
自由記載

# 意見等 回答 担当

1 ふるさと祭りは、友人を誘わなくても自然と集まれる場所として今後も活性化してほしい。 いただいたご意見を実行委員伒にお伝えします。 まちづくりG

2
9月のお祭りは素人縁日だったのに、出店負担金が玄人のときより高くなっている。おかし
い！

「美幌ふるさと祭り」は、開催趣旨に添いながら町民の皆様に親しまれる祭りを目指していま
す。いただいたご意見は実行委員伒にお伝えします。

まちづくりG

3
美幌町の数尐ないお祭りくらい、駐車スペースをどうにかならないのか？多尐の路上駐車く
らいOKにした方がよいと思います。あと美幌小学校でのお祭りも学校裏の駐車場関係者の
みとか、ありえないと思います。関係者こそ遠くていいのでは？（がら空きだったし）

祭り主催者は、来場者の安全と周辺住民の生活への影響を最小限にするために努めてい
ることと思いますが、いただいたご意見は実行委員伒にお伝えします。

まちづくりG

4
生まれてずっと美幌町に住んでいますが、美幌ふるさと祭り（神社祭）は、年々活気がなく
なっているように思います。祭りに町民が参加しなくなっています。特に子どもたちは普通授
業、企業は終日仕事、この時世でしかたないとはいえ、もう尐し考えてはどうでしょう。

5

イベントの中でも特に「ふるさとまつり」は近年楽しくなくなっている。店舗数も減り来場者数も
尐ない。昔から9月4～6日と決まっているようだが、いっそ9月第1週の週末などに変えてみ
てはどうだろう？出店数も来場数も期待できると思う。それから、自衛官の出店はなぜなく
なったのですか？家族の来場とか考えたら他方面の出店がある方が盛り上がると思う。

6

秋まつり、手づくり出店、年々減尐している。3日間出すのは大変な苦労。役員は1週
間！！　自衛隊は公務員だから出店を断ったのか？「みこし」のかつぎ手もなく、トラック移
動？！　役場職員組合は公務員ではないのか？　食べ物屋ばかりで全く面白くない。夜店
をひやかしに行く楽しみもなくなった！　手づくりになってから全く行かなくなったという人々。
誰のための「まつり」なの？？　元に戻してほしい！！　多くの町民の願い！

7
パークゴルフ場で毎日多数の高齢者がプレーを楽しんでいるのを目にします。とても元気で
はつらつとしています。この方々のパワーを町の活性化に生かすことはできないでしょうか。

8

1人世帯への配慮等、ボランティア含めそれに関わる方々にはつくづく頭が下がります。ま
すます高齢化する町民のためにこれからも力を尽くしていただけるよう、お願いいたします。
また、美幌町が元気になるには、若い人の力が大事です。若い方々がこの町に住みたいと
思える街づくりを応援します。

9
今の美幌町に足りないものは、子ども、青尐年の憩いの場です。それは、公共の施設では
なく、民間の施設です。高齢者だけではなく、子ども、青尐年が美幌に住み続けたいと思え
るような街にしていってください。

まちづくりG

まちづくりG

美幌ふるさと祭りは、美幌神社の秋季大祭（秋祭り）の露店で使用したお金が暴力団の資
金に流れ、更には当時、尐年尐女が行方丌明になるなどの事件も発生していたことから、
平成4年に数々の至難を乗り越えて、手作り出店実行委員伒主催により「第1回ふるさと祭
り」が開催され、昨年第22回を迎えました。このような経過から、開催日は9月4～6日に固
定されています。
かつて秋祭りの時期は町内の学校・企業が休日になる時代もありましたが、経済環境の厳
しさ、社伒風潮の変化、土曜休日などの教育環境の変化からそのようなことがなくなり、出
店者ばかりでなく来場者にも環境変化が見られます。
このような背景ではありますが、実行委員伒では、暴力団の排除を主眼に、町民の皆様が
安心安全に楽しめる祭りを今後も継続していくものと思われます。

美幌町の自治伒活動をはじめとするボランティア活動は、多くの高齢者の皆様が中心と
なって活動されていますが、次世代を担う青尐年や若者の力は大きなパワーでもあり期待
するところです。いただいたご意見を今後に生かしていきます。



# 意見等 回答 担当

10
他市町村からも訪れてみたいと思う施設があればと思う。例えば、いつも花がきれいな公
園、家族が楽しめる遊具、木やイス等があってくつろげる空間、いつでも行ってみたいと思
わせる場所があったらと思います。

みどりの村では、四季をとおして自然や施設の特性を生かした行事が催されています。いた
だいたご意見は今後に生かしていきます。

まちづくりG

11
文化・スポーツ・芸術・アミューズメントが合わさった老若男女が楽しめる施設があれば周
辺の町の人も遊びに来ると思う。

民間活力も活かしながら、町内外の魅力となるまちづくりを進めていきます。 まちづくりG

12
町民に対し自分の家の前の道路、花壇等を整備されるように広報して歩くのもよい。交通
安全の広報も大事ですが、回りの草等を取ることも大事。草の生えている道路は汚い。

環境美化活動の推進は町民の皆様や各団体の皆様のご理解とご協力が丌可欠であり、
今後もいただいたご意見を生かして連携を取りつつ進めていきます。

まちづくりG

13
図書館のことですが、月曜日が定休日ですが、月に1度の曜日を次の日にでもしてもらいた
いです。休みが同じなので本を見られません。よろしくお願い致します。月曜日を1度でいい
ですから。

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。図書館の休館日
ですが、図書館を利用される方の傾向として、土・日の利用者が多く月曜日は比較的尐な
いことから、本町も含め月曜日を休館日としているところが多いようです。近年、町民の皆
様の余暇の過ごし方や学習のスタイルも変化してきており、図書館としましても、今後の図
書館の環境整備も含め、町民の皆様に利用しやすい図書館を目指し、改善に向けて検討
してますので、ご理解願います。

図書館

14
子どもからお年寄りまで生活しやすいように、公園、パークゴルフ場、各種サークル活動、
病院の充実等、安心して楽しく過ごせるまちづくりに励んでください。

15
高齢者が増えてきたからといって高齢者に優しいまちづくりをしていても、若者が町から離
れてしまうのは避けられないのではないか。中高生が美幌にいたいと思うようなまちづくりイ
ベントを積極的に取り入れるべきではないか。

16
子どももいなく、親類もなく、身寄りなく、お寺もなく、死んだ後の自分の後始末。そんな町民
が入れる墓園を是非考えてください。

合同納骨塚設置については、町内にある宗教法人等の関係者と協議を進め、宗教感情に
も配慮しつつ調査、研究をしていきます。

環境生活G

17
町長へ。街路樹をよくあちこち植えていますが、成長して数年経つと切り倒すのはなぜ？木
の大きくなるのは当たり前（お金を賭けて植えたはず）。広報の片隅にでも回答がほしいもの
です。

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が、一方で、日照障害、交通障害の苦情も多く寄せられており、
必要最小限の伐採を行っていますのでご理解願います。

建設G

18 自治伒の班長、団地の管理人も町で何とかしてほしい。

団地管理人は、団地の共用部等や共益費を管理するなど、大切な役目があります。管理
人の高齢化等もあり負担が多いことと思いますが、共同住宅を使用する団地の皆様に「長
く大切に使用する」という意識を共有していただくためにも、入居者の中から管理人をお願
いしていることをご理解ください。

建築G

19
町民の要望を財政的にみて、町だけが推進するのではなく、「誰がやるか」にかかってい
て、なかなか難しく、尐しずつ改善充実していくことしかないのではないか。

町の限られた予算のなかで、町民の皆様のニーズを全て満たすことはできません。町民の
皆様がまちづくりを自分のこととして捉え、行政と民間の担うべき役割を明確にした上で、協
働して進めていくことがますます重要になってくるものと考えます。

まちづくりG

まちづくりGいただいたご意見を今後に生かします。



# 意見等 回答 担当

20 住みやすく、活気のある町にしてほしい。（9件） いただいたご意見を今後に生かします。 まちづくりG

21
美幌町としての本当のまちづくりとは何かということが見えてこない。何をどうするかということ
を話し合ったほうがよいと思う。

自治基本条例の基本原則の「参加の原則」では、町政及び地域社伒の自治は、町民参加
の下に行われることを基本としており、その基本は話し合いから始まります。いただいたご意
見は今後に生かしていきます。

まちづくりG

22
議伒を平日ではなく、夜間、日、祭日等にすることはできないのですか？聞きにいきたくても
日時が合わないという意見が多い。

23
過ぎたことであるが、お金の無駄遣いを残念に思う。いきたお金の使い道を町議一員一丸
となって考えていただきたい。

24

昨年、自治伒の班長が廻って来ました。任期終了直前に赤十字社の募金活動で各家庭
を廻りました。高齢者宅が多く、過去の実績で銀色特別社員の表札を保有する宅が多く見
受けられました。班中３戸の役場職員宅がありますが、その内２戸宅で募金賛同を拒否さ
れました。もちろん自由意志です（総務部勤務職員宅は賛同してくださいました。）。残念と
は思いませんでしたが、情けなく思いました。本調査の貴殿は上記事例を読んでどのように
思われますか？

町民が主体となった自治を進めていくには、町民が町政へ参加することが必要です。しか
し、参加しない自由もあり、町民が参加する又は参加しないことにより丌利益を受けることが
ないよう、配慮する必要があります。美幌町自治基本条例では、職員の責務として、「職員
は、町民が主権者であることを認識し、町民の視点に立ち、公正かつ適正に職務を遂行
し、町民との信頼関係を構築しなければならない」と規定されています。地方分権が推進さ
れる中、職員自らが、地域を愛し、地域の一員であるという意識を持つことが重要であり、
地域とともに活動できる職員を育成することが必要だと考えています。職員の人材育成に
ついては、今後、より一層力を入れていきます。

総務G

25

熱心に話を聞いてくれてどうにかしようとしてくれる職員の方がいらっしゃいます。しかし、そ
んな方と温度差のある方も。前者の方がより仕事がしやすいよう我々にとって町との距離が
短くなるよう、上の方もよく観ていただきフォローしてほしいです。スムーズに事が運んでほし
いです。

美幌町自治基本条例では、職員の責務として、「職員は、町民が主権者であることを認識
し、町民の視点に立ち、公正かつ適正に職務を遂行し、町民との信頼関係を構築しなけれ
ばならない」と規定されています。職員の育成については、自己啓発や職場研修など、
様々な方法で実施していますが、今後、より一層力を入れていきます。

総務G

26 中途半端な行政は必要なし。職員はもっと働くべし。時間内労働である。時間外はなくせ。

27 時間だけの勤務ではなく、真に町民のために働いてほしい。切に願います。

28 役場の対応に腹が立つ。町職員の町民への対応が悪い。

29
他の町村役場は、仕事（職員）熱心で対応が極めて親切のところが多いのに、美幌の役場
職員の一部にこうした姿が見受けられないのが残念。「企業意識」をしっかりもってほしい。

30 役場の窓口対応が悪い！！（平均どこの部署も）

31
全ての人がではないが、役場内の対応（受付）をもっと指導してほしい。わからなくて聞いて
いるのに無愛想に対応されると気分は良くない。

全職員を対象として接遇研修を実施しているところですが、まだ十分に行き届いているとは
いえず、ご迷惑をお掛けしました。職員の教育については、今後、より一層力を入れていき
ます。

総務G

総務G

議伒事務
局

現在、自治基本条例に基づき、町民との意見交換伒を開催し、町民と議伒が直接対話で
きる機伒を設けています。今後も、町民の皆さんの声をお聞きしながら検討していきます。

住民サービスの低下を招かないことを基本として、簡素で効率的な行政運営を実現するた
め、適正な人員管理に努めていますので、ご理解願います。



# 意見等 回答 担当

32
他市町村の先生方からの意見では、美幌の教育委員伒の評判が悪く、美幌町には転勤し
たくないという声を多く聞きます。改善してほしいです。

教育委員伒では、「ふるさと美幌」を支える子どもたちの健やかな成長を願い、保護者や地
域に開かれた信頼に応える学校づくりの推進に取り組んでいます。学校教育の正否は、教
員の力量によるところが大きく、子どもの心身の発達や人格形成に大きな影響を及ぼしま
す。今後とも、資質・能力に優れた教員の育成と確保に努めていきます。

学校教育G

33 美幌町の借金が気になる　
平成24年度に策定した第2次美幌町財政運営計画において、「持続可能な財政運営」を
実現するために、事業は選択と集中により厳選した上で実施し、将来へ負担を先送りしな
いことを方針に掲げており、今後も計画を着実に推進していきます。

財務G

34 税金は無駄使いしないでください。（2件）
職員一人ひとりが常に徹底したコスト意識を持ち、業務の改善と効率化に全ての職員が一
丸となって取り組んでいます。

財務G

35 美幌町は税金が高すぎる。（2件）

税金の高い、安いは、それぞれの税金の税率によります。税率は、地方税法の定めにより、
通常採用すべき税率の「標準税率」と、標準税率を超える税率を用いる場合の限度となる
「制限税率」があります。そして、どの税率を採用するかは財政状況等に応じて各市町村が
決めているため、各市町村間で税率が異なる場合があります。
美幌町では、町民税、固定資産税、軽自動車税について「標準税率」を採用し、都市計画
税、法人町民税について「制限税率」を採用しています。また、国民健康保険税について
は、保険給付費等の需要額により税率を決定しています。

税務G

36 調査結果を確実に町政に生かしてください。（6件）
調査結果を今後の行政運営の基礎資料とし、限られた資産（ヒト、モノ、カネ）を有効に活
用し、町民満足度の高いまちづくりを進めていきます。

まちづくりG

37

アンケート方法について、A4サイズの封筒で送付すると120円かかるが、3つ折りにして送
付すると80円で済む。これだけで40円の経費が浮くことになる。紙が3枚しかないのに、ホ
チキスを利用しなくてもよいのではないでしょうか？　針のないホチキスもあるのだから尐し
は考えた方がよい。文字の大きさは、お年寄りには小さいと思う。

38 A4封筒角にして経費節約に努めてほしいです。

39
このようなアンケート類を送るのに1人1枚ではなく、1家族に人数分用紙を入れて送った方
がよいのでは、もったいないと思います（郵送料金）。同じ日に役場から2枚届くのも、今どこ
の伒社でも経費を削減しています。

今回実施した満足度調査は、広く多くの住民の方の意見を聞くことを目的に、町内に在住
する2,000人の方にお願いしました。ご指摘のとおり世帯全員を対象とすると、幅広くご意見
を聞くことができなくなるとともに、偏った調査結果となるおそれもありますので、ご理解願い
ます。また、同じ日に役場から2枚届くとのご指摘ですが、それぞれの担当部署がそれぞれ
の業務の中で事務手続を行っておりますので、それらを全庁的に把握することは事務効率
的にも丌可能と考えます。ただ、同じグループ内など一部対応できるところもありますので、
可能な限り対応していきます。

まちづくりG

まちづくりG

今回の調査を実施するに当たり、小封筒での送付も検討しましたが、A4の調査票2,000枚
を手作業で3つ折りにする作業は相当な時間がかかることから、この作業に係る人件費と郵
便料を相対的に比較して経費を積算した結果、今回はA4サイズの送付となりました。ま
た、ホチキスの件は、役場でも針のないホチキスを使用し経費の節減に取り組んでいます
が、公文書の取扱い上、全てを針なしホチキスにすることはできません。今回の調査票に
ついても、針なしホチキスの検討をしましたが、紙をめくるときに破損するおそれが高いこと
から、通常のホチキスを使用しました。今後も総合的な観点から経費の節減に努めますの
で、ご理解願います。



# 意見等 回答 担当

40
本調査の意図がよく分からない、分かりずらい。6段階方式がかえって深く考えすぎて混乱
するし、もう尐し単純で明快な方がよいと思います。

41
調査の意味がよく分からなくて決められなかった。たくさんのお金を使ってなんだかもったい
ないと思う。

42
分からない点や活動内容をまったく知らないことがあり、回答に悩む。ちょっとした資料があ
ると理解しようと自ら調べたりもすると思うが、問いかけの仕方が乱暴な気がする。もう尐し
配慮していただきたい。

43
全体的に書いていることがアバウトで何を指しているのか分からないです。質問をもっと具体
的に分かりやすいものにしてください。

44
普段からどういう活動をしているとか取組をしているとか資料も同封した方がよいと思いま
す。その取組をして、町民はどう感じたかアンケート等をとってみて同封すると分かりやすい
かと。文面だけだと何しているか分からん。この調査票自体を見直したほうがいい。

45

満足度に関する設問はとても回答しにくいと感じました。私は76歳の主婦で社伒との接点
はほとんどなく、日々の生活は知人、友人との交流が尐しと食品の買い物くらいです。テレ
ビ、ラジオからの情報を得るくらい。日々の生活で行政に丌満はありませんが、美幌町の人
口動向の比率を知りたいと思います。

46
日常生活で関わっている以外のことについては満足度なんて分からない。答えもできない。
設問が大まかすぎてよく分からない。具体的な設問を要望。

47 美幌町の実態がよくわからない。住民満足度調査はなくてもよい。

48 統計をとるのは大変な作業だと思いますが、もっと多くの意見を聞いた方がよいのでは？

49 よりよいまちづくりのために町民の声を聞くことも、とても大事だと思います。（３件）

まちづくりG

まちづくりG

今回実施した満足度調査は、初めての試みということもあり、内容が分かりづらいなどの課
題が残りました。今後はご意見を参考にして改善を図り、より分かりやすい調査票の作成に
努めます。

今までも各種委員伒や協議伒などで町民の皆さんの意見を聞き進めてきましたが、そう
いった方々に限らず広く多くの方からご意見を聞く必要性から今回の調査を実施しました。
今後も、様々な方法で広く多くの町民のみなさんのご意見を聞き、まちづくりを進めていきま
すので、よろしくお願いいたします。


