
平成26年度地域懇談会（平成26年10月8日～29日開催）

番号 開催地区 提言等 回答 関係課

1 小軽米

　元号にはきちんと意味があるので、「平
成」を「Ｈ」とせず、公文書ではきちんとした
表記にしてもらいたい。

　資料等の作成については、ご指摘の部分
を踏まえて作成したいと思います。

総務課

2 小軽米

　神社の境内に鉄塔が立っているが今は
使っていないようだ。上らないように有刺鉄
線を設置しているが引っかかって危ないの
で撤去してもらえないか。

　役場OBに確認したところ、当初小軽米小
学校のチャイムとして使用していましたが、
その後、時報の役割や火災発生連絡用とし
て行政が神社境内に設置したものであるこ
とが確認できました。
　現在は、町内全域一元的に防災無線で伝
達していることから所期の目的を達した設備
と判断し、来年度撤去するべく処分費の予
算要求を行う予定です。

総務課

3 小軽米

　昨年は地区ごとにごみ収集のカレンダー
が配布され良かったが、今年はなかったの
で続けて欲しい。

　ごみ収集のカレンダーは今年度も各行政
区に配布していると認識していますが、確認
し配布されていない場合は直ちに配布した
いと思います。

町民生活課

4 小軽米

　分別されたごみはどのように処理されてい
るのか。２年間も試験する必要があるのか。
結果についても知らせてもらいたい。

　生ごみは９月までに約45トン収集し、鶏糞
と混ぜ洋野町で処理しています。古着は約
１トン収集し盛岡の古着屋で処理してもらっ
ています。プラスチック容器は、かなりきれ
いな状態でなければ再利用が難しく高額に
なるため、焼却場で燃やしているのが現状
です。

町民生活課

5 小軽米

　プラスチックごみの再利用の目処は立た
ないのか。

　かなりきれいな状態でなければ再利用が
困難ですので、住民のみなさんの協力が必
要です。 町民生活課

6 小軽米

　避難場所は各地区公民館になっているの
か。

　小軽米生活改善センターが当地区の中核
的な避難場所となります。わかりやすいよう
に避難場所の表示をしていきたいと考えて
おります。

総務課

7 小軽米

　旧軽米小学校の備品の払い下げがあった
が、旧小軽米中学校はやらないのか。公民
館に椅子を分けてもらえないか。

　旧軽米小学校は解体するという前提で備
品を購入していただきました。旧小軽米中学
校の備品についても地区の方々と相談して
検討していきたいと思います。

教育委員会

8 小軽米

　子育て日本一の町を作ろうとしているが、
それ以前に結婚出来ない若者がたくさんい
る。若者が元気で暮らせる町を作るために
結婚についての対策を町として考えてはど
うか。

【町長】商工会青年部を中心に町コンを11月
に開催する予定です。出会いの場、結婚に
至るまでの環境づくりに総合的に取り組ん
で参ります。

産業振興課

9 小軽米

　若者で引きこもりの人が多いと聞くが町で
把握しているのか。仕事が無いのが一番の
悩みのようだ。町でどのような対策を立てて
いるのか。

　引きこもりの実態は把握出来ていません
が、そのような情報があれば家庭訪問など
により状況を把握し、支援をしていけるよう
な体制で取り組んでおります。

健康福祉課

10 小軽米

　軽米町独自の各種相談員の懇談会、研修
会をやってもらいたい。

　相談員の方々には様々な部分で支援をい
ただいておりますが、町の情報は随時お知
らせするようにしていきたいと考えておりま
す。また、相談員の方々には圏域の研修等
の際に併せて情報提供していきたいと思い
ます。

健康福祉課
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11 小軽米

　これからの高齢社会は認知症の方が増え
てくると思うので、把握や対策をきちんとして
いただきたい。

　平成27年度からの認知症対策として、健
診申込とともに、65歳以上の方全員にニー
ズ調査を実施します。この結果から実態把
握・個別への対応へつなげていく計画です。

健康福祉課

12 小軽米

　町内の団体等に出費される交付金、補助
金、支援金があることを一般町民は知って
いるのだろうか。

　行政区等の団体への地域づくり助成事業
については、行政連絡区長会議や地域懇
談会での紹介のほかにも、広報かるまいお
知らせ版や町ホームページ、かるまいテレ
ビなどで周知を図っております。
　今後とも、行政区等において、各種助成制
度を活用した地域づくり事業を積極的に実
施できるよう、制度の充実とともに、周知徹
底を図っていきたいと考えております。

総務課

13 小軽米

　夢灯りを９月中にやった意味は。町内に情
報が知らされなかったような気がするが。

　自治公民館連絡協議会で寒くならない時
期に開催すると決定しました。かるまいテレ
ビ、お知らせ版、情報無線により町民にお知
らせしました。

教育委員会

14 円子

　チャレンジ事業を申請したが、だいぶ時間
がかかった。新聞等にも載りイメージも良く
ないので、そういうことのないようにしていた
だきたい。

　審議会は何件かの申請をまとめて招集す
るので、頻繁には行うことができずお待たせ
してしまいました。事業によってはタイムリー
に行わなければ意味がないものもあるの
で、適切に対応したいと思います。また、流
用については適切に行ったと考えておりま
す。

総務課

15 円子

　メガソーラーの買い取り価格はどれぐらい
か。

【町長】今年は32円。契約した時の価格で20
年間買い取ってもらえることになっていま
す。

総務課

16 円子

　上円子の墓地へ行く道路の調査費が認め
られたようだが、その進捗状況を教えていた
だきたい。できればお盆前には完成させて
ほしい。

　今年は測量設計と用地測量を行っており、
今年度中に用地の補償までを終え、お盆前
の完成を目指したいと考えています。 地域整備課

17 円子

　主食用米の価格が下がる中で、飼料用米
に取り組んでいるのは良いことである。飼料
用米の今後の展望は。

　県では、営農相談窓口を設置し、営農相
談に応じるほか、短期運転資金の無利子貸
付事業を実施し、経営の安定に資することと
しており、町ではこれらの施策の円滑な実
施に努めます。飼料用米の作付が増えると
見込まれることから、今年から必要となった
検査体制の確立と、不足する保管倉庫の整
備を検討します。確約できるものではありま
せんが、飼料用米の制度は続けていきたい
と考えております。

産業振興課

18 円子

　飼料用米のわらは、他市町村とのやり取り
も可能か。

　他市町村とのやり取りも交付対象になりま
す。 産業振興課

19 長倉

　行施区活動交付金は、現在１世帯あたり
千円もらっている。今年の春の雪害の際に
自分たちで除雪をしたが、そういう時のため
にもう少し金額を上げてもらえないだろう
か。

　地域活動支援事業費補助金のその他の
事業として、今年の春の雪害に対応するた
め、災害等の復旧に要する経費を設けまし
た。その時々の災害によって対応可能です
ので、補助金を活用していただきたいと思い
ます。

総務課
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20 長倉

　保育園と学校、住宅跡地の活用について
はどのような考え方で進めているか。

　遊休施設の活用方針等について、一昨年
から遊休施設の活用検討会議を設け検討し
ています。当地域で何かアイディアがあれ
ばご相談いただきたいと思います。

総務課

21 長倉

　最終処分場の問題について、町ではどう
考えているか。

　検討中ですので、もうしばらくお待ちいただ
きたいと思います。 町民生活課

22 長倉

　長倉駒木線のカーブの所ののり面が道路
の方に崩れてきているので、台風が来る前
に対処してもらいたい。

　すぐ対応しますので、懇談会が終わったら
場所を教えてください。

地域整備課

23 長倉

　駒木に下がってくる途中に、崩れやすい岩
場がある。大量に崩れた時は地域整備課に
撤去してもらっているが、崩れないように対
処してもらえないか。

　場所はわかるので、技術屋さんに場所を
確認してもらい対応したいと思います。

地域整備課

24 長倉

　道路が改良され、スピードを出す車やバイ
クが増えた。速度制限を設けた方がよいの
ではないか。また、駒木に下がる所の交差
点に一時停止も設けた方がよい。

　いただいたご提言を参考に、11月に「ス
ピード落とせ」と書かれた交通安全看板を２
か所に設置しました。 町民生活課

25 長倉

　メガソーラーはかなり広面積なようだが、
防災対策は大丈夫なのか。

　町が主導的に管理できる体制を整えるた
めに基本計画を策定します。事業者も責任
を持って防災、減災に取り組んでいくという
内容を盛り込んだ計画を進めていきたいと
考えております。

総務課

26 長倉

　ホテルニューオータニからの雑穀の需要
が増えた場合、どこが対応するのか。

【町長】産業開発で対応したいと考えており
ます。ホテルニューオータニの総料理長が
軽米産の雑穀を気に入り、「シリアルパウ
ダー」という名でパンやお菓子などに利用し
たいというお話をいただいております。ホテ
ルで軽米産をＰＲしてくれるとのことです。

産業振興課

27 長倉

　チューリップの球根が余ったら提供しても
らいたい。

　フォリストパークのチューリップ園に植栽
後、要望のあった地区、施設に球根を提供
しました。 産業振興課

28 長倉

　いつも健診時期が農繁期と重なって受け
られなかったので、追加健診を実施してくれ
て助かる。今後とも続けてほしい。

　平成27年度も追加健診を実施することで
計画しています。

健康福祉課

29 長倉

　主食用米の価格が下がり、今後飼料用米
の栽培が増えることが予想されるが、その
買い手は見つかるのか。

　飼料用米の売り先については実需者との
調整が必要ですが、まだ余裕があると考え
ております。今年から検査が必要になり保
管する倉庫不足が懸念されます。

産業振興課

30 長倉

　行政区活動交付金、地域活動支援事業費
補助金はぜひ続けてほしい。

　行政区活動交付金等の行政区などへの
地域づくり支援策としての助成事業は、今後
も継続実施の見込みです。 総務課

31 軽米（昼）

　町民がもっと町政に関心を持ち関わりを
持っていくべきだ。出席者が少ないのが気
になる。

【町長】試行錯誤しながら、なんとか出席率
を上げられるように努めます。 総務課
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32 軽米（昼）

　情報無線等で情報を流してはいるが、区
長や地域の人同士の声掛けで人集めをして
はどうか。

　現在も区長さんに声掛けをお願いしていま
すが、今後も検討していきたいと思います。

総務課

33 軽米（夜）

　国体のためとはいえ膨大な予算をかけて
ハートフル球場の工事をする必要があるの
か。実際使用してみて水はけが悪いと感じ
るが、暗渠は入れないのか。

　設計段階では水はけについては問題ない
とされており、風や経年劣化による球場の
ゆがみを直すことを目的とした修繕です。国
体のためだけでなく、修繕してみなさんに
使っていただきたいと思います。

教育委員会

34 軽米（夜）

　廃業跡地に、古タイヤや廃油が入ったドラ
ム缶、アスベストの土嚢、建築廃材などが山
積みになって放置されているので撤去して
ほしい。

　二戸保健所と現地確認を行い、保健所に
対応をお願いしているところです。

町民生活課

35 軽米（夜）

　家の前の道路の除雪の際、簡易舗装した
アスファルトが削られてしまうので気をつけ
ていただきたい。

　現地を確認し、オペレーターに指示したい
と思います。

地域整備課

36 軽米（夜）

　転入があった際、町内会に入るよう役場で
働きかけてもらえないか。お知らせ版などの
文書もいらないと言われ非常に困る。

　町内会に入ることを行政が強制することは
困難ですが、地域づくりや地域の行事等へ
のご協力を促すことについては、町として最
大限に努めて参ります。

総務課

37 軽米（夜）

　９月の議会で不認定となった議案があると
新聞に載っていたが、何がどう不認定だっ
たのか。

【再】正しいことをしたのに不認定というのは
おかしいのではないか。

　平成25年度一般会計決算が不認定となり
ました。地域創造チャレンジ事業補助金の
応募団体が想定よりも多かったため、地方
自治法及び軽米町財務規則に基づき、類似
事業から予算を流用したことについて、議会
の理解を得られなかったという内容です。制
度上流用が認められており、事務手続きに
問題はなかったと考えております。

【町長】事務手続き上間違ったことはしてい
ませんが、理解を求める説明が不足してい
たのかもしれません。

総務課

38 軽米（夜）

　町の人口減少が著しく、町の消滅につい
て危機感を抱いている。行政、議会、町民が
一緒になり、軽米の将来の在り方を検討す
る協議会等を設けてはどうか。
　来年は町長選挙と議員選挙があるが、こ
れまでの活動についての自己評価と今後の
展望を、町長と出席議員全員にお伺いした
い。

【町長】少子高齢化や雇用の問題、若者の
定住等の課題に対し、「子育て日本一」とい
う政策を打ち出し、雇用の拡大、子育て支
援に重点を置き取り組んで参ったつもりで
す。ニチレイさんの加工施設やメガソーラー
の誘致については着々と進んでいると感じ
ております。しかしながら、まだ道半ばであ
り、これらを成し遂げるために４期目を表明
させていただきました。

【議長】ここは町と町民との懇談の場なので
発言は控えさせていただきますが、議会も
町民と直接語る場を設けたいと考えており
ます。

総務課

39 軽米（夜）

　町政担当や議員の方が先進地視察等に
行った際には、その結果を町民に知らせて
ほしい。

【町長】議会報には載せているので見ていた
だきたいと思います。 総務課

議会事務局
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40 軽米（夜）

　山内地区のメガソーラーの進捗状況はど
うなっているのか。開拓による土砂災害を心
配する声も聞かれる。東北電力の受付中断
もあり、手続きが遅れると大変なことになる
のではないか。

　仮契約までは進んでおり、現在は地質調
査や環境調査を実施しているところです。今
年度中には本契約まで済ませたいと考えて
おります。災害対策については、林地開発
の許可等も含め、事業者にも万全を尽くす
よう積極的に指導して参ります。東北電力
の受付中断は、あくまでも一時的なもので山
内地区及び小軽米地区２か所については問
題なく進むと思いますし、高家地区について
も速やかな事務手続きを進められるよう、企
業に働きかけていきたいと考えております。

総務課

41 軽米（夜）

　山の切り出しの作業道を広げ過ぎて、土
砂災害につながるのではないか。

【総務課長】作業道は基本的には人工造林
等で林地に戻すこととなっているが、関係企
業や森林組合等にもお願いをしていきたい
と考えております。

【産業振興課】現在の林業は機械化が進ん
でおり、作業道は不可欠の施設となっており
ます。作業道開設にあたっては、土砂崩壊
等の災害が起きないように基準が定められ
ておりますので、この基準を遵守するよう関
係者に指導して参ります。

産業振興課

42 軽米（夜）

　補助金事業やチャレンジ事業が単発事業
になりがちなので、相乗効果のある町及び
地域の事業を行ってほしい。

　少子高齢化の進行など、社会情勢が大き
く変化する中、多様化・高度化するいろいろ
な分野においての地域課題を解決するため
に、平成20年３月に、「軽米町協働参画町づ
くり基本方針」を策定し、各種施策を町民と
の協働参画により推進するうえでの基本的
な方向性、取り組みなどについて定めており
ます。
　具体的な地域づくりの支援制度としては、
「軽米町協働参画地域づくりチャレンジ事業
支援金」及び「軽米町行政区活動交付金」
並びに「軽米町地域活動支援事業費補助
金」を創設し、地域課題の実情や事業の目
的などに応じてそれぞれが相互に補い合
う、地域づくり支援策の３本の柱として位置
付けております。
　平成26年度においては、新たに複数行政
区が実施主体となる事業を実施する場合に
は、補助率を４分の３以内（現行２分の１以
内）、年度内限度額を倍額とするなど制度
改正を行っていますが、今後とも、他の各種
制度との連携の強化などとともに、地域が
抱える課題の解決や地域の活性化のため
の、より効果的な地域づくりの支援施策とな
るように制度の充実を図っていきたいと考え
ております。

総務課

43 晴山

　高清水から上野場に通じる道路の足代に
当たる所に水路があり、土管の間をつなぐ
水路にＵ字溝を入れた。道路の足代がＵ字
溝にかぶさってきたので、何か考えてもらえ
ないか。

　個人の所有のため町では手を付けられな
いので、利用者の方々で修繕しながら利用
していただきたいと思います。 地域整備課

44 晴山
　高清水から沼に通じる道路を簡易舗装に
してもらいたい。

　現場を確認して対応したいと思います。
地域整備課

5



平成26年度地域懇談会（平成26年10月8日～29日開催）

番号 開催地区 提言等 回答 関係課

45 晴山

　東北限定ビールは好評だが、ぱっと見て
軽米のものだということはわからないので、
軽米産をアピールできるチャンスがあれば
ぜひそうしてほしい。ホップに限らず、軽米
牛や木炭などの産業面で、外に向けて軽米
発のインパクトのあるアピールができれば
良いのでは。

【町長】サッポロビールさんが元旦の駅伝の
スポンサーなので、軽米のホップの映像を
全国に発信したいと社長に要望しているとこ
ろです。
　また、ホテルニューオオタニの総料理長が
軽米の雑穀を気に入り、既に200㎏ほど注
文が来ています。雑穀ではなく「シリアルパ
ウダー」という名前で軽米産と明記して売り
出したいというお話をいただいています。
　軽米の持てる力を全国に発信していきた
いと考えております。

産業振興課

46 晴山

　中学校が１校に統合され軽米高校への進
学率も上がるのではないか。それを後押し
するためにも、町が介入し、部活動を始めと
する軽米高校の魅力やメリットについてア
ピールしていただきたい。

【町長】中学校が１校になり、スポーツ・学習
面ともに中高の連携が密接にできると感じ
ております。町独自で先生の資格を持った
方々に子どもたちの学習指導をお願いして
おり、学力向上にも取り組んでおります。

【教育長】軽米高校には非常に頑張ってい
ただいておりますが、その良さが充分伝わっ
ているとは言えないかもしれません。町内は
もちろん町外からも見てもらえる魅力作りを
総合的にやっていきたいと考えております。

教育委員会

47 晴山

　祭日等でごみ収集をしない時に、生ごみ
等を２週間近く放置され非常に困っている。
９月に生ごみ用のポリバケツが配布された
が、小さくて入りきらないので、祭日でも回
収していただきたい。

　二戸クリーンセンターの定休日等もあるの
で、それを踏まえながら、今後祝祭日の収
集について検討していきたいと思います。 町民生活課

48 晴山

　地域懇談会に毎年参加しているが、行政
の内容がよくわかり勉強になるので、今後と
も続けてもらいたい。

　今後も日程や開催形式等を検討しなが
ら、町民のみなさんと直接懇談する場を設
けていきたいと考えております。 総務課

49 高家

　メガソーラーの買い入れを見合わせるとい
う話もあるが、事業成功の見込みはあるの
か。

【総務課長】事業者の方では計画通りに進
めていく意向であり、10月19日には、再度地
域の皆さんに説明とご協力のお願いという
ことで社長が来る予定です。

【町長】情報収集しながら、国にしっかりと要
望していきたいと思います。

総務課

50 高家

　県道名川線について、町として働きかけを
お願いしたい。

　今年度も県に強く要望しましたが、今後も
引き続き要望して参ります。県では用地に
ついて調査しているとのことです。 地域整備課

51 高家

　高家のバス停にある敷き鉄板に穴があい
ているので、確認してもらいたい。

　県の管轄なので連携して対応したいと思
います。 地域整備課
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52 高家

　農家の後継者問題について、高齢者が多
くなり、リタイヤした後の引き受け手が無い。
緊急に対策が必要だと思う。

【産業振興課長】地域農業マスタープランの
中で中心的経営体の方を決めて育成し、地
域の後継者を育てていきます。土地の利用
については、農地中間管理機構の事業を活
用し、地域に担い手がいなければ公募する
などの対策を取っていく必要があります。根
本にあるのは、農業所得を確保する大きな
課題があるので、国などに要望し農業政策
を展開していく必要があります。

【町長】後継者の方々に将来が見える農業、
若い世代に希望と夢をもたせる農業の展開
等をやっていきたいと考えております。

産業振興課

53 高家

　沢道路２箇所の工事の検査は終ったの
か。

　側溝を修繕した所は検査は終わっていま
すが、再度確認します。 地域整備課

54 高家

　晴山地区で豚糞の垂れ流しのうわさが
あって、検査をしたら成分も出ている。にお
いもひどい。その水が入っている田の米は
倒伏してしまう。規制の対象にならないと聞
いたが諦めなければならないのか。

　保健所と一緒に現地を確認した際、古い
方の豚舎から流れ出ていて、業者は改修す
るという話で進んでいますが、実際改修した
かは確認できていません。 町民生活課

55 高家

　米にも被害が出ているので、業者との損
害賠償について役場が間に入って進めても
らいたい。瀬月内川にも流れていることを保
健所にも強く言ってもらいたい。

【町長】現地確認をしっかりして検討したいと
思います。

町民生活課

56 高家

　雨が降った時、墓地の道路から土砂が流
れて大変だ。今現在の舗装の30～50ｍ上を
舗装してもらえないか。

　場所を確認して対応したいと思います。

地域整備課

57 高家
　早渡～沼線に砂利を敷いてもらいたい。 　現地を確認して対応したいと思います。

地域整備課

58 高家

　最終処分場の件について、町としての動き
を見せていった方が良いのではないか。

【町長】早期に勉強会を開きながら、八戸圏
域等とも連携を取りながら反対の姿勢を表
明して参ります。11月3日に勉強会を予定し
ていますので参加してください。

町民生活課

59 高家

　地域懇談会は町政や地域の状況等を知る
いい機会なので、みなさんもぜひ出席して
ほしい。

　できるだけ多くの方に参加していただくた
めにも、日程や開催形式、周知方法につい
て検討して参ります。 総務課

60 高家

　地域活動交付金は今後とも継続していた
だきたい。

　行政区活動交付金等の行政区などへの
地域づくり支援策としての助成事業は、今後
も継続実施の見込みです。 総務課

61 上野場

　農道に砂利を敷いてもらいたい。 　町道はパトロールしたり情報をいただけれ
ば現場を確認して対応していますが、不足
しているようですのでさらに確認しながら対
応していきたいと思います。

地域整備課

62 上野場

　南部町との境の農道を改善してもらうため
にはどうしたら良いか。

　南部町長に依頼し、本年度中に整備して
もらうことになりました。 産業振興課
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63 上野場

　軽米町の住み心地が良いか悪いかと書い
てあるアンケートのようなものが名指しで届
いたが。

　町民意識調査だと思いますが、個人を特
定するようなことはありません。皆さんの意
見をいただいて、住みよい地域作りの参考
のために回答いただいており、これからの
政策に反映させていきたいと考えておりま
す。

総務課

64 上野場

　小手屋森の町道、崖崩れが２箇所あるの
で春にお願いに行ったら、今年中にはやる
予定が無いと言われたがなぜか。

　泥り１号線という路線で、現場は見ました。
当面は通れると判断して、これ以上進むよう
であればかごマットをブロックのように積ん
で対応したいと打合せをしています。これ以
上危ないと判断すれば着手します。

地域整備課

65 上野場

　地域の活動支援事業はいつまで続ける予
定か。街灯の整備について、この辺りは２箇
所ぐらいしか街灯がないのでもっと明るくし
てほしい。地域の事業でもできるとは思う
が、このような要望に対して町はどう対応す
る方針か。

【町長】私が町長の間は続けたいと思いま
す。

【地域整備課長】街灯は町民の治安維持、
災害防止のため８戸に１基の設置条例があ
ります。電気料及び器具の維持費は役場負
担、電球については行政区負担となります。

【総務課長】町内各地で交付金を利用して
街灯をLEDに変えるという事例が増えてきて
います。いろいろな交付金の制度を利用し
て街路灯の整備を検討していただきたいと
思います。

総務課
地域整備課

66 上野場

　事業を始めれば役場がお金を貸してくれ
るという話を聞いたが本当か。

　利子補給する制度はありますが、役場が
直接お金を貸すという制度はありません。 産業振興課

67 上野場

　朝昼晩のチャイムの音楽をそろそろ変えて
はどうか。特に昼のチャイムは暗く感じる。

　検討中ですので、もうしばらくお待ちいただ
きたいと思います。 総務課

68 上野場

　高清水から野場に行く河川の修理をお願
いしたい。

　青線で国から移管を受けた水路であり町
で管理できない状況です。青線については
町で工事等は行いませんので、支援事業な
どを活用し、利用している方々で修繕しなが
ら使っていただきたいと思います。

地域整備課

69 上野場

　上野場の消防の整備のための砂利と、屯
所の前と研修館の前の側溝の蓋について、
速やかに対処していただきありがとうござい
ます。
　他の側溝の蓋も老朽化が進んでいるので
点検をしてもらいたい。

　現地を確認をして、対処したいと思いま
す。

地域整備課

70 上野場

　町民バスをフリーの乗り降りにしてほしい。 　フリー乗降には、公安委員会の現地確認
や交通量、避難場所、道幅等の条件をクリ
アする必要があり、近年はフリー乗降時の
事故が起こるなど、手続き等の条件は厳しく
なっているのが現状です。しかしながら、利
用者の皆さんのご意見を聞きながら、必要
な路線には公安委員会などと協議を進めな
がら、継続的に検討していきたいと考えてお
ります。

総務課
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71 山内

　大清水の橋の補修工事が完了すれば、新
しい橋の架け替えの計画はなくなるのか。

【再】町では地権者の承諾が得られれば架
けるということだったと思うが。

【地域整備課】土木の方では橋の補修工事
が完了すれば、その後の計画はないと聞い
ています。

【町長】気持ちは変わっていませんので、地
権者の承諾をいただくよう努めます。

地域整備課

72 山内
　猿の被害はどこに連絡したらよいか。 　町民生活課にご連絡ください。

町民生活課

73 山内

　行政区活動交付金を利用させてもらい助
かっているが、各行政区だけでなく、郷土芸
能に対しての補助等も考えてもらいたい。

　町内会の活動のほか、任意団体等の取り
組みも対象になっているので活用していた
だきたいと思います。 総務課

74 山内

　大清水の活性化センターが避難所になっ
ているので、除雪の際に活性化センターの
前を除雪してもらえないか。

　路線が先になります。基本的には公民館
等の除雪は地域の方々の協力を得てやっ
ていただきたいと考えております。 地域整備課

75 山内

　今新しい保育園を建てているが、古い建
物はどうするのか。

　新保育園に移転後、遊休施設等活用対策
検討会の中で検討することとします。 健康福祉課

76 山内

　除雪でアスカーブを壊したのは直さないの
か。雨水が畑に流れていく。あちこち壊れて
いる。除雪の時もう少し考えてやってもらい
たい。

　除雪をする際、できるだけ幅を広げたいと
いうことでやっています。構造上どうしても削
れてしまうので、対策を検討しているところ
です。

地域整備課

77 山内

　側溝を川まで繋いでもらったが、途中で詰
まっているので直してほしい。

　現地を確認して対応したいと思います。

地域整備課

78 山内

　柳から貝喰線に出る所を舗装してもらった
が、しばらく手を付けずにいたので砂利が流
れて側溝にまで入った。何とかしてもらいた
い。

　現地を確認して対応したいと思います。

地域整備課

79 山内

　除雪車の大きさについて、幹線道路は問
題ないが、狭い脇道や家の周辺の除雪には
今の除雪車は大きすぎると感じる。道路設
備のポールや家の柵や塀を破損するケー
スがあるので、今後の除雪車の導入や使用
区分についても考えていただきたい。

　限られた除雪機械で町全体を除雪してい
るので、すべてに対応することはできません
が、注意しながら作業を実施したいと思いま
す。
　また、除雪車が進入できない狭い道路は
除雪できない場合もありますので、ご理解を
お願いします。

地域整備課

80 増子内

　防犯灯10基の内４基ＬＥＤに交換した。３ヶ
所分電気料を役場から支払ってもらってい
るが、その３基分のＬＥＤの交換はいつ頃に
なるか。

　街路灯、防犯灯は８戸に1基と数の規定が
あり、それに当てはまる数の電気料は役場
負担ですが、電球の交換は行政区負担にな
ります。総務課でやっている地域活動交付
金や行政区活動の事業を使っていただきた
いと考えております。

総務課
地域整備課

81 増子内

　下増子内の墓地に上がっていく道路の歩
道に泥が溜まるので、Ｕ字溝に入るようにし
てほしい。大きなマスに泥がたまって、道路
を横断しているヒューム管に入らないので直
してもらいたい。

　墓地の道路は現場を確認して崩れたもの
は撤去しました。のり面は個人の所有なの
でこちらでは手を付けられませんが、崩れて
いるのであれば現地を確認します。マスの
部分とＵ字溝は振興局に情報提供して確認
してもらいます。

地域整備課
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82 増子内

　増子内振興会館に役場から２万円の事務
費を頂いているが、将来的にもう少し上がら
ないか。

　振興会館、農業構造改善センター、生活
改善センターの施設は指定管理一律２万円
でお願いしています。今年度で指定管理期
間が満了となり更新しなければならないこと
から、見直しについて検討したいと考えてお
ります。

産業振興課

83 増子内

　振興会館に将来的にソーラーをつける考
えはあるか。

　再生可能エネルギーの町の推進のため、
公共施設には太陽光発電の設置を進めて
いきたいと考えております。 総務課

84 増子内

　増子内の橋の下中心に柳の木が大きく
なって、水が出るたびにごみが引っかかって
流れを阻害している。何か良い方法はない
か。

　今後も県との話し合いを進めていきます。

地域整備課

85 米田

　がん検診を受けた後、結果が来るのが遅
いのでもっと早くして欲しい。

　健診機関に早期の結果通知送付を依頼し
たところです。県立軽米病院への精密検査
の依頼に関しては、早めに準備を進めてい
きたいと思います。

健康福祉課

86 米田

　かるまいテレビを見ていたら、議会で議員
の定数削減についてやっていたが、結果は
どうなったのか。人口も減っているし役場職
員も削減しているので、議員も減らしてもい
いと思うが。

【再】議員の中で誰が反対で、誰が賛成した
か町民に知らせる必要はないのか。

　定数は議員が議会で決定します。６月議
会に定数等調査特別委員会を立ち上げて
議論し、９月議会で議員の採決で定数は現
状維持ということで決定しました。

　どの議員がどういう判断をしたかについて
は議会報に載せているので見ていただきた
いと思います。賛成と反対の人数は拮抗し
ていました。議員も判断には苦慮したと思い
ます。

議会事務局

87 米田

　町のいろいろな団体の役員のかけもちが
大変。行政区から一人ずつ選出するのは無
理になってきているのでは。選定方法等を
検討していただきたい。

　各行政区、高齢化や人数も減ってきてい
て状況は理解できます。それぞれの団体の
目的があり住民の皆さんにお願いしていま
すが、ご意見を踏まえてもっと効率的なサー
ビスが出来るか、総合的に検討します。

総務課

88 米田

　蜂ヶ塚地区は水害が多く、青線と農業水
路が一緒になっている地域の方々の協力を
得て整備をしている。町から古いＵ字溝をも
らっている。これからも協力お願いします。

　青線で国の方から移管を受けた水路であ
り町で管理できない状況ですが、提供できる
物があればお応えしたいと思います。 地域整備課

89 米田

　地域のリーダーの高齢化が進んでいる。
次世代のリーダーの養成について、何か案
があったら教えてほしい。今後の不安を感じ
ている。

【総務課長】そのような危機感は町としても
認識しており、国の過疎地域集落支援制度
という制度を活用し、地域活動のリーダーと
して地域をまとめていく人を選んで地域づく
りをしていく取り組みを検討しています。

【町長】国や県の事業を積極的に活用し、町
単独でも事業を起こしてやっていきたいと考
えております。

総務課

90 米田

　ゲートボールやパークゴルフの大会を開
催しているが、高齢者や不自由な方でも出
来る輪投げを大会形式にして普及させれば
いいのではないか。

【町長】生涯学習指導員を育成しながら、工
夫しながらやっていきたいと思います。健康
寿命を延ばすためにも、運動、栄養、積極
的に社会参加することが大事なので、環境
づくりに努めて参ります。

教育委員会

10
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番号 開催地区 提言等 回答 関係課

91 米田

　民田山地区で、枝が反対の路肩まで低く
伸びている所があるので切っていただきた
い。

　現場を見ながら対応したいと思います。

地域整備課

92 米田

　二戸の人から、農地を国に貸して使える人
に貸したら人がいっぱい集まったと聞いた。
そういう国の動きが軽米にもきていないか。

　農地中間管理機構が間に入って貸したい
人の農地を一元的に集め、借りたい方を選
んで貸し出す手続きをする制度が今年から
始まりました。この制度により集落内で沢山
の農地の貸借が行われた場合には交付金
が出ます。今まで説明する機会が無かった
のでこれから説明していきたいと思います。

産業振興課

93 米田

　町とどのような関わりを持ちながら米田地
区のむらづくりを進めて行ったらよいか、町
の考えを聞きたい。

【町長】子育て支援の対策を進めており、町
の人口減少率は下がってきています。子ど
もの生まれる数を増やしたり高齢者に長生
きしてもらって減少に歯止めをかけていきた
いと考えております。

総務課

94 米田

　さるなしドリンクを夏場限定でスパークリン
グで販売しては。限定と言う言葉に消費者
は弱い、炭酸を入れたら美味しいと思うので
検討してほしい。

【町長】さるなしドリンクは県内の自動販売
機でも出していますが、各特産品の中では
一番売れているそうです。さるなしの実が不
足している状況ですが工夫しながらやって
いきたいと思います。

産業振興課

95 米田

　ＮＴＴの工事か何かの電話がよくかかって
くるが、町で把握しているか。その時はどう
対応すればよいか。

　個々で判断していただきたいと思います。

総務課

96 米田

　民田山～鎌屋敷線の側溝が詰まって路面
を流れるので、水路を流れるような手立てを
していただきたい。

　現場を確認して対応したいと思います。

地域整備課

97 米田

　自宅が災害危険区域に入っているか知り
たいが、どこに行けば教えてもらえるか。

　一度総務課に来ていただければ確認でき
ます。 総務課

98 米田
民田山のバスの周回所の除雪をお願いした
い。

オペレーターに指導します。
地域整備課

99 米田

　地域で雪の降り方が違うと思うが、除雪の
出動の判断は誰がしているのか。

【再】役場職員のいない地区では区長から
連絡がいくのか。

　地域整備課で判断しています。地区の役
場職員や請け負っている業者から聞いてい
ます。

　情報収集については今後区長さんからも
聞きながら進めて参ります。

地域整備課

100 米田

　計画しているメガソーラーの完成する割合
はどの程度か。

【再】系統連系承諾書は10月16日とあるが、
まだ連絡がないということか。

【町長】米田地区は契約済み、山内地区は
最後の連系の解答を待っているところなの
で問題ないと思います。高家地区は申請の
準備は整っているので速やかに進めたいと
思います。電力会社の買い取り中断により
遅れていますが、実現に向けて取り組んで
参ります。

　遅れているだけで事業がだめになるわけ
ではないと考えております。

総務課

11



平成26年度地域懇談会（平成26年10月8日～29日開催）
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101 米田

　ダムの所の橋が狭いので、対向車が来る
と橋の手前で避けているのだが、その部分
も狭いのでのり面を少し削って広げてもらえ
ないか。

【再】橋の拡張工事はできないか。

　所有者を確認して対応します。

　昔、県代行でやると決まりかけたが、津波
災害で予算がなくなった。毎年県には要望し
ていて、県の採択を待っているところです。

地域整備課

102 米田

　企業にも灯油代・除雪費用などの支援が
あればいい。

　現在、町内の企業等に対しての支援策と
しては、平成25年度に創設した新規求職者
等地域雇用促進奨励金制度により、新規求
職者等（町内に住所を有する40歳以下の
者）を常用雇用者として１年以上雇用した事
業主に対し、１人当たり３年間で102万円を
奨励金として助成しております。
　灯油代などの維持管理費的な経費につい
ては、近隣市町村の動向等を勘案しながら
検討したいと思います。

総務課

103 米田

　農耕センターの維持費を３分の１ぐらいで
も負担してもらえないか。

　振興会館、農業構造改善センター、生活
改善センターの施設は指定管理一律２万円
でお願いしています。今年度で指定管理期
間が満了となり更新しなければならないこと
から、見直しについて検討したいと考えてお
ります。

産業振興課

104 米田

　蜂ケ塚の道路を２車線にしてほしい。 　各種計画に基づき、有利な補助事業を見
つけながら検討して参りたいと思います。 地域整備課

105 米田

　地域懇談会でいい意見がたくさん出て参
考になるので、毎年開催してほしい。

　みなさんからいただいたご意見やご提言
を町政に反映していくため、地域懇談会は
来年度以降も開催していきたいと考えており
ます。

総務課

106
農環セン
ター

　土砂災害の資料に、折爪から三戸の活断
層が表記されていない。なぜ明記しないの
か。

【再】活断層については、遡って調査しなが
ら対策を講じてほしい。

　折爪が危険個所として指定されているの
は把握していますが、活断層と土砂災害と
の関連性については、今ここではっきりとは
申し上げられません。県に確認します。

　活断層については、岩手大学に地質学専
門の先生がおり、話を聞くと、折爪岳の活断
層に関する過去の文献はないとのことでし
た。しかしながら、いつどんな時に地震によ
る地殻変動の影響が表れるかわからないの
で、備えるためにも県に相談してみたいと思
います。

総務課

107
農環セン
ター

　メガソーラーはどのような事業者が来てい
るのか。なぜそんなにメガソーラーに飛びつ
くのか。鶏糞発電はどうなっているのか。

【再】外部からの事業者が来て利益を上げ
ていく。地産地消でないのが残念である。

【町長】鶏糞発電は、外川目から沼に抜ける
道路脇です。11月13日に起工式の予定に
なっており、伐採や造成等が行われていま
す。メガソーラーは２社が来ています。

【総務課長】米田地区はスカイソーラージャ
パン、山内地区は現段階では事業者との正
式協定が済んでいないので公表を控えさせ
ていただきます。

総務課

12
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108
農環セン
ター

　地域懇談会のレイアウトは、懇談という感
じではない。円形で、お茶菓子を置くなど話
やすい雰囲気が望ましい。

　区長さんとの話し合いというのはどうなっ
ているのか。区長さんと町との連携をうまく
図ってほしい。

　地域懇談会については、いただいたご意
見を参考に検討して参ります。

【町長】区長さんとの連携をさらに密に取っ
ていかなければならないと考えております。

総務課

109
農環セン
ター

　総合発展計画は軽米らしくない。町民に
とっては、何に力を入れようとしているかわ
からない。10年先より、来年はこういうことを
やりますから町民はこうしてほしい、というよ
うな出し方をしてほしい。
　PDCAサイクルは改善の道具として使われ
るものだが、それがうまく回っていないように
感じる。若い職員にそのような教育がされて
いるのか心配である。

【町長】庁舎外の研修にも積極的に参加して
いますが、今のご意見を踏まえ、なお一層
取り組んで参ります。

【総務課長】試行の段階ではありますが、全
職員を対象に、それぞれが所管する事業に
ついて、いつまでにどこまでやるか、１年を
通してどの程度到達したかという内容のも
のを作成し取り組んでいるところです。今後
しっかりと体制を整えていきたいと思いま
す。

総務課

110
農環セン
ター

　昨年の職員の不祥事から１年が経過し、
町民の目線から見て何か変わった点があれ
ば教えてほしい。

　職員の行動指針を掲示し、毎朝唱和を
行っています。それを通じて、職員ひとりひ
とりの意識の啓発と再発防止に向けた取り
組みを進めております。

総務課

111
農環セン
ター

　学校統合のプラスとマイナスの部分を教
育長さんからお伺いしたい。

【教育長】地区のみなさん、PTAのみなさ
ん、先生方のご協力をいただき、昨年度か
ら綿密な打ち合わせや準備が行われたこと
により、順調に推移していると感じていま
す。部活動を含めて大変成果も上げており、
行事や活動等を見て、子どもたちと先生方
の一体感というものを非常に強く感じます。
それが統合したことによる強みであり、生活
や学習、運動等につなげてほしいと考えて
おります。
　しかしながら、葛藤を抱えている生徒もお
り、すべての生徒が新しい環境に馴染んだ
わけではありません。保健の先生やカウン
セラーの方に入っていただきながら、円滑な
学校生活を送れるように進めているところで
す。

教育委員会

112
農環セン
ター

　役場職員の20代と町内在住の20代で構成
する若者会議、高校生会議、中学生会議、
小学生会議の４つの会議を設け、それぞれ
の提案や企画を毎年発表してもらい、それ
を町の政策に取り入れてはどうか。そのた
めにも、子どもたちのお茶代とお弁当代を十
分に確保してもらいたい。
【再】女性がもっと出てくるような会合を持て
ればいい。女性の意見が反映される町の運
営をしてほしい。

【町長】県では若い女性の方々との懇談の
場を設けています。町でも女性との対話や
年代別の対話等、しっかりとコミュニケーショ
ンを深め、提言等を取り入れながら進めて
参りたいと考えております。

総務課

13
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113
農環セン
ター

　行政区活動交付金等は、単年度で継続性
がないように感じる。それぞれの補助金を大
いに活用してもらい、その効果を広報やか
るまいテレビで検証するということをやって
みてはどうか。
　チャレンジ事業については、議会で否決に
なったようだが、なるべく地域の意向を尊重
し応援していただきたい。

【町長】行政区活動交付金等については、
みなさんからの要望にはすべて応えていき
たいと考えております。中長期的にも継続性
を持たせながら、この制度は続けていきた
いと考えていますので、いろんな形で活発な
ご意見等をいただければと思います。 総務課

114
農環セン
ター

　軽米は町の中での交流がない。同規模の
行政区と交流が持てればいいと感じる。た
だ、規模が違うと価値観も違ってくるので、
バランスのとれた行政区の練り直しも必要
ではないか。それが新しい町づくりにつなが
る可能性もある。

【町長】町内での交流は非常に重要だと感じ
ています。公民館の館長さんたちが自発的
に行っている公民館活動は、行政区同士の
交流のモデル事業だと思っています。行政
区活動交付金等も活用しながら、地域が主
体となって動いていただきたいと思います。

総務課

115
農環セン
ター

　給食の安全性を徹底してもらいたい。外国
産の遺伝子組み換え種子は使わず、安心
安全な地元の食材を提供してもらいたい。

【再】種子の袋を見ればどこ産か書いてあ
る。その安全性をきちんと確認してください。

　学校給食には主に町内産の農産物を使い
提供しています。種子が遺伝子組み換えな
のか輸入したものなのかについては、今ここ
でお答えすることはできませんが、軽米産の
ものを提供し安心安全に取り組むことを最
優先にしております。

教育委員会

116
農環セン
ター

　町長が言う６次産業化とはどういうもの
か。

【町長】農業が基幹産業ですので、農産物を
加工し付加価値をつけて町外に流通させて
いきたいと考えております。雑穀について
は、ホテルニューオータニから注文をいただ
いております。

産業振興課

117
農環セン
ター

　人口減少について、いま一度きちんとした
データを出し、今後の推移の仕方について
計算し直した方がよい。大至急対応しなけ
れば手遅れになる。

　人口減少問題は、当町においてはまさに
喫緊の課題と認識しております。国では、ま
ち・ひと・しごと創生法の下、市町村の行動
計画策定を推進する動きが出てきておりま
すので、今後町としても国県の資料を参考
にしながら、データの作成に向けて取り組ん
でいきたいと考えております。

総務課

118
農環セン
ター

　米価の引き下げで生産者は非常に困って
いる。その対策をどのように考えているか教
えてほしい。

　県では、営農相談窓口を設置し、営農相
談に応じるほか、短期運転資金の無利子貸
付事業を実施し、経営の安定に資することと
しており、町ではこれらの施策の円滑な実
施に努めます。飼料用米の作付が増えると
見込まれることから、今年から必要となった
検査体制の確立と、不足する保管倉庫の整
備を検討します。確約できるものではありま
せんが、飼料用米の制度は続けていきたい
と考えております。

産業振興課

119
農環セン
ター

　町民会館か中央公民館の新設について、
旧県北分譲跡地を利用して建設できるよう
にお願いしたい。

　次期軽米町総合発展計画等へのご提言と
させていただきます。

教育委員会

14
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120
農環セン
ター

　地域懇談会には区長さんや若い青年層か
らも出席してもらい、活発に意見を交わして
ほしい。

　例年、区長さんには行政区の方への周知
と提言の取りまとめ等をお願いしておりま
す。声掛けをしていただいたことで、たくさん
の方から参加いただいた行政区もあります
ので、今後とも区長さんへの依頼は続けて
いきたいと思います。
　青年層からの出席については、開催形式
や周知方法を見直しながら、若い人たちか
らも出席してもらえるよう対策を検討して参
ります。

総務課

121
農環セン
ター

　新しい世代の意見、新しいものの見方をい
ま一度立ち止まって考え、計画してはどう
か。

　町の施策や計画書作成にあたっては、幅
広い世代の皆さんからご意見を聴くことを目
指して進めてきておりますが、ご指摘のとお
り若い世代に特化した機会を作ることも重
要だと思いますので、今後そのような機会を
作ることも検討して参りたいと考えておりま
す。

総務課

122
農環セン
ター

　県事業の県道二戸軽米線改築事業につ
いて、何年か前に計画があったが、その後
どうなっているか伺う。災害時の避難道路と
しても必要だと思う。

　以前計画があったということは聞いており
ます。その後も県に対し要望しているところ
であり、引き続き要望して参りたいと思いま
す。

地域整備課

123 笹渡

　結婚していない若者がたくさんいるので、
町でもお見合いのような事業に取り組み少
子化に歯止めをかけてほしい。

【町長】商工会青年部でまちコンを開催して
いますが、根本的な解決には至っていませ
ん。雇用の確保等の環境を整えていきたい
と思います。

産業振興課

124 笹渡

　主食用米の価格が下がり、来年以降飼料
用米の作付が増えることが予想されるが、
今後の見通しを教えてほしい。

　主食用米の価格低下の対策としては、県
では昨年の米価と今年の米価の販売価格
の差額分を無利子融資する対策が取られて
います。
　飼料用米については、倉庫不足や検査体
制の問題は残りますが、飼料用米の作付が
増えてもまだ対応はできると考えておりま
す。減反政策がなくなるとしても飼料用米は
進めていけると思いますが、価格は現状ど
おりとはいかないと思います。

産業振興課

125 笹渡

　昨年のような豪雪の際には速やかな対応
をお願いしたい。

　昨年の大雪ではご不便をおかけしました。
今年度はこの地区に業者さんをもう1社入れ
られると思いますので、昨年のような遅れが
ないように取り組みたいと思います。

地域整備課

126 笹渡

　かるまいテレビで議会も放送しているが、
他の行事と同様に編集をしているのか。傍
聴した人の話によると、必ずしもすべて放送
されているわけではないと言っていた。あり
のままを放送してもらえれば町民も勉強に
なる。

　かるまいテレビでは、年４回の定例会の本
会議を放送しています。原則、そのまま放送
することになっていますが、休憩等は除いて
放送しています。 議会事務局

127 笹渡

　旧学校の土地（屯所の下）で、防火水槽脇
の水路が塞がり水が溢れている。使用して
いる消防団や行政区で直したらいいのか。
それとも役場で直してくれるのか。

　場所はわかるので、早急に現場を確認し
ます。

地域整備課
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平成26年度地域懇談会（平成26年10月8日～29日開催）

番号 開催地区 提言等 回答 関係課

128 笹渡

　旧校舎の鍵を預かっているが、旧校舎の
水銀灯、体育館の水銀灯、玄関の水銀灯が
切れている。体育館については一度お願い
したが直っていない。卓球をするにも非常に
暗くて困る。

　鍵の管理等ご協力いただきありがとうござ
います。状況については承知していますの
で、準備が整い次第、きちんと対応していき
たいと思います。 教育委員会

129 笹渡

　旧校舎の活用検討委員会を立ち上げて活
動しているが、教育委員会のみなさんや地
域の方々のご協力をいただきながら、なんと
か維持できた。来年度以降も、刈り払いの
燃料や除草剤などの経費をもらえるように
お願いしたい。

　活用懇談会に出席し、地域のみなさんの
学校への思いを強く感じました。学校の敷地
や校舎の管理にかかる部分、地域の方々
からお手伝いしていただく部分については、
来年も教育委員会で予算を計上し、みなさ
んの意向に沿うように対応していきたいと考
えております。

教育委員会

130 笹渡

　除雪の件で、今年度新たに増えるのはど
この業者さんか。
　今の体制では間に合わないので、ボラン
ティアで除雪をし経費もかなりかかってい
る。ボランティアでやってもらっている除雪に
対して、何か対策はないのか。

【再】トラクターを持っている人たちでボラン
ティアで除雪をしているので、そのことも加
味していただければ。

　業者さんはまだ決まっていないが増えるこ
とは確実なので、除雪のスピードも上がると
思います。
　役場では他の地区も回らなければならな
いので、往復せず１本通して次の地区に行く
こともあるので、ご理解いただきますようお
願いします。

　各地区で積極的に協力して除雪していた
だいている方もいるので、そのことに対する
支援等についても今後検討していきたいと
思います。

地域整備課

131 笹渡

　九戸や一戸では、FMいわての放送を利用
して県内に情報を発信しているが、軽米の
情報は聞いたことがない。まちづくりのPRの
しかたを考えていった方がいいのではない
か。

　当町を除く二戸管内の市町村はすべてFM
のラジオ放送を活用しています。当町もぜひ
この制度を活用したいということで、現在FM
いわてさんとの協議を進めているところで
す。町のPRだけでなく、災害時の情報の伝
達も組み合わせて利用できるよう協議中で
す。財政的な部分もありますが開設の方向
で進めていきたいと考えております。
　町のPRという点で、国際興業のバスに軽
米町のポスターを掲示してもらえるよう働き
かけて参ります。

総務課

132 笹渡

　鶴飼から増子内へ流れている県道沿いの
川に泥などが溜まって浅くなっている。雨が
降ると水位がかなり上がるので撤去した方
がいいのではないか。

　河道掘削をする予定で予算化はしている
ので、情報があったらお知らせいただけれ
ばと思います。 地域整備課

133 笹渡

　スクールバスの待合所に雪が積もった際
の除雪はどうするのか。非常に危険なの
で、子どもたちが来る前の早い時間に除雪
しなければならない。

　県道ですので県と協議します。

地域整備課

134 笹渡

　本人や家族向けに福祉の懇談会も開催し
てほしい。お手数をおかけするが、何回かに
分けてそのような場を設定してほしい。

　福祉に関する情報は制度改正に伴って変
わってきます。改正した内容も含め、各関係
団体を通じて提供していきたいと考えており
ます。また、福祉関連の相談・提言等は随
時、健康福祉課にいただくようにお願いしま
す。

健康福祉課
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平成26年度地域懇談会（平成26年10月8日～29日開催）

番号 開催地区 提言等 回答 関係課

135 笹渡

　何か問題が起こると新聞等で発信され、
町民は不安を抱えている。「子育て日本一
のまち」等、さまざまな対策を考えていただ
いているとは思うが、若い人たちが定着した
いと思えるような未来像を、町と議会が一体
となって作っていただきたい。

【町長】これまで、「子育て支援日本一のま
ちづくり」を掲げ、経済的な支援をしっかり
やってきたつもりですが、今後さらに充実さ
せて参りたいと考えています。経済的な面だ
けでなく、住民一体となった子育て支援につ
いても積極的に取り組んで参ります。
　また、町民のみなさんと懇談する場を積極
的に設け、地域一丸となった自発的な活動
を促したいと思います。町民のみなさんとの
協議を基に、まちづくりを考えて参ります。

総務課

136 笹渡

　町外からの定住者を呼び込む施策は考え
ていないか。

　ご指摘のような施策は今後さらに必要に
なってくるものと考えております。
　今後首都圏との交流を通じて、軽米のPR
推進と受け入れ態勢の整備が重要になって
きます。特にも地域に密着した受け入れ態
勢整備は課題が多いことから、町民のみな
さんとともに考えていきたいと思いますの
で、さらに具体的なご提案などをお待ちして
おります。

総務課

137 小玉川

　太陽光発電と言っているが、雪谷川ダムを
利用した水力発電は検討したことはある
か。

　再生可能エネルギーの計画書には、太陽
光のほか水力や風力、バイオマスも組み込
まれているので、検討することとしていま
す。

総務課

138 小玉川

　数十年前に補助事業で整備した水田のポ
ンプが壊れそうになっている。

　個人所有のポンプの更新に対する補助事
業はありません。当時補助事業で整備した
とのことですが、河川改修等による物件移
転補償か農地等災害復旧事業で実施され
たものと思われます。

産業振興課

139 小玉川

　米価が安く、農業従事者は非常に苦しい
状況である。
　秋田県の横手市では、市が助成してでも
農業を守ろうということで取り組んでいる。

　県では、営農相談窓口を設置し、営農相
談に応じるほか、短期運転資金の無利子貸
付事業を実施し、経営の安定に資することと
しており、町ではこれらの施策の円滑な実
施に努めます。飼料用米の作付が増えると
見込まれることから、今年から必要となった
検査体制の確立と、不足する保管倉庫の整
備を検討します。確約できるものではありま
せんが、飼料用米の制度は続けていきたい
と考えております。

産業振興課
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平成26年度地域懇談会（平成26年10月8日～29日開催）

番号 開催地区 提言等 回答 関係課

140 小玉川

　軽米高校がなくなると言われているが、そ
うならないように取り組んでほしい。

【教育次長】県の再編計画にはそのような考
え方もありますが、東日本大震災以降の地
域の落ち込みや限界集落等の状況を踏ま
え、これまでの高校再編の考え方を見直す
と聞いています。各地域の声を聴き、地域
の活力が失われることのないようにしたいと
考えているようです。町としては独自に支援
を行っており、生徒の活躍や町の支援など
高校存続のための努力を示しながら、毎年
県へ要望を行っております。

【町長】今年からは通学費の助成も行ってい
ます。中学校が１校になったので、中高の連
携をさらに密にしていきたいと考えておりま
す。また、町外からも生徒が集まるよう、魅
力ある高校づくりをして参ります。

教育委員会

141 小玉川

　屋敷川の整備を早急にやってほしい。 　橋・道路・のり面・河川についての長寿命
化計画を作っていきたいと考えていますの
で、もう少しお待ちいただきたいと思います。
　それを待っていられないような異常な状況
になった場合にはご連絡ください。

地域整備課

142 小玉川

　人口が１万人を切る状況であり、生まれる
人に対して亡くなる人がかなり多く、高齢者
の割合が非常に多い。65歳以上の高齢者
は何人ぐらいいるのか。
　このような状況で、町としてはどう取り組ん
でいく考えか。

　子育て支援事業に関しては、来年度から
施行される子ども子育て制度に沿って体制
整備を進めております。高齢者に対しては、
健康寿命を延ばすことを目標に、様々な事
業を行っているところです。

健康福祉課

143 小玉川

　子育て支援をしようにも子どもがいない。
結婚しない人が多いので、若い人たちの結
婚問題を考えていただきたい。

【町長】商工会青年部でまちコンを開催して
いますが、根本的な解決には至っていない
ので、きめ細かな対策が必要と感じておりま
す。

産業振興課

144 小玉川

　円子の創年のたまり場はいいなと思って
いる。小玉川地区も高齢者が多く、１人暮ら
しの人もいる。各地区に高齢者のたまり場
があれば包括支援の方々も見回りしやすい
のではないか。空き家を利用してできないも
のか。

【町長】円子地区では児童館を活用していま
す。各地域のセンター等を改修しながら、み
なさんの集まる場としても活用していただき
たいと思います。活動交付金等も充実させ
ていきたいと考えていますので、地域のみな
さんで意見を出し合っていただきたいと思い
ます。

【総務課長】5～6年ほど前の調査では、空き
家が180軒ほどありました。これから実態調
査行っていく予定ですので、その結果に基
づき、町民のみなさんの意向を踏まえなが
ら活用方法について検討して参ります。

総務課
健康福祉課

145 小玉川

　防災行政無線について、台風や大雪に備
えるように事前に放送してほしい。台風19号
の時は放送があったので非常に助かった。

　台風19号は当町に非常に近づくということ
で事前にお知らせしました。今後も、気象庁
の発表する警報を基準とし、空振りを恐れ
ず、事前に町民のみなさんにお知らせして
いきたいと考えております。

総務課
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平成26年度地域懇談会（平成26年10月8日～29日開催）
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146 小玉川

　ハウス栽培で非常に草が多いので、土壌
消毒の補助があればいいが。

　農協の野菜生産部会で対応しております
ので、農協にご相談ください。 産業振興課

147 小玉川

　除雪範囲が広いので大変だとは思うが、こ
ちらの地区に除雪が来るのが非常に遅い。
家のある所までは早めに除雪していただき
たい。

　今年は除雪計画を見直し、小玉川に１台
除雪機を置くことになりましたので、できるだ
けみなさんにご迷惑をかけないようにしたい
と思っています。

地域整備課

148 小玉川

　100円バス（町民バス）の運行について、村
上医院に行くのが遅くなるので、回る順番を
変えてもらえないか。

　町民バスの運行については、住民のみな
さんがより利用しやすいようにというのが基
本方針ですので、再度運行コース等を検討
し、できるだけ要望に沿うようにしていきたい
と考えております。

総務課

149 小玉川

　学校が閉校になり、歴代校長や歴代PTA
の方々の写真はどこに保管してあるのか。

　統合により廃校となった学校の歴史的な
記念物品は、統合校で保管・管理しておりま
す。

教育委員会

150 小玉川

　国では地方創成を打ち出しているが、いか
にして人口を増やしていくか考えていただき
たい。

【町長】国では、各地方に20万人以上のコン
パクトシティを設け、そこから地方創成をしよ
うと考えているようですが、軽米に住んでも
らわなくては意味がないと考えております。
雇用の拡大や子育てしやすい環境づくりに
努めて参ります。

【総務課長】地域づくりをコーディネートする
集落支援員制度という国の制度を、当町に
おいても活用できないかと検討しているとこ
ろです。

総務課

151 小玉川

　電力買い取りをストップしたというニュース
を聞いたが、軽米は大丈夫なのか。

　太陽光に集中し昼間の発電量が急に増え
たことにより、需給バランスが崩れ停電の恐
れがあるため取られた措置です。電力会社
でさまざまな方法を検討しているところであ
り、決してもう買わないということではないと
捉えております。

総務課

152 小玉川

　限界集落、少子化と言われているが、「我
が子を軽米に置いて軽米をなんとかするん
だ」という気持ちが一番大事だと思う。

【町長】若い人たちに軽米に残ってもらうた
めにも、企業誘致等により雇用の場を増や
していきたいと思います。また、雑穀を首都
圏に展開し、雑穀で町おこしをしていきたい
と考えております。インターネットの活用方
法も検討して参ります。

総務課

153 小玉川

　除雪開始は降り始めてからか、降り終わっ
てからか。市野々の方には2～3日来ない時
もあった。
　小玉川に１台除雪機を置くということだが
どういうルートになっているか。

　降り終わる前から除雪は開始しています。
　除雪のルートは現在計画中ですので、ま
だ決定していない状況です。

地域整備課

154 小玉川

　市野々の半数は未だに携帯電話の電波
が入らない状態なので、通じるようにしてい
ただきたい。

　電話会社さんに要請していきたいと思いま
す。

総務課
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平成26年度地域懇談会（平成26年10月8日～29日開催）
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155 小玉川

　除雪は道路事情を知っている人にやって
ほしい。そうでないとガードレールやアス
カーブを壊してしまう。

　できるだけその地区の道路を知っている
人をオペレーターにするよう計画を立ててい
きたいと思います。 地域整備課

156 小玉川

　町道赤石線の完成はいつを予定している
か。

【再】小玉川地区の人にとっては重要路線な
のでいつまでも通行止めでは困る。看板に
工事期間が10月31日までと書いてあるの
で、通行止めを延長するならそのことを表示
してくれないとわからない。工事がどこまで
進んでいるかについても知らせてほしい。

【地域整備課長】文化財の発掘調査がいつ
まで行われるかによるので、はっきりとは答
えられない状況です。教育委員会と相談し
ながら、工事期間の表示については早急に
変更します。工事がどこまで進んだかにつ
いては、後日何らかの方法でお知らせしま
す。

【教育次長】貴重なたたら遺跡が見つかった
ほかにも、調査段階で想定外のものが多く
発掘され調査を延長して行うことになりまし
た。専門的な知識が必要なので人手不足も
懸念されますが、来年度の調査保存を目指
して進めているのでご了承いただきたいと
思います。

地域整備課
教育委員会

157 小玉川

　危険なのでマタギの休猟区にしてほしい。 　第11次鳥獣保護計画により平成25年４月
１日から平成29年３月31日までの４年間の
保護区、休猟区を定めて鳥獣の保護に努め
ております。

町民生活課

158 小玉川

　保険税、町民税が高すぎる。 【税務会計課】
　国民健康保険（国保）は、加入者である皆様が
納める保険税や国、県などの補助金によって運
営されています。
　医療費は、年々増加傾向にあり、国保を運営
するための財源が不足している状況です。
　保険税が高いとのご意見ですが、本町の保険
税は県内市町村と比較して決して高いわけでは
ありません。
　今後も財源不足が見込まれる国保を安定的に
運営していくためには、保険税の見直しも検討し
なければなりませんが、現状では、増加傾向の
医療費を抑制するため検診の受診率向上や健
康づくり活動を充実させる取り組みを継続して参
ります。
　また、町民税につきましては、ご存知のとおり
東日本大震災からの復興を図ることを目的に平
成26年度から平成35年度までの10年間、県民
税と合わせて均等割額を1,000円引き上げ6,000
円となりました。
　皆様には新たな負担となりますが、ご理解とご
協力をお願いします。

【町民生活課】
　国民健康保険の運営は、国民健康保険を利用
する皆様（被保険者）から保険税、国からの補助
金等で行われております。医療費が多くかかれ
ば、被保険者の皆様から負担をしていただかな
ければならなくなります。現在、町ではこれ以上
負担を増やさないよう補てんしておりますが、今
後医療費が増えれば更なる負担をお願いしなけ
ればなりません。

税務会計課
町民生活課

159 小玉川

　山に猫を捨てたりごみを捨てたりというの
が多発しているので、町でなんとかしてほし
い。

　ごみ等の不法投棄は法律で禁止されてお
り、巡回等を行っております。捨てたごみの
中に捨てた所有者が確認できるものがあれ
ば警察に連絡し対処できます。

町民生活課
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160 小玉川

　100円バスで町財政は大丈夫なのか。 　町民バスは、町民の福祉の向上を図るこ
とを目的に運行しております。採算ベースに
は程遠い状態ですが、高齢者を中心とした
最低限のお出かけの足を確保するために
は必要なものだと考えております。
　今後、一人でも多くの利用が図られるよう
進めて参りたいと考えております。

総務課

161 小玉川

　山村暮らしの町外からの推進をしてはどう
か。

　首都圏の生協と交流しながら町の特産品
を中心にPRしているところです。引き続き、
首都圏で開催されるイベントや種々の機会
に参加しながら広く軽米町全体のPRに努め
て参りたいと考えております。

総務課

162 小玉川

　懇談会の内容をすべて公開してほしい。 　懇談会の内容については、町民ホール及
びホームページに公開しておりますのでご
覧いただきたいと思います。 総務課

163
意見箱
（図書館）

　若者が町から減ってきているので、お年寄
りだけでなく若者も住みやすい町づくりをし
てほしい。

　町では、高齢者に対する施策はもとより、
子育て支援日本一のまちづくりを目標に掲
げ、経済的な支援を中心に進めており、若
者世帯が安心して生活できるよう、さらに各
方面から充実させて参りたいと考えておりま
す。

総務課

164
意見箱
（図書館）

　ハートフル方面の街灯をもっと増やしてほ
しい。

　街灯につきましては、街灯等の基準を定
める規則がありますので、現状を調査しな
がら検討して参りたいと思います。 地域整備課

165
意見箱
（図書館）

　物産館は公共施設なので、トイレも含め、
きれいに使うよう何か対策をとってほしい。

　定期的な見回りを行い、汚れている場合
は速やかに清掃するよう、管理者である(株)
軽米町産業開発を指導して参ります。 産業振興課

166
意見箱
（図書館）

　たくさんの人に軽米町に来てもらえるよう
に何か対策を取った方がよい。

　ご指摘のとおり、交流人口を増やすことは
非常に大切なことです。多くの人から町に足
を運んでもらうためには、ハード面の整備や
イベント開催も大事ですが、私たち住民自ら
楽しいと感じる町づくりが大切だと思いま
す。
　そういう意味で、住民自ら魅力を発信でき
るような活動を促し、それらに対して積極的
にサポートしていきたいと考えております。

総務課

167
意見箱
（図書館）

　物産館の中にある自動販売機の種類を増
やしてほしい。現在は、ココア・お茶・コー
ヒーなどが多いが、コーラ・オレンジジュー
ス・紅茶などを追加してほしい。

　物産交流館には、現在２台の自動販売機
が設置されておりますが、スペース的に増
台は難しい状況にあります。ご要望のありま
したコーラ等も販売されておりますが、別の
種類などご要望があれば検討するとのこと
ですので、(株)軽米町産業開発までご連絡く
ださい。

産業振興課
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168
意見箱
（図書館）

　公衆電話を設置してほしい。 　公衆電話は携帯電話の普及に伴って利用
状況の低い電話機は撤去が進み、現在町
内でも限られた場所にしか設置されていな
い状況です。
　しかし、多くの利用が見込まれる場所など
は事業社に要望していくことも可能と考えま
すので、利用が多く見込まれる場所等があ
りましたら具体的にお知らせください。

総務課

169
意見箱
（図書館）

　農協で野菜や花の情報等を流している
が、農家ではないのでうるさく感じてしまう。
家の近くに防災行政無線のスピーカーがあ
るため、テレビ等も聞こえにくくなる。
　消防や役場などは公共的な情報であり、
屋外の人にも周知する必要性を理解できる
ことから許容してきた。
　しかし、防災行政無線の設置からかなり年
数が経ち、光ケーブルによる告知放送が普
及するなど社会情勢も変わっている。農業
環境も変わっていると思うので、防災行政無
線による情報を必要としている人の割合な
ど、いま一度把握して見直しを検討してほし
い。

　防災行政無線は、行政情報と併せ農事情
報も提供する目的で整備された施設です
が、ご指摘のとおりスピーカーの近隣の方
にはご迷惑をおかけしているものと認識して
おります。
　農産物の市況などの営農情報につきまし
ては、農協と協議するなどして情報提供の
あり方を検討して参ります。 産業振興課

170
意見箱
（物産館）

　旧円子小学校は閉校した後でも体育館が
よく利用されているが、閉校して人の手が入
らなくなったことにより、草が生い茂って駐車
スペースがとれない。入口から続く植え込み
を撤去し舗装にしてもらえれば、もっと利用
者が増えるのではないか。

　体育館前に植えてあるドウタンツツジの植
込みに、降雪時に雪が積もることで体育館
の出入口が狭くなり支障をきたすので撤去
してほしいとの要望もあり、12月上旬に体育
館前は撤去を実施しております。今後は、旧
円子小学校校舎の解体工事と敷地の環境
整備を計画的に進めるため検討して参りま
す。

教育委員会

171
意見箱
（物産館）

　ハートフル・スポーツランドや川沿いの道
など、ウォーキングやジョギングに適した
コースを紹介してほしい。また、コースに距
離表示がほしい（八戸東運動公園のイメー
ジ）。

　ウォーキング等のコース紹介については、
現地踏査実施中でありますが、関係課と協
議しながら何らかの形で実施して参りたいと
考えております。距離表示についても、現地
表示かコース図表示か併せて検討して参り
たいと考えております。

地域整備課

172
意見箱
（町民
ホール）

　ロードレース大会への出場目的で、東京
からシリウス号に乗り、初めて軽米町を訪れ
た。自然の素晴らしさ、空気の清々しさに感
動した。このロードレース大会は町のPRに
もなっているので、多くの人がこの地を訪れ
るきっかけになればよいと思う。入賞商品も
大変結構な記念品をいただいた。
　大会運営について、10時一斉スタートは危
険だと感じた。特に小さな子はぶつかって転
倒する子もおり、距離や年齢に応じて時間
差をつけ、安全に配慮した運営をお願いし
たい。

　軽米町ロードレース大会事務局にご提言
の内容について検討するよう伝えます。

教育委員会

173
意見箱
（晴山出
張所）

　燃えるごみの日が週１回で、その日が休
日だと２週間分のごみになるので収集して
ほしい。

　二戸クリーンセンターの定休日等もあるの
で、それを踏まえながら、今後祝祭日の収
集について検討していきたいを思います。 町民生活課

174
意見箱
（晴山出
張所）

　カーブミラーが汚れていて見づらい箇所が
あるのでどうにかしてほしい。

　ご提言の箇所は特定できませんが、パト
ロールしながら検討して参りたいと思いま
す。

地域整備課
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