
次期幕別町総合計画に係る小学生議会の質問について 資料５

分
類

質問事項 質問内容 答弁内容

学
校
教
育

学校のお
湯の出る
場所の設
置につい
て

糠内地区は、冬の間、とても寒くなり、
マイナス２０℃以下になることもよく
あります。
そのような中、体育ではスケートをし
たり、休み時間には外で雪合戦をした
りして遊んでいます。水が冷たいので、
きれいに洗うことがなかなかできませ
ん。
また、冬の寒い時に、冷たい水で歯を
みがくのはたいへんです。
お湯が出る水飲み場につくってほしい
と思います。【糠内小学校６年生】

糠内地域は、十勝でも特に寒い地域であり、
冬に冷たい水で歯を磨くなど、とても大変
だと思うので、お湯の出る蛇口の設置に向
けて、どういった方法がよいのか検討して
いきたい。

札内北小
の校舎に
ついて

北小の校舎は古く老朽化し、中でも、
トイレは古くてせまく、とても不衛生
だと感じています。壁や床のタイルの
老朽化も目立つし、トイレの電気も暗
めで、少し怖いです。
もっと快適で衛生的なトイレに改修し
てもらうことはできないでしょうか。
【札内北小学校５年生】

児童の皆さまに少しでも気持ちよくトイレ
を使用していただけるよう、電気を明るく
するための蛍光管のＬＥＤ化や、壁や床の
タイルの貼り換えを計画的に行うなど、検
討をしていきたい。

給食につ
いて

ご飯には牛乳が合わないと思うし、お
かずと菓子パンの組み合わせもあまり
食事が進みません。
栄養バランスを考えて、作って下さっ
ているので、仕方ないのかもしれませ
んが、食べる組み合わせについても考
えていただけないでしょうか。【札内
北小学校６年生】

今後、献立もパンの種類にあったものを出
すように工夫していきたい。

生
涯
学
習

学校プー
ルについ
て

札内地区にも温水プールがあれば通い
やすいと思うのですが、温水プールを
建てる計画はありますか。【古舞小学
校６年生】

これから札内のプールをそれぞれ三つ建て
るか、三つを一つにして建てるかをいろい
ろ考えている。
小学生の皆さんをはじめ、町民の皆さんが
利用しやすいプールにしたいと思う。

幕別町の
スポーツ
に対する
取り組み
について

幕別町が行っているスポーツ事業で、
ほかの町村にはない特別な取り組みが
あれば、お伺いいたします。【明倫小
学校５年生】

今年から、新たなオリンピック選手の誕生
を目指して、「未来のオリンピック選手を
育てる事業」を始めたところである。

情
報
通
信

インター
ネットの
光回線の
開通につ
いて

勉強中、インターネットで「NHK for 
School」の関連動画で学習することが
ありますが、日によってはインター
ネットが全くつながらず、調子が良い
時でも、途中で止まってしまうときが
あります。
明倫地区はADSL回線は通っていますが、
光回線はまだ通っていません。明倫地
区に光回線が通る予定はありますか。
【明倫小学校５年生】

光サービスエリアを広げようとする場合、
町がケーブルを敷くための工事を行うこと
となるため、多額の費用がかかるため、非
常に難しい状況である。
光通信以外の通信方法など、できるだけ費
用負担が少ない方法で環境整備ができない
か、他の市町村で取り組まれている事例等
の研究を進めていきたい。
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分
類

質問事項 質問内容 答弁内容

防
災
・
交
通
安
全

洪水で被
害にあっ
た農家へ
の対応と、
洪水を防
ぐ方法に
ついて

８月に十勝をおそった台風１０号で被
害を受けた農家への対応をしてほしい
と思っています。
洪水の原因は、堤防の高さと水門が閉
じなかったことだと聞いています。
二度と同じことをくり返さないように、
堤防を高くし、水門の開閉をスムーズ
にできることが大切だと考えますがい
かがでしょうか。【幕別小学校５年
生】

農家の方々への支援については、具体的に
内容が決定していないが、内容が決まり次
第、支援を行いたい。
被害が最小限に食い止められるよう、国や
北海道と十分な協議を行い、町としての役
割を果たしていきたい。

糠内小学
校前の横
断歩道に
手押し信
号機を設
置してほ
しい

学校前の道路は、帯広空港への通り道
なので、普通の車はもちろんですが、
大きなトラックもたくさん通っていま
す。また、いつも農作業のトラクター
やトラックが走っています。
登下校の時には、交通安全指導員のお
ばさんがついてくれますが、なかなか
道路を渡れない時もあるそうです。こ
んな時、手押し信号機があれば、安心
して道路を渡ることができます。
予算の関係もあるとは思いますが、手
押し信号機を設置してほしいと思いま
すがいかがでしょうか。【糠内小学校
６年生】

要望の横断歩道の場所は、平成７年度から
毎年、公安委員会に要望しているが、北海
道内各地から数多くの信号機の設置要望が
あることから、なかなか設置していただけ
ない状況です。
小学校前の道路は、交通量がとても多く大
変危険であるので、今後も粘り強く、公安
委員会に要望していきたい。

速度制限
看板の設
置につい
て

学校の近くは４０㎞の速度規制がある
にもかかわらず，猛スピードで走って
いくドライバーがたくさんいます。信
号機に「通学路」や「スピード出し過
ぎ注意」の看板を設置していただける
と、私たちも安心して通学できるよう
になりますし、多くの人の命を守るこ
とにつながると思いますが、いかがで
しょうか。【途別小学校６年生】

町では、途別小学校の皆さんが安全に通学
できるため、公安委員会に対して、交差点
に歩行者用信号機を設置するよう、平成25
年度から要望しているが、設置されていな
い状況であるため、これからも粘り強く要
望を続けていきたい。

避難所の
開設につ
いて

雨の災害の時、春日公区や青葉公区、
中央町などのあたりの地域は、札内中
学校まで避難するのは遠いと思うので、
近くに避難所を設けると良いと思うの
ですが、いかがでしょうか。【白人小
学校５年生】

雨の災害時の避難所は、川の水がこない安
全な場所にある公共施設としている。
札内市街地の避難所は、札内中学校、札内
南小学校、札内中央近隣センターの３か所
としており、少し遠い距離になっているが、
ご理解いただきたい。

環
境
衛
生

ゴミのポ
イ捨てに
ついて

毎年２回地域の人とゴミ拾いをしてい
ます。あきかん、こわれたテレビ、パ
ソコン、たばこの箱などたくさん捨て
られています。ゴミを道路や畑に捨て
ないような対策はありますか。【古舞
小学校６年生】

これからも全町一斉クリーン作戦のゴミ拾
いを続け、一人でも多くの方たちがゴミを
捨てない自覚を持っていただきたい。

保
健
医
療

少子化に
ついて

最近、テレビ、新聞などで少子化がさ
さやかれていますが、町の方はどのよ
うな対策をしているのでしょうか。一
つの町に子どもを産む病院があれば子
どもを産みやすくていいと思いますが、
いかかがでしょうか。【白人小学校６
年生】

産婦人科の病院を整備し、維持するために
は、医師の確保が困難である。
病院を建てることだけが少子化対策ではな
いため、今後も子育て支援の充実を行って
いきたい。
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分
類

質問事項 質問内容 答弁内容

公
園
・
緑
地

公園のトイ
レと遊具の
設置につい
て

公園で遊んでいるときに気になること
がありますが、それは、トイレがない
公園があることです。
公園にトイレをつけてもらうことはで
きないでしょうか。
また、公園の遊具についても、種類を
もう少し増やしてほしいと思うのです
が、いかがでしょうか。【幕別町学校
６年生】

利用する公園にトイレがない場合は、近く
の公園にトレイが整備されているので、そ
のトイレや普段から利用できる公共施設の
トイレを利用していただきたい。
遊具を新しくするときは、地域の皆さんの
意見を聞いて遊具を決めたい。

道
路
・
交
通

ガードレー
ルの設置に
ついて

十勝クライミングジム前のＴ字路に
ガードレールがなく，左折の際に路肩
に落ちそうになります。是非，現場を
確認し，ガードレール等を設置するな
どの対応していただきたいのですが、
いかがでしょうか。【途別小学校５年
生】

道道更別幕別線と町道依田９線との交差点
で、両方の道路で一時停止が義務付けられ
ている。
現地を確認したところ、町道の車線の外側
の線が消えていたため、ガードレールの設
置ではなく、線を引く工事を行うことで対
応したい。

歩道の設置
について

私の住んでいる地域の道路には、歩道
がない部分がたくさんあり、普段、自
転車を使うときは、歩道がない道路を
使うのは不安があります。歩道を整備
してほしいと思いますが、いかがで
しょうか。【忠類小学校６年生】

歩道を設置する場所は、自動車や歩行者の
通行量等を調査して決めており、市街地の
自動車や歩行者の交通量が多いところから
優先的に整備することになる。
そのため、車を運転する運転手に、スピー
ドを出さずルールを守って安全運転を心が
けるようお願いしていきたと考えている。

住
宅
・
住
環
境

通学路の除
雪について

雪が降ると、場所によって通学路の除
雪ができてないために、通学しにくい
ことがあります。雪が深いと低学年は
特に大変です。雪山で見通しも悪く、
交差点も危険です。通学路の除雪をで
きるだけ早くしてほしいですが、いか
がでしょうか。【札内南小学校６年
生】

冬の道路の除雪時間はおおよそ７～８時間
かかるため、早朝に雪が降った場合は、通
学時間までに除雪作業を終わらせることが
できないことや、通勤時間に除雪作業を行
うと、除雪車による事故が発生する恐れが
あるため、事故防止のために登校時間が終
わってから除雪をすることがあることをご
理解いただきたい。

観
光

道の駅の設
置について

札内や幕別にも道の駅を造ってはどう
でしょうか。幕別の特産品を売ったり、
町の良いところを紹介するPRにもなる
と思いますが、いかがでしょうか。
【札内南小学校６年生】

当面は、道東自動車道の釧路圏からのアク
セス状況をなど、社会情勢を見守りながら
考えていきたい。

忠類のア
ピールにつ
いて

幕別町と合併して１０年が経ちますが、
忠類のよさをもっとアピールしてほし
い。ナウマン象だけではなく、特産品
のゆりねや忠類ならではの魅力をもっ
とアピールしてほしいですが、いかが
でしょうか。【忠類小学校６年生】

忠類のおいしい食べ物や楽しいところ、景
色の美しいところ等、忠類の素晴らしさに
ついて、これまで以上にアピールし、たく
さんの人が忠類を訪れていただけるよう取
り組んでいきたい。
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