
日程 会場 意見・要望 町からの回答 対応方針及び結果 対応期限

H270606
練牛住宅集会
所

保育所について、もっと受入態勢を
整えてほしい。

現在、待機児童が増加している状況
であり、分園が老朽化していることか
ら移転・人的配置も含めて検討を進
めています。

平成27年9月末までに方針（ビジョン）を策定する。 H2709

H270606
練牛住宅集会
所

放課後児童クラブ・子育て支援セン
ターだけではなく、もっと気軽に子ど
もを遊ばせることができる場所を整
備してほしい。

地域の中で親子が遊べる場という視
点を含めながら計画を考えていきま
す。
放課後児童クラブについても充実さ
せていきます。

児童公園等については、今後も遊具の維持管理及び
住民ニーズに対応してまいります。（建設課） 児童館
の館庭を一般の親子に開放しています。（子ども家庭
課）

H270606
練牛住宅集会
所

南郷地域のデマンドタクシーについ
て事前に予約が必要など不便さを感
じる

確かに予約制をとっているが、当日
でも対応できる分については、しっか
りと対応していく方向で、先日確認し
ています。

町からの回答のとおり（防災管財課）

H270606
練牛住宅集会
所

空き家の調査を実施したようだが、
今後の方策や支援策について伺う。

定住の観点から、所有者への説明・
理解も得つつ、活用する方策を考え
ていきます。

平成27年度中に空き家バンクを制度化する。
6月に定住促進条例を制定したところであり、移住者
等の賃貸目的で改修する所有者には補助金を交付す
る。
転入者の持家購入者にも支援策を講ずる。

H27年度中

H270606
練牛住宅集会
所

ふるさと納税、納税者が少ない。何
か特典を付ければ良いのではない
か。

今年度からまちづくり推進課に物産
観光協会と調整し、返礼品として考
えるよう指示を出しているところであ
ります。

現在、事業者へ返礼品について何かないか募集を
行っている状況です。

H27年度中

H270606
練牛住宅集会
所

練牛小学校の跡地の今後の活用方
法について教えてほしい。（石碑も含
めて）

企業誘致の観点から、これまで企業
への声がけをしてきたところですが、
住宅地が密接していることから製造
業ではなく高齢者施設を運営してい
る社会福祉法人へ売却できればと
考えております。

今後売却についての協議を進める。（防災管財課）

H270606
練牛住宅集会
所

住宅マスの中の臭いがひどいので
対応できないでしょうか。

下水に繋いでいない古くからの住民
の生活雑排水が原因と思われるの
で、（下水道に）繋いでいただくようお
願い申し上げているところです。
現在、困っている箇所については、
担当課につなぎ対応いたします。

H27.06.08現地確認済み(建設課） H27年度中実施
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日程 会場 意見・要望 町からの回答 対応方針及び結果 対応期限

H270606
練牛住宅集会
所

練牛も大分戸数が増えてきたので、
練牛小学校跡地にセーフティータ
ワーの設置も考えていただきたい。

人口のバランスや現存するタワーの
距離も鑑みて、震災後もタワーを増
設してきたところですが、今後、人口
等の配所、売却先との折り合いも見
ながら考えていきます。
ただし、1基あたりの整備費用も相当
掛かりますので、その点も含めて考
えさせていただけたらと思います。

町からの回答のとおり（防災管財課） H27年度中

H270606
練牛住宅集会
所

宅地の中における多頭飼育の畜産
の汚水の臭いがきついので、環境整
備に係る定期的な指導をお願いす
る。

臭い・ハエの規制はよほどのことが
ないと保健所は動かないので難しい
ところですが、継続的に周知し、保健
所とも連携しながら指導をしていきま
す。

飼養衛生管理基準及び家畜排せつ物法を畜産農家
の皆様が遵守し、環境整備に努めるよう、関係機関及
び役場内の関係課と連携しながら、継続的な指導を
行っていきます。（産業振興課）

H270606
練牛住宅集会
所

練牛小学校跡地の桜の木は地域に
とっても大事なものですので、石碑も
含め売却時には残していただきた
い。

要望として承ります。ご意見を考慮し
ながら対応したいと思います。

町からの回答のとおり（防災管財課）

H270606
駅東地域交流
センター

不動堂小学校校門周辺の地盤がか
なり引っ込んでいる。なんとかならな
いか。

平成27.6.26現地確認。校門と町道の段差はな
い。校門の付き替えを含めて検討中。

H270606
駅東地域交流
センター

峯山から駅東へ続く道路建設を平成
１７年頃から要望している。回答の無
いままだが、駅東の子どもが不動堂
小学校の３分の２を占める現状も考
慮の上で対応願いたい。

現状は認識している。今後、地方創
生の取組の中で財政的な裏付を図
りながら、行政区等との調整を行っ
ていきたい。

町からの回答とおり(建設課）
私有地につきH28年度
以降（通学路要確認）
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日程 会場 意見・要望 町からの回答 対応方針及び結果 対応期限

H270606
駅東地域交流
センター

不動堂中学校のプール改修はいつ
になるのか。

学校教育施設の再編ビジョンを策定
中であり、施設の改修計画もこれに
付随する。震災の影響もあり、現在
は南郷プールを使用している状況だ
が、御理解いただきたい。

学校再編ビジョンを年内を目途に策定します。このビ
ジョンに基づき、その後に学校教育施設の改修、整備
を進める予定でいます。（教育総務課）

H270606
駅東地域交流
センター

環境整備をして、住みたいと思う、歩
きたいと思う街づくりに尽力してほし
い。特にこの地域は、後藤江の排水
が悪く悪臭がひどい。

下水道工事を施工中である。
後藤江については、測量設計を今年
度予定している。

町からの回答とおり(建設課）
H27年度下水道工事実
施・後藤江測量設計実
施予定

H270606
駅東地域交流
センター

側溝の汚泥は、震災から４年を過ぎ
ていまだ手を付けられない状態にあ
る。なんとかして欲しい。

側溝の汚泥処理については、今年
度に予算の範囲内ではあるが、対応
を予定している。

町からの回答とおり(建設課）

H270606
駅東地域交流
センター

江合川からきれいな水を水路に流し
て鯉でも飼い、その水を出来川に流
し込めないものか。

出来川は川底が高いため、水を流し
込むことは無理である。

町からの回答とおり(建設課）

H270606
駅東地域交流
センター

後藤江は農業用水としての利用がな
いために水が止められているのか。
管理は町か土地改良区等か。

農業用水路として使用しなくなったた
め、現在は町が排水路として管理し
ている。

町からの回答とおり(建設課）
H27年度美里東部土地
改良区と協議実施

H270606
駅東地域交流
センター

保育所に１０月からの途中入所の申
請を行ったが、可否の報告通知が無
かった。

通知は行っているものと思うが、担
当課を確認する。

保育所入所の可否については、保護者宛てに通知し
ています。（子ども家庭課）
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日程 会場 意見・要望 町からの回答 対応方針及び結果 対応期限

H270606
駅東地域交流
センター

後藤江の悪臭の状況把握は、水の
無い悪状態の時に行い現状を見て
欲しい。

悪臭の調査については、水の無い
時期に汚泥を採取するなどしてお
り、悪状況であることは認識してい
る。

町からの回答とおり(建設課）
H27年度美里東部土地
改良区と協議実施

H270606
駅東地域交流
センター

建設課の道路パトロールは、乗車で
はなく歩いて実施し、現場の実情を
しっかりと見て欲しい。

建設課では道路パトロールを週５日
間行っているが、町全域が対象であ
るため全部歩いて回ることは困難で
ある。区長さんが地域を回る際に気
付いたことがあれば、御連絡をいた
だくようお願いしたい。

町からの回答とおり(建設課）

H270606
駅東地域交流
センター

遊休地の活用を考えてはどうか。
現在、町有地で使用しなくなった土
地は売却の方向で進めている。

町からの回答とおり(防災管財課）

H270606
駅東地域交流
センター

蜂谷森公園、小牛田公園等を整備
し、利用促進を考えてはどうか。若者
がバーベキューなどに利用できるな
どの方策を。

都市公園の位置付けで平成２６年度
までに遊具のリニューアルを行って
いる。バーベキューなども禁止してい
るものではないので大いに利用して
いただきたい。

町からの回答とおり(建設課）

H270606
駅東地域交流
センター

保育所の延長保育の時間を延ばし
て欲しい。

持ち帰って検討する。
町立保育所の延長保育は、１９時まで行っています
が、現状において、更なる時間延長は考えていませ
ん。（子ども家庭課）

町内の学校教育施設全体が古くなっ
てきていることから、現在学校再編
ビジョンを策定中であり、町全体の
学校教育施設の環境整備をどのよう
に持っていくか、大きな柱を策定し具
体的に取組んでいきたい考えであり
ます。

PTAや父兄からは長年の懸案事項
であるグラウンドの整備についての
声が多く出されており、まずはそちら
を優先したいと考えております。

学校再編ビジョンを年内を目途に策定します。このビ
ジョンに基づき、その後に学校教育施設の改修、整備
を進める予定でいます。（教育総務課）

不動堂中学校のプールはどうする考
えなのですか。今後の考えを聞かせ
てください。

青生コミュニ
ティセンター

H270609
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日程 会場 意見・要望 町からの回答 対応方針及び結果 対応期限

H270609
青生コミュニ
ティセンター

北浦の梨について、知名度のある商
品開発や販売促進について、もっと
力を入れていただきたい。

それらも含めて産業活性化施設の
整備を進めていきたいと考えており
ます。
皆さんからも多くの知恵をお借りしな
がら具体的な考えをまとめ、そしてお
示ししていきたいと考えております。

町からの回答のとおり（企画財政課）

H270620
中埣コミュニ
ティセンター

人口を増やす施策も大切だが、減ら
させない施策が必要ではないか。後
継者を残す工夫が必要ではないか。

結婚相談員が情報交換を取りながら
活動しているが、なかなか成果がで
ない。今年度、出会いふれあい交流
会を実施する。今後も若者がふれあ
えるような施策を講じていきたい。

７月５日の事業実施後に、参加者の感想なども含め
検討していく。（まちづくり推進課）

H270620
中埣コミュニ
ティセンター

子育ての人材育成・確保とあるが町
民会議の子供育成会との連携はと
れているのか。

青少年町民会議は健全育成のため
の青少年への啓発を主に活動して
います。子供育成会ではいろいろな
世代の人材を育成しているので、横
の連携を取っていきたい。

青少年健全育成町民会議と子ども会育成連合会の２
団体を１つにする方向で、今年度中に結果をだしてい
きたい。（まちづくり推進課）

H270620
中埣コミュニ
ティセンター

孫が入所できなかった。保育所の増
設をお願いしたい。

0歳児の入所申込が定員18人のとこ
ろ40人を超す申込みがあり、想定外
だった。分園では前回１歳児・2歳児
の部屋を増設して運営しておりまし
たが、老朽化がひどくなってきている
状況で、現在建替えを含め子ども家
庭課と教育総務課で検討している。
施設整備には数年かかります。平成
29年に施設が完成し、平成30年4月
に開設できるよう進めていきたい。

平成２７年度９月末までに方針を策定する。（子ども家
庭課）

H27.9月

H270620
中埣コミュニ
ティセンター

ゲートボール場やテニスコートに屋
根を設置し、雨天でも利用できる施
設にする。また、その屋根に太陽光
発電を設置してはどうか。

庁舎、南郷庁舎、南郷病院、水道事
業所に太陽光発電を設置しました。
これは、売電ではなく災害対策という
ことで設置しました。今後について
は、新しい保育園が建設できれば、
設置する方向で検討していきます。

今後、町で施設の建設等の計画がある場合、太陽光
が設置できるか、その都度検討していきたい。（防災
管財課）

H270620
中埣コミュニ
ティセンター

大沢道路の土地買収された場所の
草刈はどのようになるのか。

町の土地と確認できれば、現地を見
て対応します。

若宮八幡神社から町道平針田尻線の区間につきまし
ては、地元に除草委託でお願いしております。(建設
課）

H27年度実施中
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日程 会場 意見・要望 町からの回答 対応方針及び結果 対応期限

H270620
中埣コミュニ
ティセンター

中埣小学校跡地の利用計画は。

地元区長さんからグラウンドゴルフ
場として使いたいと要望は出てい
る。しかし、現在は教育財産になって
いるので、貸出等できるかどうか確
認中であります。

教育委員会に確認したところ、教育財産のままでの貸
し出しの契約は結べないとの回答であった。今後、教
育財産部分（プール）を分筆し、残地を売却する方向
で考ています。（防災管財課）

H270620
中埣コミュニ
ティセンター

大型車両が県道を通ると、音と振動
がすごくうるさい。

過去に地盤改良はしているが、なか
なか改善できていない。今後も県に
要望していきます。

町からの回答のとおり（建設課）
H27年度県土木事務所
に要望実施予定

H270620
中埣コミュニ
ティセンター

上戸公会堂の裏から入る道路に、年
数の経過により土管が埋まり排水で
きない状態でなんとかしてほしい。

現地を見て判断します。

平成27.6.22現地調査実施公図等確認し、排水先のな
い私有地から私有地への排水であります。土管が埋
設されている箇所が町有地であることから、防災管財
課へ引継ぎました。（建設課）測量を実施し、今後検討
します。（防災管財課）

H270620
中埣コミュニ
ティセンター

大雨が降ると美女川周辺が冠水す
る。改善してほしい。

圃場整備が完了し、排水が集中して
美女川に流れ込むようです。地域の
皆さんからの要望を受けながら、別
な場所に排水できる方法を考え改善
できるように、県にも働きかけていき
ます。

町からの回答のとおり（建設課）

H27年度県土木事務
所・県地方振興事務所・
江合川沿岸土地改良区
との協議実施予定

H270620
中埣コミュニ
ティセンター

町区の県道の側溝を変えてくれと土
木事務所行ってきた。町からもしつこ
いくらい県に要望してほしい。

土木事務所に強く要望していきま
す。

町からの回答のとおり（建設課）
H27年度県土木事務所
に要望実施予定

H270620
中埣コミュニ
ティセンター

中埣運動公園のトイレ改修または設
置してほしい。

運動公園の位置づけがまだはっきり
していません。今後活用方法を検討
していきます。決定すればトイレの整
備はしっかりとしていきます。仮設ト
イレの増設は実施します。

仮設トイレが現在、男女兼用が１台、男性小用を２台
設置している。男女兼用（洋式）を１台増設する予算を
９月議会に提出する。中埣運動場として活用方針を定
め、スポーツ施設としての整備計画を作成し、計画ど
おり実施していきます。（まちづくり推進課）

成人者で構成している実行委員会で
運営している。町からは指示ができ
ないので、難しい。御理解ください。

成人式典は町主催であるが、誓いの言葉は新成人者
に作成をお願いしている。個人の思想や信条に係るこ
となので、町から干渉することはできない。（まちづくり
推進課）

成人式において、他町村との差別化
を図る上で、宣誓する時に「憲法を
守って暮らしに生かしていきます。」
の一文を入れることができると、憲法

中埣コミュニ
ティセンター

H270620
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日程 会場 意見・要望 町からの回答 対応方針及び結果 対応期限

学校教育の中で、子どもたちの発達
に応じた指導で憲法等を教えてい
る。これからの教育は継続していく。

学習指導要領に基づき、子どもたちの発達段階に応
じた指導を行っています。（教育総務課）

継続

H270620
北浦コミュニ
ティセンター

北浦公園の遊具について、小さな子
供が遊べる場所で、とても重宝して
いる。町外からも小さな子供を遊ば
せに来ている。
大きい子どもが遊ぶ場はあるが、小
さい子供が遊ばせる場所がないの
で、もっとPRすべきである。

御提案として承ります。
都市公園については定期的に点検
を行っており、遊具についても好評を
得ております。もし不具合等発見し
た場合には、電話で構いませんので
御連絡いただけたらと思います。
今後も安心して遊べる環境づくりに
努めてまいります。

町からの回答のとおり（建設課）
ホームページを活用し、周知を図ります。（子ども家庭
課）

H27.7月（子ども家庭課）

H270620
北浦コミュニ
ティセンター

保育園に入っていない子どもの一時
保育で、回数を多くしたり場所を増や
した方が良いと思う。
保護者や祖父母が安心して見守れ
る場所やチャンスが多くなれば良い
と思う。

小牛田保育所内の子育て支援セン
ターに幼稚園教諭1人と保育士1人を
配置しているところです。
今後も積極的に相談等含め対応い
たしますので、積極的にご利用いた
だけたらと思います。

一時保育は、小牛田保育所並びになんごう保育園に
て週３日、緊急保育の場合は２週間を超えない範囲で
利用可能です。利用する乳幼児は３歳未満のため、
保育する場所は施設の環境面から保育所の保育室
が望ましく、他の施設では難しいと考えます。保護者
や家族の方が、子どもと一緒に安心して過ごせる場所
として、子育て支援センターと児童館があります。（子
ども家庭課）

本町は情報の発信力が弱い面があ
りますので、体制も含めスピーディー
に対応できるよう努めていきます。

空き家については使える空き家の精
査、地主の方々との調整もありま
す。その部分をしっかりと調整・把握
しながら、空き家を活用できる仕組
みをスピードアップしながら進めてま
いります。

地方創生フォーラムのビデオを見た
のだが、島根県海士町では学校を魅
力化する（教育に力を入れる）ことに
よって、人が集まってくる。教育に質
を上げる必要がある。

町内の空家の状況をホームページ
に記載したらいかがか。この取組は
加美町が既に行っていることであ
る。
今後、（人口増や定住については）
地域間の競争になってくるので、だ
からこそ他の地域より早い取組みが
必要となる。

本小牛田コミュ
ニティセンター

H270620

１、空き家バンク情報に関する要綱、手続き様式の作
成　２、町民生活課で把握している空き家リストを活用
し、所有者に対して物件の情報掲載や賃貸・売却意
向を調査する。　３、空き家物件の現地調査を行い写
真等データの作成や地図情報使用の手続きを行う。
４、ホームページへの掲載の手順で、今年度中に整備
していく。（まちづくり推進課）

この学校で学んでよかった、そして
子供を学ばせたいといったことを目
標に、学校の独自性を活かしてやっ
ていただいております。

の一文を入れることができると、憲法
に対する考えが出てくるのではない
か。

ティセンター
H270620
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教育環境審議会で答申が出されて
も現在もなお、ほったらかしのじょう
たいになっているが、あの答申を審
議した時には国から出された情報が
中心となっていて、それに対して反
対というか別意見の資料が出ていな
かった。
国は財政上の観点から基準を示して
いるだけであって、教育上適してい
るかどうかは別次元のことである。
他に比べてこういうことが違うといっ
た特色のある差別化した学校という
ものを検討していただきたい。

H270621
佐野住宅集会
所

デマンドタクシーになったが、利用者
からは、南郷病院への往復が不便
になったため、バスの方が良かった
という声がある。

デマンドタクシーによる病院への往
復については、帰りの時間帯がわか
らず予約が難しいとの声があった。
その解消法として、行きは今までど
おり事前予約になるが、帰りについ
ては、午前10時代、11時代に南郷病
院へデマンドタクシーを配置し、診察
が終わった方を3～4人の乗り合わせ
で送るといった対応を取っている。
また、運行方法等については、皆様
の御意見を参考にしながら、直すべ
きところは直しながら運行したいと考
えているため、御理解いただきた
い。

今後もデマンドタクシーの利用方法についての普及啓
発に努める。（防災管財課）

H270621
農村環境改善
センター

独身者を減らす対策はどのように
なっているのか。

町では、結婚相談員事業を行ってい
る。また、今年7月5日に「出会い・ふ
れあい交流会」と称した婚活イベント
を開催する。その結果を見ながら、
今後継続事業にするかなど考えてい
く。

７月５日の事業実施後に、参加者の感想なども含め
検討していく。（まちづくり推進課）

H270621
農村環境改善
センター

昨年、金融機関名、口座番号、氏名
が印字された国民健康保険税、固定
資産税、町県民税が送られてきた。
今年6月に送られてきたものについ
ては、口座番号の下3桁が消されて
いたが、今後もそのようにしてほし
い。

今年4月までのものについては、前
年度のデータをもとに作成するため
修正がきかなかったと思われるが、6
月以降のものについては修正したも
ので発行している。

町からの回答のとおり

ていただいております。
日々の学校生活、学習環境を整えて
やって子どもたちが生きがいを持っ
て学校に来れる、それが最低限必要
なことと思っております。
基礎学力、対人関係など（について）
毎日の生活の中で教師共々子ども
たちのために頑張っております。
これから学校再編ビジョンの策定な
ど着手しておりますので、よろしく御
理解いただきたいと思います。

子どもたちが安心して学習できる教育環境を整備して
いくことが最優先となります。そして子どもとその地域
の実態に応じた特色のある教育活動の推進に努めま
す。（教育総務課）

H270620
本小牛田コミュ
ニティセンター
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H270621
農村環境改善
センター

地域に、子どもたちが遊ぶ環境が無
い。野外活動センターはあるが、遊
具は使用できないようになっている。
子ども同士のコミュニケーションを図
るためにも公園の整備は必要だと思
うが、野外活動センターの遊具を再
度設置する予定はあるのか。

野外活動センターの遊具について
は、昨年、危険な滑り台の撤去をし
た。今後設置するかどうかについて
は、現地を確認しながらご相談させ
ていただく。

現地を確認し、遊具として滑り台を１台設置する。予算
を９月議会に提出する。（まちづくり推進課）

H270621
農村環境改善
センター

幼稚園の預かり保育をお願いした際
の職員の対応が、心に刺さったとい
う話を聞いた。住民に心を寄せた対
応を取るようにしてほしい。

職員に対しては、日ごろから、真摯
な対応、わかりやすい説明をするよ
う指導を行っているが、なお、徹底す
る。

園長に実情を確認し、このようなことがないよう職員に
注意喚起をするよう指示しました。（教育総務課）

対応済

H270621
農村環境改善
センター

東光寺に向かうところに、遊休の土
地がある。町の土地だと思うが、背
丈が１ｍ位の雑草が生えて、虫が発
生している。もう少し早く刈ってもらえ
ないか。

現地を確認し、対応する。
既に除草作業の手配済み。今後についても管理を徹
底していく。（防災管財課）

H270621
農村環境改善
センター

2～3年前に、防災行政無線の聞こえ
方や戸別受信機の調査があったが、
その後の進捗状況はどうなっている
のか。
戸別受信機の購入を希望した方に
対してどのような説明をすればいい
のか教えてほしい。

戸別受信機については、アンケート
を集計し、検討しているところであ
る。
費用負担の問題や、無線を受信でき
るラジオの可能性の模索など、現在
詰めているところであるため、もう少
し時間をいただきたい。

今年度中に、助成金制度等を整備し、来年度より戸別
受信機の普及を図れるよう進めていきます。（防災管
財課）

H28年度中

H270621
農村環境改善
センター

住民のスポーツ振興や健康づくりに
ついて町はどのように考えているの
か。また、美里町のスポーツ振興計
画についてはどうなっているのか聞
きたい。

健康維持のためスポーツ推進は続
けていくが、スポーツ振興計画につ
いてはまだできていない状況であ
る。なるべく早く作成するように準備
を進めていく。

他の自治体を参考に内容を確認し、今年度中に整理
し、平成28年度に作成していく。（まちづくり推進課）

H28年度作成
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