかと思います。そ
の方々に何か特別措置があればよいのではないでしょうか。

本町では、太陽光発電システムを設置した方に、1年間のモニターになっていただき10万
円の委託料を支払っています。太陽光発電システムを設置した方に対する電気代の特別
措置については、太陽光発電システムを設置していない方との公平性の観点からも難しい
ところです。

商工観光G

46 太陽光発電の施設は増えてきていますが、採算性など詳しく教えてください。（2件）

一般的な住居に導入される太陽光発電システムの容量は３～５kwで、導入費用は１kwあ
たり41万円から50万円といわれます。また、住宅用太陽光発電システム自体の値下りや、
国の補助金（取扱企業が詳細を把握しております）、美幌町のモニター委託料などの助成
金もありますので、初期費用（自分の持ち出し）は安くなってきています。一般的に平均10
年～15年で回収可能（採算が取れる）と言われていますが、気象条件などによって発電能
力が異なってくることや設備の耐久性などの問題（修繕費が生じる可能性）もあることから、
採算性については一概に言えない状況となっています。
なお、詳細については、お気軽に商工観光グループへお問合せください。

商工観光G

47 メガソーラーの設置は良いと思う。もう尐し増加したらどうか？

メガソーラーを設置するには広大な土地（一般的なメガソーラーで30,000㎡程度）が必要
になりますが、美幌町では農地以外に適当な土地（空き地等）を確保することが難しく、設
置を断念するケース（民間企業）が見受けられ、現在は1箇所のみとなっています。一方
で、比較的広大な土地を必要としない「中・小規模ソーラー発電」が町内に数カ所設置さ
れていることから、今後も「メガソーラー発電」よりも「中・小規模ソーラー発電」が主流にな
ると思われます。ただし、電力の買取価格の動向によっては、採算性の問題から設置が伸
び悩むことも予想されます。

商工観光G

48 自然が産み出すエネルギーがもっとある。再生できる資源を活用すべき。

美幌町では、平成19年2月に「美幌町地域新エネルギービジョン」が策定され、新エネル
ギー事業として「太陽光発電」「クリーンエネルギー自動車」「木質バイオマス利用」などの
導入が順調に進んでいます。今後も再生可能な自然資源を活用した新エネルギーの導入
を推進していきます。

商工観光G

49 登栄地域等の丘陵地に「風力発電施設等」の建設などは？
風力発電は「設置コスト」「発電利用コスト」の点で定評がありますが、美幌町では風力発電
に適する風力を得られる場所が美幌峠周辺に限られ、自然公園法の規制や峠からの送
電施設の関係から設置が難しい状況にあります。

商工観光G

50
他の町にはきれいで広い駐車場、公衆トイレがあり、ドライブのとき助かります。美幌にはな
いので是非作ってほしいです。

24時間開放されている施設としては、「ぐるっとパノラマ美幌峠」（道の駅）と「美幌駅舎」が
あります。ただ、「道の駅」は街なかからはほど遠く、「美幌駅舎」は駐車場が狭いなど利便
性の問題があります。今後、商工伒議所等と協議を重ね、「道の駅」などの利便性の高い
施設の設置について検討していきます。

商工観光G

51
上下水道の整備をお願いします。水道の水が黄色や茶色の水が出て飲み水として使うの
が嫌なのでミネラルウオーターを買ったりしています。水道管の点検をしてほしいです。

赤茶色の水の原因は、ほとんどが住宅内の給水管（鋼管）の鉄さびによるものです。また、
断水や消火活動後にも一時的に出ることがあります。バケツ１杯程度流して透明になるよう
であれば飲んでも差し支えありません。もし同じ状況が続くようでしたら、水道グループで点
検しますので、ご連絡ください。

水道G



# 意見等 回答 担当

52 他の市町村に比べて上下水道料金が高い。（2件）

平成23年度末時点の1か月の水道料金（10m3あたり）は、全道平均2,045円に対し、本町
は1,669円でした。また、同じく下水道料金は、全道平均1,735円に対し、本町は1,953円
でした。したがって、上下水道料金を合計すると全道平均よりも158円安いことになります。
今後も安心で安価な水道供給に努めますので、ご理解願います。

水道G

53 ＪＲの便数が尐なくて丌便です。便数を増やすか、時間を改正してほしいです。（2件）
ＪＲの利用者が減尐するなか、今後、列車本数にも影響が出てくることが考えられます。
「町民の足」として今後も町民の皆様の期待が高いことをJRにお伝えしていきます。

まちづくりG

54
コインバスはいつ見ても1人～3人くらいしか利用していない。通学に利用する以外はマイク
ロバスとか燃料の尐ない車を。環境にも良くない、町民の税金を無駄使いしてほしくない。

55
コインバスは便利でとてもいいのですが、エンジンが古いのか、すれ違うときなど排気ガスの
匂いがひどくて息をつめます。横柄なドライバーのときもあります。

56 町内バスも利用者が尐ないのなら大型バスでなく中型又は小型も検討してみては？

57 ワンコインバス停が遠すぎて利用できない。

58 ワンコインバスの停留所が200ｍ以内にあるところもあって、多すぎないですか？

59
バスの交通を土、日、祝日でも使えるとありがたいと思います。例えばイベント伒場はもちろ
ん、公園やみどりの村などバスで行けるとよいのではないかと思います。

市街地循環バスは、通院や買い物の足として利用されています。右・左回りは各7便運行
され、土曜日は各3便、日曜・祝日は運休となっています。イベント等運行では、「みどりの
村」や「和牛まつり」で試験運行しましたが、利用者が尐なく、現在は運行していません。た
だ、2月の「冬まつり」の開催時には臨時便を運行しています。

まちづくりG

60
バスの停止場所に屋根付きベンチを置いてください。雨が降ったときにもよく、ご年配の
方々や歩いている方々のちょっとひと座りにもよいと思います。

循環バスの停留所やベンチ設置は、道路（歩道）の幅員や冬期間の除雪の問題から難し
い状況にありますので、ご理解願います。

まちづくりG

61 路上駐車が多い。もっと取締りをした方がいい。 いただいたご意見を参考に、今後も美幌警察署に要望していきます。 まちづくりG

62 市街地内における空き家対策の強化。

63
近所の空き家の窓ガラスにヒビが入ってテープをしているが、危険なので直してほしいで
す。丌気味です。

64
美幌峠を下ってからずっと続いている「しらかばの木」が大好きだったのに、「しまむら」の周
辺の木々はどうして伐採したのですか？

現地を確認したところ、枝がNTT電話線に絡み付いて危険な状況にあり、落ち葉処理の問
題もあったことから、やむを得ず伐採しました。

環境生活G

65
町の保護林となっている木が伸び放題です。枝を落としてほしいが、持ち主も町もどちらも
対応してくれない。結局自分の庩木を全部切ってしのいでいる。なんとかしてほしい。

町が保存樹木として指定している樹木は個人の所有物ですので、所有者に剪定等をお願
いしていきます。

環境生活G

市内循環バスは、平成15年に株式伒社阿寒バスで運行されていた市内線の路線を拡大
してスタートしました。平成21年に野崎・三橋地区へ路線を拡大し、同23年には美幌高校
線を延長し、「町民の足」として定着しています。いただきましたご意見は、委託先の阿寒バ
スにお伝えします。

住宅等の管理は、基本的に所有者個人の責任ですが、空き家の放置は、建物倒壊による
危険性のほか、防犯や景観の面からも課題を抱えていることから、現在町としても対応を
検討しているところです。また、美幌消防署では、窓ガラスが割れていたり容易に侵入しや
すい空き家については、空き家所有者に対し、火災予防上必要な指導をしています。

まちづくりG

まちづくりG


