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分
類

質問事項 質問内容 答弁内容

学
校
教
育

通学路の安
全対策につ
いて

学校の通学路に変質者が出たりして、危険な
ので、通学路でのパトロールをして学生が安
全に登校できるよう、安全に登下校できるた
めの対策を考えてもらえないでしょうか。
【札内中学校３年生】

児童生徒の皆さんが、安全に登下校することができ、
安心して学校生活を送ってもらうことは、非常に大
切なことなので、不審者対策を含め、通学路の安全
対策の強化にこれからも努めていきたい。

魅力ある学
校づくりに
ついて

私達の高校は、近年、生徒数が減少し学校の
存続のため、生徒会を中心として魅力ある学
校づくりに取り組んでいます。
例えば、上士幌高校では、通学する生徒にJR
代金を全額補助し、通学する生徒達に経済的
な援助をし、また、足寄高校では、見学旅行
代金、制服代金、海外留学などの経済的援助
をしています。
いずれ町も、学校を守ろうとする考えから取
り組んでいる政策であると聞きました。
私達の学校は、全道でも初の特別支援学校と
普通校の併設学校で全道的に見ても進んだイ
ンクルーシブ教育を行っている学校です。
そこで、今、現状として、JR代金が全額補助
を行っている上士幌高校に、幕別高校と上士
幌高校を選択する時に上士幌高校に進学を決
めている中学生がいます。
JR代金の補助など予算として計上する事を検
討していただけないでしょうか。お伺いいた
します。【幕別高校２年生：２名、１年生：
１名】

今後、ＪＲ代金の補助など、町内に設置されている
私立高校も含めた３つの高校の生徒の皆さんが、よ
り良い教育環境の中で、充実した学校生活が送れる
よう効果的な支援について、更に検討していきたい。

スクールバ
スの運行に
ついて

幕別分校の生徒はJRやバスを利用して通学し
ています。
音更、芽室、清水、本別など遠くから通って
いる生徒もいますが、JRやバスの本数が少な
いため、不便さを感じています。乗り継ぎの
待ち時間がすごく長かったり、家に着く時間
が遅くなったりしてしまうため、早めのJRや
バスで帰らなければならず、特に放課後の活
動に制限が出ています。
校外学習の時や現場実習の時には、幕別町の
スクールバスを利用させてもらっていますが、
そのスクールバスを普段から同好会活動の日
や放課後の活動がある日などにも定期的に運
行していただくことはできないでしょうか。
【中札内養護学校幕別分校３年生】

幕別分校に通学している生徒の状況を考えたとき、
大きな課題と考えているため、学校と十分に協議を
行い、検討をしていきたい。

今年度から時間に制限なく、運行できるようにした
ので、どういった形が良いか学校と相談をし、皆さ
んがさらに利用しやすい形にしていきたい。

図書館の本
購入につい
て

幕別分校の生徒は幕別町外から通っている生
徒も多いため普段なかなか、図書館を利用で
きる時間や機会がなく残念に思っています。
そこで、図書館の本を移動図書館のように、
月替わりなどで、長期的に各学校に貸し出し
ていただくことは可能でしょうか。
また、私たちが幕別町の図書館に置いて欲し
いと思う本のアンケートを取るなどして、読
みたい本や興味のある本をたくさん増やして
ほしいと思いますが、いかがでしょうか。
【中札内養護学校幕別分校１年生】

長期的な本の貸し出しについては、実施が可能であ
るため、移動図書館で学校に行って貸し出す方法が
良いのかについて、先生や生徒の皆さんと借りやす
い方法を相談していきたい。
アンケート調査の実施については、皆さんの読みた
い本、興味のある本は、図書館としても参考にした
いので、学校でとりまとめてもらうなどして教えて
いただきたい。

定
住
促
進

忠類地区の
子ども、若
者の減少に
ついて

忠類地区では、若い人や子どもが減っていま
す。このままでは、忠類小学校や忠類中学校
も近い将来、なくなってしまうのではないか
と心配です。
高規格道路もできたので、忠類に働く場所を
作ったり、あるいは忠類に住み、どこかの会
社へ通勤するなど、人口が減らないように具
体的にどのような対策を考えていますか。
【忠類中学校２年生】

人口減少対策は、非常に難しい問題ではあるが、今
後も引き続き、忠類地域の魅力発信に努め、交流人
口の拡大を図るとともに、定住対策ならびに雇用対
策に努めていきたい。
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分
類

質問事項 質問内容 答弁内容

防
災
交
通
安
全

洪水の際
の避難場
所につい
て

札内の人口２万人を収容する施設がな
い。札内中と南小だけでは駐車場はお
ろか、すし詰めにしても収容できない
ことが判明している。グランヴィリオ、
江陵高校などの利用を含めて水害対策
を今後強化していかなければならない
のでは。備蓄品なども課題では。また、
施設だけでは避難しきれないという事
実を事前に周知する覚悟も必要ではな
いかと思いますが、いかがでしょうか。
【札内東中学校３年生】

災害時の避難者の収容については、町内27
か所の避難所で収容可能と考えており、仮
に洪水による大規模な災害が発生した避難
所に避難者を収容することができない場合
の対策としては、十勝幕別温泉グランヴィ
リオや江陵高校と防災協定を締結しており、
避難者の受入れについて協力をいただける
ことになっている。

環
境
衛
生

本町で使
われてい
ない建造
物につい
て

幕別町には、使われていない古い建物
がたくさんあり、それらが、そのまま
放置され、老朽化すると危ないですし、
外観もよくありません。安全を確認し
た上で何かの施設として再利用したり、
それができなければ解体して、新たな
建物や公園などのための土地にするこ
とはできないでしょうか。【幕別中学
校３年生】

空き家の所有者に対して、今後において所
有する空き家をどのようにする考えがある
のか意向調査し、その結果をもとに対策を
講じていきたい。

防
犯

明倫から
糠内へ向
かう道路
の街灯設
置につい
て

糠内から明倫に向かう上り坂は周りが
森林で暗く、坂なので自転車通行に危
険です。街灯を増やしてほしいと思い
ますが、いかがでしょうか。【糠内中
学校２年生】

街灯は、毎年、地域からの要望を聞き、現
地を確認した上で、新たに設置したり、取
替えを行っている
今後も、地域の方々と相談しながら、整備
を進めていきたい。

街灯の本
数、明か
りについ
て

街灯の明かりが暗く、中にはついてい
ないものもあります。
足元も十分に照らされておらず、小動
物や割れたガラスの破片などがあった
場合には気づくことができなかったり、
気づくのが遅くなったりして危ないで
す。
さらに、年間を通して不審者の目撃情
報や、実際に被害を受けた生徒もいる
ので、十分に足元を照らせるほどの街
灯を付けてほしいです。
また、白色の街灯をオレンジ色にして
ほしいです。理由としては、オレンジ
色の街灯は温かみもあり白い街灯より
も明るい印象があります。
防犯面や安全面、雰囲気の改善のため
にも考慮していただけないでしょうか。
【江陵高校２年生】

今後、現地を調査した上で、不点灯のラン
プの交換はもとより、灯具の清掃やランプ
の更新、街路灯の増設など、明るさを向上
させるあらゆる方法を検討していきたい。
また、今年度から始まる「幕別町防犯灯等
ＬＥＤ化事業」により、町内すべての街灯
をＬＥＤ化照明に取替えを行う予定であり、
その際、オレンジ色のＬＥＤ照明に取り換
える箇所も検討していく予定としている。
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分
類

質問事項 質問内容 答弁内容

住
宅
住
環
境

除雪につい
て

冬に雪が降り積もった際、通学路の歩
道に除雪された雪がたまって積み重
なっていて、歩くことができなかった
り、横断するときに車道が見えずに車
が来ているかわからないことなど、危
険に感じることがあります。冬でも安
全に通学するために、除雪した雪をさ
らに捨てられる場所に運ぶなど、対策
することはできるでしょうか。【幕別
中学校３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。

道
路
交
通

道路整備に
ついて

雨が降った時などに大きい水たまりが
できる場所があるので、道路の舗装を
直してほしいです。ほかにも砂利道が
歩きづらかったりして危険だったりす
るので、舗装してもらいたいのですが、
いかがでしょうか。【札内中学校３年
生】

未舗装道路の舗装化は、多くの費用が必要
なため、交通量の多い道路や農畜産物を輸
送するために重要な道路など、舗装化によ
る事業効果を検証し、計画的に行っている。
今後も、経費の節減に努め、効果的な道路
整備事業を行っていきたい。

通学路の整
備について

江陵高校の生徒は、登下校の際にいろ
いろな道を通学路として通りますが、
道中に、時折路面の凸凹が見られ、そ
の中には事故につながりかねないもの
があります。
事故を未然に防ぐために私たちの通学
路だけでなく、小中学校を含む他の学
校の通学路の整備もぜひともお願いし
たいと思いますが、いかがでしょうか。
【江陵高校２年生】

道路パトロールで発見された場合は補修工
事を行っているが、道路パトロールだけで
は、道路の不具合を発見できない場合もあ
り得ることから、町民の皆さんから情報提
供をもらいながら、安全安心な道路を守っ
ていきたい。

公
園
緑
地

河川敷の整
備について

サッカー場が壊れて、サッカー部の部
員が困っていたりしたので、早く直し
てほしい。普段パークゴルフをやって
いる人も運動の機会を失っていると思
うので、その人たちのためにも早く直
してほしいと思いますが、いかがで
しょうか。【札内東中学校３年生】

今後、少しでも早く町民の皆さんが楽しく
安全に施設の利用再開ができるよう復旧工
事を進めていきたい。

観
光

忠類のア
ピールにつ
いて

忠類はナウマン象と思っている方々が
多いと思いますが、ゆり根やキャンプ
場、地域の助け合い、安全性の高さ、
環境への配慮、道の駅のパンなどたく
さんの魅力がありますので、それらを
もっとたくさんの方々に知ってもらい
たいと感じましたが、いかがでしょう
か。【忠類中学校２年生】

これまで行ってきたおいしい食べ物や豊富
な観光資源の情報発信ばかりではなく、潜
在的な観光資源となる地域特性も合わせて
アピールすることにより、忠類の魅力を多
くの方に知ってもらえるように、工夫した
情報発信に取り組んでいきたい。
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