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第１ まちの現状について 

問４ 全体的にみた中標津町のまちづくりに満足していますか。 

◆満足している理由 

問４② 満足している理由 

とてもきれいな町だと思う。 

お店が結構充実してる。 

ここ数年で建築施設が増え便利になっているから。 

子どもの環境が良い為。 

釧根地域では、利便性は良い。 

スーパーも何軒かあり、ネットもあるため生活するには充分。 

公共施設がきれい。 

帰町して職業にも付けて、とりあえず充足している。 

生活に必要な買い物には不便してない。 

店、テナントが充実しているため。 

だいたいそろっている。 

これまでは町の規模も大きくなり発展してきたと思う。 

良くやっている方だと思う。地元以外の商業施設を積極的に受け入れたのが良かったと思う。現状維持は衰退につながると思うの

でより多くの企業（商業施設）を誘致して欲しい。 

便利だから。 

買い物が楽。 

計画的に進めている印象あり。 

商業施設等が比較的に充実してきたため。 

生活がしやすい。 

生活に必要な店舗はあるので。 

買物をしていて不便を感じない程度の商業施設がある。 

大きな不満、不安を抱えていないため。 

飲食店の出店がある。山岡屋、すき家など。 

出産率が低くない。 

街の端から端までが短いから。 

衣食住において最低限のものはそろっている。 

日常の買い物は、不自由しない。 

生活に必要なものはこのまちで、ある程度、そろえることが出来る。 

住みやすい環境。 

近隣町村の方々に買物などで来てもらえるような町であり衣食住に不安はありません。ただし、医療には、大きく不安あり。 

釧路などの大きな所より、町がコンパクトにまとまっているのが良い。 

町の人口が手頃。 

気候・住居環境。 

都市計画区域でコンパクトにまちづくりがされている。（はみ出し区域はあるが） 

静かで治安が良い。 

生活環境の充実。 

交通が便利（飛行機等）。 

根室管内の中心的な役割をはたしている。 

概ね満足しておりますが、医療状態にやや不満。 

コンパクトなまちで良いと思う。 

医療、買い物 飛行場、温泉などほぼ便利なところ。 

空港がある。 

商業施設が近場にあり、便利である。 

ショッピング、病院、スポーツ施設、空港など整備されている。更に都市基盤も整っている。 

医療はある程度充実しているし、体育館、文化会館、プールなど特に運動面は充実している。 

行政サービス等に特に不満はない。 

本町は山間部に位置し、岩盤の上にあり・災害（地震や自然）に対し強く雪などの対策良く感じる。 

適正規模の街である。５４年間住んでいる。 

町の中心市街地が、さびれてきて、さみしいが、あとは満足しています。 

中標津町現存地で生れ育ち、酪農をして来たから。 

病院、商業施設等が有る程度充実している。 

長年住んでいるから。 
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問４② 満足している理由 

自然性。 

街がきれいだから。 

特にないが、人々の人柄がよいから。 

コンパクトなまちづくりをしている。インフラ整備が進んでいる。空港がある。 

毎日が争い事もなく穏やかに生活できること。 

他地区より交通面が良い。 

環境が良い。 

ある程度医療が良い。 

長く住んでいるから。 

子どもの遊ぶ場所が充実してる。（ゆめの森公園、みらいるなど） 

環境がきれいだから。 

子育てをする上で児童館や保健センターの施設や方々のフォローが温かく安心して育児ができる。 

派手ではないが必要なものはそろっていて生活しやすい。 

豊かな自然を残しつつ、商業施設が増え、便利さが増しているから。 

子育て支援等。 

施設は充実している方だと思う。 

普通に生活が出来るから。 

昔ジャリ道だったところも舗装整備して頂いたり、子育てが以前よりしやすい印象です。（みらいる） 

例えば緑豊かなところ。 

凄く良い！！と言うところがあるわけではないが、不満も特にないので。 

家賃や税金が高い。 

日常生活を送るのに不便はないから。 

商業施設や文化施設が充実している。 

買い物は一つのエリアで済むこと、小児科があること、公園があること。 

今の生活で不足しているものがないので、満足と言えると思いました。 

ゆめの森など、子どもを育てる上でよい施設が充実している為。 

自分自身は特段困ることなく生活できているから…。 

色々な物があたらしくなったりお店も増えてきているのでそれなりに良い。 

道路整備のじん速な対応ゃ医療や福祉等が十分に整っている。 

町に出れば、大きなスーパーや、道立公園など満足しています。 

道路にゴミがない 子ども達の通学で注意喚起している。 

空港がある。 

プール体育館など子どもが無料、低金額で利用しやすい。 

買い物しやすい。 

子育てをしていて買い物をする時中標津の店では用が足りない事がある、学校へ上がってからの子育てがしづらい。 

施設が充実している（文化、スポーツ）。 

歩道の草刈りをしてくれる。 

生活しやすい、町のイベントもよくある。 

仕事があり、子どもも大きくなって今は生活が充実しているから。あと買い物など不便なこともない大きなスーパーなどもあるから。 

行政サービス（特にゴミについて）ただ、祝日に集しゅうがないのは困る、ＧＷなど。 

必要なものはそろっている。 

ある程度のものはそろっているので、生活していく上で、不便はないと思うので。 

道路の補修したり、大雪が降ったら除雪をすぐしてくれている。 

日常生活に不便を感じていないから。 

福祉も充実してきている。 

空港もあり、スーパー、病院もあるので便利です。 

規模は小さながらも有効な内容の施設が十分である。 

郊外に商店がある空港がある。 

コンパクトで便利だと感じてます。 

自然がとても良い（公園等）。 

お店も充実しており、生活に不便を感じないため。 

今のところ生活するのに困ることはない。住民サービス的には問題ないかと思う。 

空港、夜行バスなどで札幌へ行きやすい。東京も近く感じられる。町から空港が近い。 

自然が豊かで、生活するための施設が揃っていて、札幌、東京などへの移動が便利なこと。 

治安がまあまあ良い。自然環境が良い。 

病院、教育、安全な町。 
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問４② 満足している理由 

停電や雪かき。 

交通網の充実医療機関、商工業施設がバランス良く揃っている。 

住みたい町にしようと、努力しているように感じられる。 

静かな環境。 

物価が安い。魚も新鮮 空港が近い。 

バランスが良い。 

町の中心は、店も少なくなって空地が目立つけどそれなりの経列の店が、次々と、中標津町に進出してる。 

除雪などが迅速で、冬の生活に対しての対応が出来ている 自然が生かされた生活をすることができる。 

空港など交通アクセスがいい。 

活気があるように感じる。 

小さな町の割に、買い物や総合病院がある事、コンサート等も結構充実している。 

自分としては、不便をたいして感じた事はない。 

生活環境がある程度整っている。 

全体的になにかしらの事はやっていると思います郡部の方は今いちかなと詳しい事は分かりません 

生活において、ほとんどそろっているので不便ない。病院や学校等、公共施設もそろっている。 

なにかしら前に前進していると思う。 

買い物に不便を感じない事、病院があること。 

公共的な所が充実して居る。 

生活環境がほぼ整備されつつある。 

町政懇談会とかで、町政について意見がきける。 

町中役場ほとんど知っているから。 

長年住んでいるためか？ 

近隣の町村よりかなり充実を感じます。空港があるのが一番です。 

今の所で４５年間、住みつづけ、裏の道路、下水が整備されていない。 

日常の生活に不便はなく医療・福祉も充実しているように思う→内容については今ひとつ満足していない。 

こじんまりとしていて移動が楽です。 

通常の生活に不便を感じていない。 

ゴミの車が家の前まで来てくれます病院が家の近くにある。 

根室地方の中心地として病院、空港が有り買物も一寸した物はここでそろう。病院に買物（この街にない）は時には釧路くらいなら

出て行ける距離。 

水害がない。 

基幹産業の酪農と商業の発展のバランスが良い。 

身近かに自然があり、計画的に道路整備が続けられている。 

人情が暖かい。 

自然豊かで生活に便利。 

病院通い、買物など、不便がないので。 

特に「これ」と言った不便な事がない。 

道路など整備されているので満足。 

空港がある。 

 

◆満足していない理由 

問４③ 満足していない理由 

店の数が少ない。 

まちづくりをしていく感じが伝わってこない。 

病院が少ない。 

体育館や、テニスコートが新しくなっているが、経済効果があったのか実感できてない。財政難。 

町外に出て買い物に行かないといけない場面がある。 

観光地、商業施設不足。 

観光したいと思える町にしてほしい。 

道の駅がない。ＦＭはなしかＦＭがない。ＡＩR-Ｇやノースウェーブがきけない。 

町内に適当な職場がない。 

医療の面、福祉の面、保育、教育の面、景気の悪さ、多々、かけている町。 

医療制度（別海は高校生まで無料と聞いている）。 

自身の生活に反映されていないので。 

産業ピーアール酪農家によい。 

まちづくりとはなんでしょうか？具体的に何をしているか伝わっていない。 
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問４③ 満足していない理由 

インフラ整備不十分どんな「まち」にしたいか分からない。 

子どもの通学路に歩道が整備されていない。公共施設の駐車場の白線が消えてる。 

教育の充実度。 

アウトドアや音楽コンサート等、住民の趣味的な位置づけのものへの投資が少ない。 

医療サービス 町道整備の不十分さ（砂利道）。 

育児しにくい。 

１０代～２０代が遊べる場所がない ファミレスがない。 

税金が高いわりにはいろんな保障がたりない。 

ゴミ袋高い。 

他の町（周りの）より栄えているが、活気がない。 

よくわかっていない。住民に喫煙者が多い。 

医師が不足している交通特に公共が不便。 

これといった遊ぶ場所がない。観光名所．．．．。 

町内の道路整備。 

観光面で発信力がない。魅力ある町の取り組みができていない。 

上・下水道が整備されていない、地域がある。また、住宅街なのに舗装道路もされていない地域もある。 

参加らしい参加をまだしていない。 

医療関係に不満です。仕事の都合もあるので、土、日の診察が有ると助かる。 

病院事業会計に見直す点多々有り。 

高等教育の充実。 

しがらみが多いので新しく何かをするときに抵抗を感じる。 

とても便利性は良いが何か物足りない。 

道路歩道の不備。 

少子化対策が出来ていない。 

スポーツ施設はたくさんあるが、文化施設はひどい 特に郷土館！ 

町民の一体感が感じられない。 

古い場所、街中はどんどんさびれてく。 

年をとってから不便な事が多い。 

街の中が暗い。 

計根別にいても不便がない町づくり。 

約１５年前にも住居たが、大きくかわっていない。 

教育に積極的と思えないいじめ対策は形だけである。 

道路がでこぼこ街路樹が景観を妨げている病院職員の態度が悪い等。 

町内の交通、道路の不便さ、高齢者対応。 

コンセプトが、よくわからない。 

引越しで間もないので判断がつきません。 

スポーツセンターの予算のかけすぎ。町営住宅の建てすぎ。それによって町の予算が何もない。 

町立病院の医師変わりすぎる。 

公共交通が充実していない。 

生活保護を見直すべき働かなくても良いと言い、パチンコしているのはどうかと思う勤労の意思が無ければ支払うのはおかしい。 

行政が行っている事が住民に良く見えていない。町のＨＰの内容も検討の余地有り。 

医療・福祉が充実していない。 

医療の問題、介護施設等。 

医療が今一充実していない。後輩夫婦を呼びたいが働き場所が少ない（資格ありきが多い）。 

医療関係に不安がある。 

病院の機能不備。内陸の中核的機能不備。人材の確保と育成システムの確立。 

観光スポット。観光客誘致対策等何か町外・道外からの人を呼べるスポット等があれば。 

町をどのような町にしたいかビジョンが見えない。 

自動車がないと生活できない。町の構成がコンパクトでない。 

バスの時間帯に幅がありすぎる。 

町全体の将来どのような町づくりをしていくのか具体的な展望が全くない。 

地主や町民の意志に原因があるのかも知れないが、大通りの活性化を是非考えてほしい。 

町民全体に内容が徹底していない。 

詳報が聞こえてこない。 

公園（歩道）などこわれたまま。 

街の道路がガタガタで穴やヒビ割・ジャリ道もあり雨が降ると水溜り・街路樹（松等）で交差点の車が見えない。 
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問４③ 満足していない理由 

意見交換の場がない。 

町民に優しくない。 

中標津町にショッピングモールが少ない。交通の便が少ない。交流がない。イベントが少ない。 

中高生の楽しめる場所が少ない。交通の便が悪い。 

ペットに関する施設が少ない。ショッピングモールや映画館など子ども（特に中高生）が楽しめる場所が少ないので、この町で子ども

を育てたいとは思わない。 

整備されていない道が住宅街にあるから。 

子育て支援が周りの町に比べて少ない。 

福祉サービスが充実していない為。 

牧場のにおいがする。田舎である。 

もっと外で遊べたり休める場所を作ってほしい。 

引越しをして１ヶ月の為…どのような街作りをしているのかよく分からない部分がある。（分かりにくい。） 

財政状況もあるかとは思いますが、他町より充実していないと感じます。（例→子どもを産むと牛乳がもらえる。イルフルエンザ予防

接種の補助が出る等）。 

娯楽の場が足りない。飲食店が少ない。 

”まちづくり”の内容がいまいち町民に伝わっていない気がする。 

町民の要望と町の政策にズレを感じる。 

もう少し町民の声を聞いてほしいし役場の人の上からの言い方に不満。病院もがっかりだから釧路の病院に行っている。命にかか

わる事だから中標津が好きじゃない。 

そもそも、中標津町としてのまちづくりとは、何を目指したものなのか。「空とみどりの交流拠点」というが、それが指すものが何なの

か。自然を残す、増やす事が目的と思うが、減っていってるのではないかと思う。 

中標津と言えばこれ！が特にない。目立たない。 

近りんの町のように医療費などの負担をへらしてほしい。 

子育て支援に対して不十分 特に引っ越してきた時のサポートがない。 

子どもにもう少し色々補しょうなどほしい。 

医療、教育にお金がかかりすぎる。 

商業施設が少ない子どもの遊び場が少ない。 

子どもの医療費、学費などの補助の充実。 

ネカフェがあれば嬉しいです。 

もっと中標津のピーアールをすべき。 

周囲の町は、子育てに関してかなり優遇されているが中標津町は全くない。 

医療の向上。医者の真剣味にかける。 

娯楽が少ない。遊ぶ場所、観光地がない。 

よくわからない。広報を読んでいるが、よくわかっていない。 

娯楽施設、商業施設が無さすぎる。花が少ない。 

ほぼ必要な物は手に入る環境にはあるが、人口減少に歯止めがきかず、空港がある利便性を充分に活かせていないと感じる。 

教育に対して全体的にいまいちとかんじる。 

道路がガタガタで運転しにくい。くさい。 

他の土地から、県、市、町からの移住者を呼ぶ計画がない気がする。 

病院の不足。ごみの収集が不便。 

人がつめたい他の市町村から来た人はムシする。 

道路整備が全然出来てない。町道はまったく整備されず散水車が水をまいているがムダ…。 

大通りの過疎化。 

標津では、バターやホタテなど町民に、くばられているが中標津町は、全くない。 

建物にお金をかけすぎ。 

画一性を感じない。 

外灯が充実していない暗い、大通りをきれいにしてほしい。 

住宅地の道路が悪い。 

歩道がガタガタで歩きにくい。 

福祉が他町（近りん）より悪い。 

他町は老人に牛乳の配布、又バス代の無料等があるが高年者には住みずらいかと思う。 

バスで病院に通っているが本数が少ないため。 

他の町と比べて町民にあまり還元がない。 

福祉が全々足りていないこと。病院も、最終的には釧路か札幌に行かなければならない現状。 

釧路へ行かないと、必要な医療が受けられない。 

牛の糞尿の臭いは、なかなかのもの、これがなければ中標津は良い町だと思います。 
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問４③ 満足していない理由 

自然が豊かな割には心の豊かさ、やさしさが感じられない。 

町の中が少しさみしい。 

あらゆる事がされてると思いますが広く町民に届いている事が少ない。関係者だけの内容に成ってないか？ 

病院の充実の不満、働く場が少ない、高齢者の待遇が悪い。 

老人の施設が必要。 

中途半端な気がします。町民も同調できるまちづくりの大きなテーマがないのかな？ 

お祭りなど町民一体となる場面がもっとあるといい。（参加したくなるような…） 

整備された土地を買ったのでなかった事。 

スポーツ施設、文化会館など十分と思う。野菜畑の回りにえぞしかを寄せないように是非柵をお願いします。 

道路の整備がもう少し充実すれば。 

医療、福祉等の充実が足りない。 

高齢者に対しての交通便が良くない。 

楽しみがない町に思う。 

バイパス沿いにお店が集中し、買物に不便。 

バイパス、道路には、花やマツ、その他をうえているのが草やふきが多い。 

バス代がかかる。高齢者への補助がない。高齢者にやさしくない。 

喫茶店や食事できる所がもう少しおしゃれであれば良い。 

中心街が寂れている。 

病院の内容が悪い。事業するのに土地条件の悪い所に作り、無駄な金を作っている。 

荒れている感じがする。特に湧き水が流れてた小川を整備した後、川には雑草がはびこりひどい状態。まるで畑のようにびっしり雑

草が町をうめつくしている。 

北見方面に行きたいが、バスがない。役場、病院が遠い。 

施設等は増えているが、交通手段等はあまり変化がない。東中に住んでいるがバス停等も使いにくい。 

住んでて良かったという特点がないから。 

町民の声がなかなか届かない。 

住宅街なので道も悪く除雪の雪も畑に入れられて畑がじゃりだらけで困る。 

外灯が足りない。 

娯楽施設があまりない。 

町からの恩恵がない。例えば、標津町では、ホタテ、シャケなどの無料配布がある…。 

高齢者には車がないとつらい町である。 

なかなか伝わってこないし、まず病院をなんとかするのが先かなと思います。 

中心街がバイパス方面にずれてきていて車の交通網が弟子屈に似てきているから。 

病院の体制が悪い。医師の対応の悪さや看護師の対応の悪さなど。 

今後町を担っていく若年層に対して町政の経済、雇用関連の見通しが甘い。このままでは公務員にたよる町になってしまう。民間で

働いても満足感が得られる政策、企業育成等手をさらに打っていくべき。 

生活基盤となる下水道、及び生活道路が未整備のため。 

スポーツ施設ばかりが、おおきい。金融機関が、片寄りすぎている。交通機関が少ない。道の駅が、ちっぽけ。 

年をとってから、運動する機会と、教えてくれる人がいない。 

町全体が一体となって取り組んでいる事がないように思います。 

・スポーツ施設がバラバラ・災害時役場、体育館が避難場になるのか。 

公住が敷金礼金を取るのにはおどろきました。古い団地ですがまわりの環境もきれいで住みやすそうですよ。 

車がないから買い物が不便です。道路事情や交通の便が悪い。町内バスのていりゅうじょうが悪い。 

市街地が活気がない。 

冬の高齢者の交通の料金とか温泉料金を割安にして下さい。 

道路の草刈り年１回見通し悪い！汚ない。 

将来のビジョンが見えないから。 

交通が不便学校などが遠い。 

 

 

問６ 町民と行政が協力してまちづくりが進められていると感じますか。 

◆そう感じる理由 

問６② そう感じる理由 

商工会に入ってるので、関心はあります。 

行政が町民の声を聞こうとしている取り組みがあるため。 

お祭り、イベントの盛りあがり体育館など、施設の充実。 
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問６② そう感じる理由 

町内会活動が活発。 

色々な事で町民の声を聞いていると思う。 

商工会、町内会、等とのつながりはあるのかと思う。 

ゴミ拾い運動、回覧がいつも来る事。 

フォーラム、シンポジウム、説明会等を通じての広報活動に努めているため。 

意見を聞く会などを開催している。 

町民と協働している活動は良く見かける。 

お祭りなどの年行事で一体感が見られる。 

企業や町民の社会貢献活動が多く見られる様になってきた。 

町民が参加出来る街づくりをしている。 

介護制度がよくなっている。 

官・民のやるべき事がある程度区分されている。 

道路脇の花壇作りや、清掃活動を見て。 

花、緑木。 

紙、チラシ等の配布が頻繁に伝っているのかな。 

各団体等が協力していると思う。 

広報誌の中で関係機関との連携がとれていることが理解できる。 

住みやすい町になるのかどうかを思っているので。 

広報で伝えられている程度で情報を得ている。 

観光に力を入れている様なので。 

人口の自然減があるが、分村以来確実に進められている。本町に集中が少し気になる。 

町民の声を聞き入れている。 

官民の協力態勢がある。 

結果論ですが、色々な事業や企画などが成功していると思います。それはお互いの協力があったからこそ。 

もう少し高齢者の事を思っていただければ。 

地域との懇談会などを行っているので。 

行政の取り組がよく、住民の方々の動きが、随所に見られるから。 

まちの行事、イベントに多くの町民が参加している。 

毎日が平和だなあと感じて生活できること。 

町報活動で感じる。 

全てにとは感じないが、まあ進められていると思う。 

町の暮しの便利帳を見て。 

通学路の安全のために歩道を造るなど町民の声によってまちづくりされているんだなと感じるため。 

町民の意見が行政に反映されていると思います。 

少しずつ施設や企業の建物が増えてきたと感じる。 

最近はカボチャランタン作り等参加できるものが出て来た様に感じる。 

時々、町の道路がキレイに直っていたりするのを見た時。町が整備されてキレイになるのは嬉しいです。 

コンパクトな町だから、民意が届きそう。 

道路沿い、花や木がととのえてあり、そういうところを大切にしている印象があるので。 

行政も町民の声を聞く努力をしているし、町民も行政の声を届ける働きがけをしている。 

アンケートの実施や意見交換の機会づくりなどから。ただ、かかわる町民は特定の人だったり一部だったりする印象です。 

中標津のＰＲ作成など。 

通勤する時、道のお花がきれいで、癒されます。 

お祭ごとに、力を入れていて町の活性化があって良いと思う。 

このアンケートのように、町民の声を取り組んでいると感じる。 

町のイベントなど町民と共に町づくりできていると思う。 

大きな公園など、昔にはなかったファーストフード店などができてとても便利になってきてると感じています。 

道路沿いの花だんなど。一斉ゴミ拾い活動。 

青年、中年の方達が町内を盛り上げるには、どうすればいいか？と熱く語っている話を聞いた。 

町民の意見を聞きながら、色々な取り組みをしてる所もあると思う。 

文化やスポーツ面で環境が整いつつある。 

具体的な取り組みについては分からないが、医療以外では安心して暮らせる町だと思う。 

各計画に町民の参加をうながしている。 

町からの商工業に対する支援（経費）。町民と行政が交流（情報共有）できる機会の設定に努めている。 

議会が努力しているようなので。 

イベントなどで協力関係で参加している。 
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問６② そう感じる理由 

委員会等があるので、それなりに進んでるのかな。 

若い者がいる町なので行政がもっとアイデアや前向きな発想で町民に協力してもらうと良い。 

いろいろな行事をしているのは広報等で、みているから（自分はあまり参加しないが）。 

行政の努力を感じる。 

毎年、議会報告等で町政の報告がある。 

冬季の雪に関するいろいろな事、道路の悪いのも皆がまんしながら生活している。 

時々なかしべつ便りでの内容に町民の声も入っているのでそう思っています。 

ゴミの清掃とか花を植えているとか。 

町民参画の各協議会等で議論がされ、まちづくりが進められている。 

各々の分野でボランティアの協力をお願いしている。 

広報等を見ると頑張っているんだなと感じる。 

町内会でもかんきょう等に自主的に参加している様に思います。 

社明運動、福祉活動、子育て支援等において。 

町のイベントが内向き、できれば町外の人を呼び込める様なメインのイベントがほしい。今は少し活力感が弱い。 

道路がきれいになって行く。 

町民の意見や要望を聞く努力、情報を提示している。 

体育館等新しくなっている。 

３３０アリーナなどの施設がある。 

広報やチラシなどを見て。 

広報誌や報道等でこのことを知っているが、外部から来た人や古くから街に住んでいる人々との間で将来像がくい違っているため

思い切った施策が打てないような気がしています。 

町民と行政がまちづくり推進しているから。 

まち作りは、年月が、かかる事だと思います。今後に期待します。 

商工会・社協が頑張っているので。 

６０年以上住んでおり、これから老いて来るため。 

なんとなく街を車で走っているとそう思います。 

芸能系があるため有名になってる？ 

 

◆そう感じない理由 

問６③ そう感じない理由 

どのような街にしたいのか、伝わってこない。 

町に対して不満を持っている人が多いから。町民のニーズに答えられてないかも。 

特に変化を感じないため。 

行政と関わる機会が少ない。 

転勤族や若者の意見が反映されないから。 

あまりスーパーがない。 

選挙のときだけ頭をさげあとは、えばりくさって見える。 

そもそも町民と行政が何を目指してまちづくりしているのか不明。 

構想がわからない具体的な完成予想図。 

行政に町民の声が届いていないように感じる。 

転勤で来てる為まちづくりに参加していない為。 

自分から知ろうとしていないので。 

時代に合った住宅ルール（公住）が成されていない。光工事、インターネット（Ｗｉ－ｆｉ）が入っていないのは有りえない。 

道路を同じ所ばかり直している。 

町民の負担がでかい。 

町民の求めているものと違う部分あると思う。 

建物や施設の更新は必ずしも求めていないと思う。→町民にわかりやすい、感じでもらいやすい進め方必要と思う→便利さ、利便

性重視。 

住宅地の道路状況がひどすぎる。 

普段生活していて実感がない。 

保守的なイメージあり。 

目に見えたものが無い。 

行政の方と協力した事がない。 

もっと町民が感心を持てるイベント等があっても良いかと思う。 

毎年同じ事業を繰り返しているので。 

町民として協力していない。 
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問６③ そう感じない理由 

関われる時間がとれる現役世代は少なく、私もその１人だから。 

特に町内会から意見を集約することがあるが町内会に参加していない町民が多く感じる。 

そう言った事が耳に入らないためわからない。 

人間関係のしがらみが多いから。 

箱モノづくりが多い。 

町民が町政に参加できていない。町内会の組織であったり、町民が町政に意見を言うだけでなく行動で参加していない。 

アスファルトにする必要はないけど、道路を整えていない。（一列として）。 

強く要望を言ったり苦情を入れた人に行政が動いている。 

いい物件がない。 

病院が少ない。 

町民の意見も行政は難しいと言っておわる。言っても無駄と思ってしまう。 

若者が残れる街づくりができていない。企業誘致を積極的に進めるべきである。 

不便になる一方。 

役場職員と民間職の待遇差はあたり前だが、それを理解して接する役場職員はどれほどいるか…。町民＝民間で働く人がほとん

どです。 

若い公務員の街づくり（イベント等）への参加意欲を感じない。 

行政の押し付け的な感じが払拭できない。国の方針が地域としてどうなのか？→議会の役割も不足か。 

町民と行政の意見の場が解らない。 

行政と一部の町民は協力しているが多くの町民は関心がない様に思われる。 

行政の施策が縦割で総体的に主導する機関が無い。（建設・総務・商工観光・町民課等で分離） 

行政と町民グループ及び会社等との関係が薄い。新しいシステムを構築すべき。 

「まちづくり」の定義弱者、高令者への配慮等は含まれないのか？ 

まわりの町とくらべて余り進歩がないと思う。 

一体感を感じない。何かがあってもその時だけの感じがする。 

町内会に入っている人と入っていない人がいるが、会費という形でなく、町の電気代とかで、集めたらいいと思う。 

町民に協力してほしい事を具体的に示してほしい。シルバーセンターの管理面でスポーツ。 

例えば街中の交通りょうが多くて道路亀裂が生じ大型車が通るたびに家が震えるぐらいの地震みたいなゆれがあるのに修理がおく

れる。町の予算もあると思うが、人通りの少ない町の道路の方は良く出来ているようにみえる。 

国、道の施策の集りって諸事業が進められ民意が反映していない感じがする。 

別海の様にもう少し子どもに優しい町づくりをして欲しい。 

イベントが少ない 町に「何が出来る」－新しい施設が という、うわさあるが実際つくられない。 

どんな活動をしているのか目に見えない。 

行政は自分の至福の事しか考えず、町民の意見を聞き入れない。 

どのような所で町民とともに街作りを進めているのか？見えない。 

初めての子育てで忙しく、周りをよく見れていないので気付いてないだけだと思う。 

町民の満足度が低いのに進められていない。それに、町民すべてもらえる町民誌さえ送ってもらえていない。もう何年も。 

町民が求めているものと、行政がつくろうとしているものが、一致しているのか分からない。協力関係が成立しているのかも不明。 

疑問点が生じた際の対応が適切とはいえない場合があるため。 

とりあえず私は協力できていないから。協力しよう、と思ったとして、何をしたら良いのかが不明だから。 

関心を持ったところで、意けんを伝える事もないし、意けんが通じる訳でもない。 

役場と財団。話しが流れていかない。 

３０年以上住んでいるが商業は発展しているが変化みられない、病院の充実とか釧路まで行かなくて良い方法とか。 

町民に説明がない、町だけではなく、貧しい国に何ができるのか少し考えた方が良いと思う。 

協力してまちづくりをした事がないから。 

もっと町民が気軽に参加できるボランティアなどの広報をすべき。 

担当の民生委員などもわからない。 

広報を見ても感じないし中小は古いし、消耗品も個人負担なんて初めてです。 

まちづくりは、やはり予算あっての話だと思うので、行政としてのやれる事と町民の希望は少しずれが。 

もう少し町民の声を沢山聞いて取り入れてほしい。 

どこまで進んでいるのか全くわからない。 

町民と行政が協力してまちづくりをわからない、進めている事自体が伝わってこない。 

冬の除雪を考えてほしい。町税を何に優先して使うか考えてほしい。 

街並もあまり変化がない。 

標津町・別海町は町民に対して何かしら配慮をしているが中標津町は全くない。 

行政の働きに参加していないからかもしれない。 

自分自身の考え方を持っているので、疑問のある事はどんどん質問してみたいと思います。 
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問６③ そう感じない理由 

身近には感じられない。 

計画や取り組をしているなと感じるが、深く理解しようと自分から行動していない。 

町民の要望を実現に向かって力を合わせて推しすすめていくエネルギーを感じない。 

この町に移住した時町長あてに臭いのことでメールをしたが、ありきたりの返信で、３年以上たつが、少しも改善されていない。町民

の意見を本気で聞く気があるのかと…。 

細かいところへの配慮が足りないと思うから。 

町内会未加入が多く、町民同士の関係が希薄になっている。 

若い人と高齢者に隔たり感じる。若い力をもっと反映させ高齢者を活用。 

売買は自由かもしれないけど住宅地は一定の整備をして売って欲しい。 

話し合いの場があるが意見など上げた事がなくどちらかと言うと若手であるのであまり知らない事が多い。 

町議の数など、少し不満がある。 

町民の交流の場が少ない。 

医療や介護において手がまわりきれていないように感じる。 

町民の立場で生活しやすい環境やサービスが少ない、活気がない。 

どこでどうやって協力体制が構築されているかわかりずらい。 

行政のまちづくりを感じない。 

町内が少しさびしい。空き家が目立つ。 

町の計画等と住民との考え方異るのではと、時々考える事がある。 

有力者達が何事も決めてる感じがします。 

町内会からの脱退が多い。 

高齢者に対する考えが不足。 

協力して街づくりをしている状況が見えない。 

町議も町職員も、町民に寄りそった仕事をして居るとは感じられない！！ 

行政の中で連携が取れていない気がする。まちづくりに関する会合がそれぞれで取り組んでいる。 

魅力的な取組がないので。 

観光客など人が動くような事がない。 

このアンケートを出してもいかされていないから。 

ハコモノばかり作りムダ金を使っている。 

中心商店の延長を感じられない。 

行政が一部の機関及び一部の議員の意見が繁栄される様に見える。 

窓口対応が、御座成り。 

組織的な取組みが多く一般町民の意見が反映されていない感じ。 

ゴミなどが道路にあるため医者が役にたたない。 

 

 

第２ 生活環境について 

問８ 中心市街地は便利で利用しやすいと感じますか。 

◆そう感じる理由 

問８② そう感じる理由 

店がコンパクトに並んでいる。 

空港がある事。中心市街地ではないがスーパーやコンビニ、居酒屋がある。 

お店が多い。 

食品を売っている店などの数は管内でも上位だと思う。他町の人も買い物に来ると言っていた。 

生きる分には特に不便を感じないため。 

色々物がそろっているから。 

生活面で不足はさほどない。 

買い物するのに不便がない為。 

買物や、金融機関が充実。 

生活に最低限必要なものは、揃う為。 

最低限は揃っているのでは？ 

商店街は充実。 

道路が広い。 

近くになんでもある。 

中心市街地に住んでいるので便利という感じはある。 
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問８② そう感じる理由 

自動車で１５分も走ると目的地に着く。 

飲食店が豊富。 

日常生活に困った事がないため。 

商業施設が充実してきた。 

車が無くても買い物に困らない。 

中心市街地でも駐車場がある。 

欲しいものは町内で買えるから。無いものはネットで購入する。 

利用しやすいがまだまだ人が集まるようなする必要がある。 

街中と郊外の商業施設で特徴が分かれ買い物はしやすい。 

町自体がコンパクトなので。 

商業施設が割りと集中している。 

病院も駐車場が広く利用しやすい。 

中標津町でほぼ何でもそろっている。釧路まで行かなくなった。 

近隣町村から来ていただくことにより、、にぎやかな町であり、そのおかげで商店街が浩性化されてます。近隣町村と連携をとりなが

ら支えてもらっているのが中標津です！！ 

店から店の移動の時間がかからない。 

医療機関の充実。 

商業施設が多いので生活上必要な物を比較しながら買うことができる。 

必要に応じた施設が１ヶ所以上ある。 

バス、タクシーなど交通の便がいい。お店など近くにある。 

市街地にいると便利だと思う（買物、銀行等）。 

各種生活に困らない施設がほぼ充実されている。 

大型商業施設があるので。 

道路など、十分に整備がされている。バス路線の充実が望まれる。 

バイパス道のショッピングモールの発展。 

利便性が高く物価は他の町村より高く集客力は７万都市に匹敵する購買力あり、活気あり。 

病院が近い、ショッピングセンターが近い。 

交通量も多くなく、信号の待ち時間が丁度良いため、色々な場所へ行きやすく、停車場所が広いのが嬉しい。 

大きいスーパーがあるから。 

ほとんどの事は済ませられている。２７２号線付近よりも利用しやすいので、変わらず発展していってほしい。 

飲食店等が増えている。 

バイパス近郊に住んでいれば便利かなと思う。 

車が乗れれば買いたいものがある商業施設がすぐ行けるところがいい。 

スーパーが多い。 

便利ではあるが娯楽の場が少ない。 

車があれば町中で大概揃うし、アクセスしやすいから。 

子育てのための公園が足りている。 

中心部に銀行やスーパーがあるので、時間をかけなくても移動ができるので、便利だと思う。 

必要な場所が密集しているから。 

店が市街地に集中していて使いやすい。 

役場、体育館などコンパクトにまとまっている。 

公共施設もまとまった場所にあり不便と思うことがない。 

今のところは。商業施設には困らない、高齢化に伴い不安なのは交通・医療のこと。 

お店や図書館など集まっていて、とても利用しやすい。 

商業施設など有り、病院・銀行などもすぐ近くにあるから。 

年々道路が良くなっている。 

バスの便もあり、免許返納しても交通の便に困らず買い物、用事等ができる。 

大型店があるので１ケ所で買い物が出来る。 

町営のバス。 

買い物に関して少し遠いが近くに店が無い分、時間はかかるけど便利さがある。本来は地元の店と言いたいが買えない物があるの

で安心する。 

公共施設とかが近くにあり利用しやすい。利用料も安価だと思います。 

大型店や教育施設が近くにあり便利。 

昔からの町並みと新しく開けた町があまり分断していないと思うから（アクセスが良い）。 

昔に比べて、買い物が夜間もあいている店があってしやすくなった。 

医療以外は充実している。 



12 

問８② そう感じる理由 

中標津の町内好きだから。 

空港がある点は良い。 

道幅も広く運転しやすい。 

公共機関や商店など、生活に必要な環境がコンパクトにまとまっている。 

病院が歩いて遠い以外は便利な街。 

 

◆そう感じない理由 

問８③ そう感じない理由 

店の数が少ない。 

中心市街地に利用する店舗等がないので。 

買い物をする場所が限られる。信号機が多い。 

バイパス沿いが発展しているので、車がないと不便。 

イベントが少ない。 

色々バラバラ。 

不便に思っている。 

除雪をキレイに行ってほしい。 

中心でないところの方が便利だから。 

駐車場が少くなく不便。 

郊外の進出で中心部は空地。 

中心市街地がどこなのか分からないくらい、広域に人の流れが分散しているように感じる。 

冬場、ロードヒーティングをして欲しいと感じる道路がある。 

バイパス方面に施設が集中している。 

飲み屋ばっかり。 

市街地の空洞化が進行している。 

駐車スペースの少ない点。 

今は自動車等あるが、老後、自動車が無くなると大変だと思う（場所が遠い）。 

中心市街地においても車がないと不便。 

バスの本数が少ない。 

公共交通機関の利用機会がない。 

駐車場。 

物価は札幌に比べて高い。単身赴任者は生活がきつい。 

バイパス沿いについ行ってしまう。 

空き店舗が多いので中心市街地はどこ？ 

必ず車が必要となり、現在問題になっている高齢者の運転。車がなくても、不便にならない生活。 

暗い（街路灯少ない）。 

広域化している。 

バイパス沿いの発展が目立つからといっても中心街が不便だとは思わないが。 

買物をするために中心に向う事はない 外食でたまに行くぐらい。 

密集している感があり、酒を出す所がほとんどのため。 

動線が散らばっている、コンパクトに集積していない。 

中心市街地とはどこですか？ 

道路環境が良くない。 

ドーナツ現象中心地は空。 

東、西５条くらいは便利かもしれない。 

バス等の運行が少ない。高齢者の自動車使用が多く怖い。 

大型店が郊外。 

相変わらず車がないと不便な街である。 

町中の駐車の不便さ。利用する交通の不便さ。 

駐車スペースがない。または少ない店などが多いので敬遠してしまう。 

中心市街地がない。 

中心市街地ではなく、バイパス沿いの事でした。中心市街地（旧国道前）は空地が多く、空店舗もあり、普通です。 

よく利用する大型店は市街地にあまりない。 

車がないと充実した生活ができないから。 

運転のできる間は良いが、その後が心配。 

町中の商店が少なくなってしまった。郊外へは車がないと行けない。 

空地等が多く活気がない。 
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問８③ そう感じない理由 

空洞化してる。 

商店街等が大きく二分している。 

１０年１５年前までは利用しやすかったと思います、が、東武、フレスポ等の店舗ができてからの中標津は新しい展開を考えることだ

と思います。 

街中には倒壊しそうな建物が多く暗い。 

大型商業施設が郊外にあり、中心市街地は閑散としている。 

昔ながらの街並みで新鮮さにかける。 

郊外型中心。 

市街地だけでは買い物できないものがある、結局は２７２号線（上の方）に行っています。 

生活必要（食依）商店は中心地から外に出店、小中商店は大型店に取られた。 

高齢者には不便だ。 

大型店、病院等が離れてる。 

移動手段が少なすぎる。 

周囲は良くなてきているが中心地はさびれて来ている。 

バイパス通りと、町中と２つに別れている。 

歩道の下草等。 

１ヶ所では用事が足せない。 

大通りより、パイパス通りの方が交通量が多いので、いいが、年寄りには行きにくい。 

中心市街地の役割は１００％果たしていない。 

中心市街地とは、かつての商店街のことであれば、今は銀行に行く為が大事。 

病院又は商業施設が遠いと感じる。 

更地が目立つ！ 

７５才以上乗物料金補助をしてほしい。 

大型店舗が郊外に集中しているので市街地は利用しやすいとは感じない。 

思い切った発想で中心部を変える必要がある。 

交通の便が悪い。 

商店がなくなり、高齢者には不便な町になった。 

銀行が多い位で、買物などは東武やフレスポへ行く人が多い。 

町名や住番が明示されておらず、条、丁目を見て人を訪れる場合、困難なことが多い。 

もう少しゆっくり食事ができて、子どもと遊べる東武の様な建物が欲しい。 

お店が少ない。 

若い人に残って欲しいなら若者向けの施設などをもっと造るべき。 

車がないと生活できない。 

交通の便が少ない。町民は噂話ばかりして、それを信じる。人の目を気にし過ぎる。施設が少ない。 

駐車場が狭い所がある。 

車を持っている人が多く公共の交通機関を利用する人は少ないから仕方ないのかも知れないけれど、バスの路線が限定的過ぎて

利用したくても子どもがいたり、荷物が多くなると利用できない（バス停が遠すぎる）。 

パチンコ店が多い。子どもの遊べる場所が少ない。 

中心市街地より郊外の方が便利になってきている。中心市街地がもっと活気が出たらいいと思う。 

中心街に必要最低限が揃っているのでそれでも良いと感じるが…アクセスがしにくいなど感じる事がある。（高齢者や計根別方面か

らの方は不便だと思う。） 

昔より店が減った。 

以前住んでいた所よりお店などが少ないから。 

バイパスの方は栄えてきているが、大通り側は、お店が閉店してしまった所が多く寂しい気がします。 

子どもの頃は市街地は、１ヶ所にまとまっていて便利でしたが、今は、３ヶ所位になっている東武なんて遠いし昔は、大通りで何でも

用が足せた。 

もう少しデパートなどスポーツ店あるとうれしい釧路まで行くのがめんどう。 

居酒屋ばかりカフェが欲しいマンガ喫茶とか。 

バイパスばかり店が中心になっている、高齢者の事を考えた方が良いと思う！！ 

車で、あちこち店をまわることの方が多く、中心地では物が揃っていないので、使いにくい。 

医療、交通（年をとったら住みにくそう）。 

日常の買い物は、できているが医療面では不安がある。 

町内での買物や周りに見に行きたいものがない。 

活気もないし、さびれてる。 

道幅が狭い。 

徒歩の範囲で用事を済ませる事ができない。 
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問８③ そう感じない理由 

専門の病院がない。釧路まで行かなければならない！ 

中心街は、昔の駅前のみでその他は不便 町の中にもバイパスにもバスを走らせてほしい。小さくても便数多く。 

車での移動では、それほど不便は感じないが、徒歩では行動範囲に限界があり不便ではないだろうか、市街地のドーナツ化が目立

つ。（中心部の空洞化） 

銀行等、入りづらい所がある。 

車があれば良いが高齢になるとバスの便が悪く、不便になると思います。 

駐車場が．．．．。 

車を手放す高齢者には中心街が離れていて交通が不便になっている。 

昔からの店は閉店して、買い物は、郊外の店になって来ている。 

車に乗れるまでは良いが、高齢者になり、運転ができなくなったら交通の便が非常に悪くなること。 

公共施設が飛び飛びで建てられている所である。 

中心地の美化に欠けている。雑草がとても目立つ。便利さ感じない町並みです。 

日常の交通便。 

まちの空き店舗や空き地の利用が適切でないように感じる。 

閉店しているお店が多く寂しい、暗い。 

バイパス沿いに中心が移って中心地まで行かなくても用が足りるから。 

空店舗が多く街並が寂しい。 

市街地に公園等の広場がほしい。 

中心市街地に利用したい店舗官公庁がない。 

中心市街地は、サビレて来ている。 

もう少し、交通の便を良くしてほしい。高齢者には、バス券等出してほしい。 

公共施設が離れている公共交通機関が少ない。 

今は自家用車を利用しているが運転ができなくなると不便になる。 

町はずれに住んで居るから交通が便利が悪い。 

空き家が目立ち、利用していた店がなくなっている。 

役場、病院等が遠い。 

税金、水道料など公共料金が高い。 

利用するものがパラパラと飛んでいる。 

どこが市街地なのか、分からない。 

買物、食事等中心市街では不足部分が出てくる。 

街中心部の空き地、街中心部の除雪の不備。 

中心市街に住んだことがないのでよく分かりませんが、街の中をバスが通っているのが便利ですよね。市街地だけは。 

バスの便が悪く実感がない。 

100 円ショップが少ない。 

 

 

問９ 道路や河川などが適切に維持管理（側溝清掃、草刈りなど）されていると感じますか。 

◆そう感じる理由 

問９② そう感じる理由 

町がきれい。 

よく見かけるため。 

町で作業しているのを見ているから。 

努力していると思う。 

シルバー人材の活用。 

商工会青年部として活動をしてるのでわかる為。 

道路の清掃が行き届いている。 

そこまで気になったことはない。 

汚れている印象はない。 

道の横の花はキレイ。 

困ることはほとんどない。 

作業しているところを見かける。 

国道添いなど、花を植えてある。 

ゴミが少ない。 

活動してる方の話しを聞くので。 

決まった場所のみではなく、他の場所も、できれば手をかけて欲しい。 
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問９② そう感じる理由 

ボランティアが活発。 

草刈等されている。 

近くの公園も定期的に草刈りされているので。 

毎年維持作業をしているところを見る。きれいな街だと思う。 

多回数ではないが、草刈り、グレイダー等の定期管理がされているため。 

草刈りなど定期的に行われていると思う。 

春、秋に道端で作業する人たちを見かける。 

町内会やシルバー人材センターなどゴミひろいを行っている。 

清掃活動している情報をよく聞いている。 

実際にシルバーの方達が草刈りなどをしてキレイになっているのを見ているから。 

草刈りしているのをよく見かける。 

大体は良いと思うが、草刈りは遅すぎる。交差点が見づらい。 

草刈りなど作業している場面を時々、見たことがある。 

町内会で維持管理している。 

町のお金もありますよね。下水道整備も長年に計画的に進み、感謝ですが…これからの維持、管理と更新に不安。 

川河地の雑木等が少なくなってきている。 

安住管理がなされている。 

草刈の大変なのは分るが、回数が少ない。道路舗装の傷みと歩道の高低差等補修がなかなかされない。 

作業状況を見かけるため。 

道と町の境界があいまいなので草刈りがしている所としていない所が結構ある。 

見える所はきれいになっている。 

予算などを考えると現状で行なわれていることでいいと思う。 

ある程度、維持補修を実施している様だ。 

シルバーの方が季節の行事のように毎年目にするなど。 

町内会として取り組んでいるところとそうでない町内会が存在している。 

河岸工事はし過ぎです。自然の状態を保つように努力すること。 

道路整備が大体良い。 

シルバー人材の人達が頑張っている。 

養老牛温泉・開陽台、などの観光地への側溝の草刈りと清掃は、１回の草刈でなく２回位に。 

避けたくなるような場所はない。 

定期的に作業しているのを見る。 

自然災害が無くなった。 

国道に草がよく刈り取ってある。 

おおよそ、良く管理されている。 

市街地は良いが、郡部はそうでない。 

交通の不便や河川の氾濫の心配もないこと。 

シルバー人材センターの方が草刈をしている様子を見ているから。 

あまりゴミなどが落ちたりしていない。 

釧路よりは綺麗。 

町内歩道の整備していることがある。 

花が植えられていたりして、（道路側とか）きれいだから。 

よく草刈りしているところを見かける。河川もキレイと思う。 

道路はキレイだと思う。 

お花がキレイに植えられた花壇、丸山公園近くは、いつも芝刈りがきちんとされている。 

汚い、草が伸びていると感じたことがない。 

他町と比べると管理している方だと思います。 

通勤などで河川にかかる橋を通るが…とてもきれいに整備されているかと感じたので…。 

草刈りして頂いているところを何度も拝見してますし、道路の白線を引き直して頂き、とても見やすくなったので。 

町内会でのゴミ掃除やシルバーセンターの方々がゴミ拾いや花植え、草かりしているのを見かけるので。 

一時停止の場所で雑草が邪魔をしてたまに見えない所がある。 

川はきれい。 

草刈りを頑張ってくれているのは良く見ます。 

清掃している方が、この夏も頑張ってます。日射病や熱中症等に、懸念してしまうくらいです。 

河川沿いは感じているが、道路に関しては、あまり感じない。 

シルバーの方や建設業の方がされてるのをお見かけする。 

歩道に丈の長い草が生えて歩行しづらかったり、運転時の視界のさまたげになる所がある。 
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問９② そう感じる理由 

困った事がないし、汚いと感じた事もないので。 

歩道を歩いた時に草刈りがされていて歩きやすかった。 

道端の花壇がキレイ。 

清掃や草刈りしてくれているのを見かけているので。 

道路も特に悪いわけでもなく河川も氾らんしないので（大雨でも）。 

整っていると感じるから。 

花が植えてあったり、草刈りしてくれていたりきれいだと思う。 

シルバーの人達が、道路の花壇の手入れや草かりをしてくれている。 

春先の砂利清掃の車両をよく見た。 

特に汚いと感じない。 

シルバー人材の人達を活用して、清掃、手入れ等をしているのを見かける為。 

近所でもよく草刈りをしているのを見かける。 

道路際など花を植えたり、環境整備がされている。 

清掃をたまに見る。 

道路の穴も修理され、車も運転しやすくなりました。河川の草刈りは、もう少し見通しが良くなるとうれしいです。 

定期的に管理していると思います。 

近くの公園のトイレ掃除や草刈りが行き届いている。 

ある程度道路の横の草が管理されていると思う。全体的にきれいな町。 

時々草刈りの音が聞こえるし、見てます。 

町内の端から端まで完璧などは費用がかかりすぎて無理だと思います。今の現状で充分だと思います。 

街並みの景観はとても良いと思います。 

シルバーの人達の草刈等行われ、秋等コスモス等がきれい。ただ残念なのは町の花「りんどう」がない。 

でも心ない人がゴミを捨てていく現実があります。 

町に中でも川の近くで住んでいたので、よくいつの間にか草刈りが終わっていました。 

シルバーの人達が、活動している。 

中心市街地は清掃されていると思う。 

標津川等はされている。 

おおよその外観が、美しい、ゴミの少ない町と思う。中心をはなれた地域でもう少しゴミがないといいと思う。 

公園等は、整備されている。 

河川などが美しいから。 

町の中はきれいです。 

市街地、道路沿いの花壇等整備されていてきれい。 

道路の松を切った後の草刈りもきれいにしてあります。 

草刈り、花壇の整備は、時々目にする事があり、とても、きれいだと思っています。 

公共の場の手入れは行き届いているように感じる。 

どこの町を走っても同じです。お金もかかることですので。ゴミ収集等感謝してます。 

季節に合った清掃が行われていると思うが。 

南３丁目通り、文化会館周辺等の環境が良い。シルバー人材センターの活用は良い。 

橋の上から見ると水が澄んでいる。 

こまめに点検、清掃されているとは思うが冬の除雪は問題を感じる。 

周りが自然一杯なのでほどほどの管理で充分と思う。 

シルバー人材の方が町をキレイにしてくれているから。 

シルバーセンター等が、行っているのを目にすることがある。 

適正に管理されていると思う。 

住宅街の細い道路も整備か進んでいる。公園が比較的整備されている（１市４町の中で１番良い）。 

各町内会での花壇を作り、景観が良い。 

 

◆そう感じない理由 

問９③ そう感じない理由 

道路の凸凹が多い。 

草が乱雑に生えているように見える。 

道路は維持管理できていると思います。河川は分かりません。 

道が割れていて凸凹が激しい。鹿が道にいる。 

市街地の道路幅が狭い。 

除雪や道路整備が適当で困ると言っている人がかなり多い。不満がある人多数。 

割と道がガタガタ。 
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問９③ そう感じない理由 

他町の道路と比べると古い感じがある。河川周辺は整備が全体に行われていない。 

町道は凸凹が多いので走行に気を使う。河川は橋の老朽化が心配。 

汚い。 

アパートの前の道路がアスファルトもはがれており、ボコボコで困っている。 

道路はガタガタだし、草は刈っていない所が多い。 

道路はぼこぼこ、ゴミはあるし。 

歩道が無い場所の草刈りが未実施が見られる。 

数年前の夏の集中豪雨の時、もう少しで川の水が溢れそうだった中標津橋付近を整備してほしい。 

歩道や横断歩道、歩行者用の信号があまり整っていないと感じる。 

舗装が不十分。 

通学路の道が整備されていない。穴があいてばかり。草も刈られているのか？私道かもしれないが通学路の整備は必要。 

歩道が補修されてない段差が多く歩きづらい。 

道路縁石の草や、無駄とも思える歩道緑地か（整備）されていない答極。 

町外の方に「ここの町並みをみて！」と言える場所がない。 

実家の家の前は、穴がそのままで舗装はされず、１ヵ所飛ばして、舗装がされている。 

やっぱり除雪、排雪が不十分だと感じる。 

雑草、道路の穴、ヘコミ多いと思う。 

草刈り回数が少ない。路肩の自然に生えた木が交差点等でジャマ。 

花を植えている道路脇の植え込みなど、ボリュームが多く、高さもあり見通しが悪い、雑然とした感じがする。 

道路の補修が遅いと思う。けっこう皆さん速度を出すので制限するように工夫してもらいたい。 

冬場の除雪・除排雪が悪い。 

歩道の草が汚い。 

イタズラ書きなど町管理外の部分の環境が悪い。 

市街地から離れた交差点が路肩の草で見づらい所も有る。 

護岸の劣化ヶ所がある。 

丸山公園の管理は問題がある。 

道路（歩道）、公園周辺、など目に見える場所の雑草が伸びすぎている。 

除俳雪が不十分。 

何回も同じところばかり掘りおこしている感じ。 

舗装道路がデコボコの所が多い。白線が消えている所も多い。 

６月でも早くに草刈りした方がよい。 

中標津－利根別間の草刈りは行われず、観光の方のイメージは悪い。 

アスファルトの状況が悪い。（穴、亀裂が多い）。 

少し雨が続けば水溜りができている箇所が多く見られる。草刈りの回数も少ない。 

道路は穴だらけ、側溝清掃は行われず、何もされていない。 

道路は凸凹だらけ！！歩道も凸凹だらけ！！時に歩道は安心して歩けない！！！ 

低い街路樹が邪魔！乗用車から見通しがきかない！抜き取って下さい！ 

全くしてない。やる気があるのか。 

道路がでこぼこで、整備・修理が充分でない。 

歩道の掃除アリの上げた砂縁石を中頃に生える草。 

同じく町道民税を納めていても、舗装されていない、砂利道であり、ボコボコ穴だらけが不満である、町内全域希望する。 

冬の排雪が全くなっていない。やる気あるのか。 

もっと広く開放すべきた、スポーツ等に。 

予算削減、経費節約の時代から、道路清掃など低下しているように感じる。行政主導でもってやるべき。雇用の創設も視野に。 

中心街や街の近くでは整備されていると思いますが、町道に入りますと、道路の草刈り年１回程度しか刈れていない。 

橋の清掃。 

雑草が伸び放題。 

見えないところにゴミが多い。 

道路縁石の雑草繁茂、河川、河畔林の未整備。 

西町と結ぶ橋が少ない。 

町の清掃、草刈等の整備に不満足。河川敷の有効活用をしてほしい 

道路の舗装が傷んでいるし、白線が年１回では消えている。除雪が片側しかしない道が多い。 

市街地の道路の整備管理は良く、郡部の道路の草刈はみっともない。 

町道や道道の草刈清掃をしてもらいたい。 

標津川沿い遊歩道の草刈が遅い丸山公園の池の水の汚染による魚、鳥の減少。 

もう少し活用できれば。 
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問９③ そう感じない理由 

冬の歩道に雪がありすぎ。 

河川敷等の整備娯楽、スポーツに利用。 

裏道の整備、修理がされていない。 

側溝等のゴミ。 

草刈り、花植えなど他の町と比べると恥ずかしい。歩道などひどいもんだ（鶴居を見てきた方が良い）。 

住宅街でもまだ歩車道が区分されていない事が多い。 

道路の草刈が年に１度しか草刈をしていない前年は二度くらい刈り取られていたと思う。 

住宅附近のの（草刈り、除雪）支援（高齢者）。 

毎日の散歩のため歩道の草が伸び、気になる。 

町道の舗装優先順位どの様に決定しているか。町道の清掃…あまり必要性ない道路の清掃車の稼動回数多い。毎年担当部署で

見直しされているか？予算のムダ使い。 

木で道路見づらい。 

もっとやってほしい。 

花を町内会で植えても、草むしり等や側溝にも草が生えている清掃等回数が少ない。 

町道の路肩の草刈がされていないなど身近な所の環境を整えてほしい。 

全体に草刈りがきれいにされていない。 

柵などが古い。 

ポイ捨てなどでゴミが多い。地域や、企業、学校の清掃活動をしても年間通すととてもきれいとは言えない。 

道路（車道・歩道どちらも）がガタガタ。 

除雪をもう少ししっかりしてほしい。 

河川はもう少し管理すべき。 

草刈りができていない。 

細い路地に入れば、アスファルトはガタガタしているし、砂利道も多い。 

運転してて、草で見えないことあり。 

維持費もあると思うが、特に路面がガタガタ、穴だらけ。雪溶け時期に目立つ。 

道路が悪い。草刈りは見えるとこだけ。 

ゴミが目立つ。草が伸びている方が目立つ。いつやっているのかわからない。 

草が伸びている。 

町中は綺麗だが、町外れはあまり手入れが薄い気がする。 

家の前の道路は穴だらけで車が壊れそう。ゴミのポイ捨てだらけ。 

我が家の前に除雪が入らないから。 

河川沿いにゴミが捨てられているのをよく見かける。捨てる人が悪いのは当然だが、ウォーキングできるコースのようになっている場

所には一定間隔でゴミ箱を設置したらよいのではないでしょうか。特に飲料系のゴミが多すぎる。 

雑草が生い茂っていたりしていて、あまり良いとは思えない。さびれた感じを受ける。 

家の近くの木が切られた時に、枝などが家の庭にバラバラで放置されたりするので、それは片付けてほしいです。 

夏場の車道の横の草が伸びすぎていて、右左折する時にかなり不便。 

歩道など、少し町はずれに行くと草がはえっぱなしで…見た目が悪い。 

冬なんて除雪がヘタで、右折左折時全然見えない。 

計根別までの道路はガタガタだったり、歩道に草が生えっぱなし。 

道路脇が雑草だらけ。木は伸びすぎて電線や街灯より伸びて道路が暗い。十字路脇の道路の木が邪魔で見通し悪い。 

いつまでも舗装されない主要道路がある。 

舗道、アスファルトから雑草がかなり大きくあがっている。子どもは歩きづらい。 

市街地から少し出ると、道路脇の草が伸びていて、気になる時がある。 

道路の整備、道路脇の樹木等の管理が不充分。交差点、路地の木で見渡しが悪く感じる。 

できている所とできていない所があるように見える。 

町がするのか町内会がするのか近所の住民が任意でやるのかがよく分からない場所があり、草刈りや側溝清掃がほぼ行われてい

ないと思われる場所がある。（せいぜい春先の町内大そうじでゴミ拾いをする位？） 

道路の管理が、良いところと悪いところがあり、気になります。河川もそう思います。 

道路、歩道の植木の手入（高さを低く）して下さい。 

鶴居とか北見、道路の花とかきれいに雑草もなく。中標津は汚い、雑！ 

草刈り等、回数は増えたらいいが、無理な事も分かっている。 

タクラマップ周辺が柵などが（郵便局、警察の裏あたり）なく危ないのでは。 

道路の花壇が雑草で、ゴミを捨てる人がいる。年１回の草刈では少ない。 

丸山公園の標津川沿いは草が伸びたまま、風通しが悪く、熊が来そうです。毎日気にしながら散歩をしています。 

公園やその周辺等は整備されているが、全体とは言えない。 

道路は、生産力がある。大型車の往来があり、町道等が不充分。 
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問９③ そう感じない理由 

数年前、体育館近くの橋を通った時、何気なく見た川が狭くなっていて、大雨が来た時氾濫するのではないかと思う。町内の店舗前

の雑草がだらしなく、さびれた町にみえる。 

行政に頼んでも予算がないと言われ、古い道路は断られた。 

車道の横、歩道の草刈りの回数が少なく、草が伸びている。 

路肩の草がのびている。 

大変でしょうが、郊外の歩道の雑草（道路沿い）が、ずーと、続いているのが気になる。（外の町もおなじだがー） 

舗装などされた古い道路は車で走ってもガタンガタンと走りにくい、橋の手前ではゆっくり走らないと車が跳ねる。 

土地の売り主の整備した後に売り出して欲しかった。 

郡部などの道路の管理（草刈り）は昔と違い難しそう、地域での管理が出来ていたが全体にできなくなっている様子。今のところ自

分の用地の草刈りをやりつつ、公道ではあるが一部のみ刈っているが…。 

自宅の近くで草が高くのびている所少々、交差点なので見にくいです。 

道路にゴミがあちこちに落ちている。 

管理されていない。 

市街地の河川が清掃、草刈り等が不十分。町道の維持管理不十分。くぼみが多く車が通るたび振動がすごい。 

郡部などに行くと道路と歩道の隙間などから雑草が生えて…。 

道路の破損が多い。維持管理に手が届いていない。 

先日、川のそばを通ったら、草が刈りきれていないし、歩く道もはっきりしなかった。 

町はずれも、中心街も雑草が目立ち、町外の人に恥ずかしいと思う。 

郡部等の夏の道路側の草がのび放題。 

乾線は、花もありいいのですが、一歩奥に入れば、もっと道路や草刈りなどの管理がなってない。 

街灯が役にたたない。木の影、歩道が切れている。 

私の住むところは個々に、草刈、側溝は大雨のときは、役場の方に見ていただきました。 

道路脇に木の枝が伸びていたり、雑草が目立つ。 

旧鉄道沿線等人目につかない箇所にごみが散乱したりしている。 

町はずれになると交差点の草がのび、運転していて見通しが悪い。 

春に花を植えてきれいになっているが、その後は回りに雑草が伸び放題になっている方が多い。歩道横に低い松を植えてあるが、

見通しが悪く、歩くにも車を運転するのも危険である。松の手入れをしているが、刈込が少ない（２度している）。自然なので管理は

大変と思うが？北大通り西町役場行くところの交差点が特にひどい。春は雪解けでいつまでも水がたまっている。排水、除雪をして

下さい。 

草が生えていて歩道を歩けない。穴があいている。 

冬道路と歩道の境に雪が山の様にある。 

雑草が茂っている。 

道路の傷みが多い。 

一年に一度の草刈では、維持できない。 

雇われ事業の所は家の回りが雑草が茂っている。ゴミを捨てる人が多く、どうにかならないか。道路もすごい。 

側溝、清掃、草刈りがなっていない。一年に１回程度ではひどすぎる。 

河川敷、散歩コースの壊れた東屋の屋根、木製で出来た階段、復元して欲しい。土手の下の方は何処まで散歩コースだか分から

ない状態。 

定期的な草刈がなされていない、開陽台マラソンの時だけの様な気がする（草刈）。 

大きな川はきれいにされているが、住宅街の小さい川は水の流れが悪く、虫が発生して困っている。 

丸山公園付近の標津川の計画が途中で終わっている気がする。 

３３０アリーナなど地方から来る人が多いのに、花壇など（道の側の）雑草がひどい。 

端の方は道路がボコボコ穴が空いていたりする。除雪に差別がある。 

刈る時期が遅い気がする。もう少し早目に草刈などお願いした。 

人目につくところだけ一部されている。あとはされていない。 

道路の維持管理はほとんどされなく最低である！ 

冬期間１本裏道に入ると除雪車が来ない。朝７時台に出勤しなくてはいけないので、いつも不安。御近所さんがいつも除雪してくれ

る。 

役場週辺は花壇に花を必要以上に植えてあるが、飛行場の方は雑草が伸び放題だった。 

町内郡部の学校が閉校となった（伝指はあるが）が、歩道は雑草だらけ。景観悪い。 

雑木を切って遊べる様に。 

下水管理が放ったらかし。 

道路河川管理者は定期的に現状を計測し、適切な対応が必要と思う。 

我が家（公住）は自分ですので、主人が草刈り、除雪はしてくれてますが、特に除雪は町でやる方はもう少していねいにしてほしいで

す。 

自宅のある道の舗装がされていないため、車が通るたびにほこりがすごい。 

砂利道が多い。 
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問９③ そう感じない理由 

道路の除雪が行き届いていない。特に町道の通行が危険で困難。 

雪がたくさん降っているのに、歩道ができていないところ。 

 

 

問10 自然、公園、家の周辺などの「まちの緑」に満足していますか。 

◆満足している理由 

問 10② 満足している理由 

色々な種類があり、楽しめる。 

住居周辺は緑しかない。 

どこを見ても緑がある。これに関しては住民も満足しているので、文句が全然ない。 

それなりに自然が豊か。 

見た感じが自然なので。 

老朽化を直しているから。 

大きい公園がある。川がある。 

北海道で自然がないとおかしい、あるのがあたりまえ。 

キレイに使用されていると思うから。 

道路に、桜、もみじ、花が植えられているから。 

緑に囲まれている。 

公園は多い方だと思います。 

花、木などバランスよく町内にある。 

緑は多いと思う。 

公園は整備されている感じがする。 

そこそこある。 

ゆめの森など広々とした場所があるため。 

割と手入れをされている。 

緑を意識に街づくりを感じる。 

野生動物が居る。 

ゆめの森公園は良いと思う。 

花が植えられ、木もほどよくあるから。 

公園等がある。 

美しい。 

住まいの近くに、リス等が生息されて自然を感じます。 

良く整備されていると思う。 

素晴らしい自然環境です。 

町の大きさを考えたら、ありすぎるくらいある。町を少し出たら大自然だし。 

林や芝生が目につく所にある。 

空と「みどり」の交流拠点を目指すなら、他の町以上に「緑」を多くしないと特徴が表れない。現状には満足。 

都市と比較して多いと思っている。 

あまり出歩かないが、緑はある方です。 

町内会やシルバー人材センターなど花植えを行っている。ゆめの森公園がある。 

まこと町内会は、緑に囲まれている。 

家の周辺には林があるので、十分緑を感じています。 

植物の多さに満足しているから。 

公園が充実している。 

もともと山の中にある街だから、自然が多いのは当たり前。公園の利用価値を考えた方が良い。 

とっても緑が多いまちだと思う。 

いっぱい「まちの緑」が点在している。 

ほどほどで良いと思う。 

管理が大変だけど、元気な内は環境整備に力を借したい。 

街の中で鳥のさえずりが聞こえる。 

きれいに整備されている。 

ゴミ回収が出来ている。 

丸山公園など、散歩できる施設が町中にある。 

いたる所に緑があるから。 

中山間事業などで花の苗を配られたり。パークゴルフ場などもあり、自然を利用したり感じたりするレジャーなどがあり、良い。 
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家の周辺に緑があります。 

早期（６月上旬）の公共施設周辺の草刈が良いのでは？ 

環境が良い。 

町有林の風倒木の整備と看板の作成、空家の対策により周辺の緑がもっと良くなる。 

森林公園に近い。 

手入れがされていると思います。 

各所管で管理は行っている。 

運動公園はよく利用している。 

美化に参加している。 

減らなければ、現状のままで大丈夫。 

自然環境が良い。 

すべて、町の負担で町の緑を守れるとは思っていない。 

時には力を入れていると感じる時がある。 

特に新築住宅は緑が少ない。 

自然公園などもきれいで美しいと感じている。 

清掃されている。 

自然公園は必要。現状で良し。 

公園内の歩道の定植樹等の手入れが不足に感じる。 

各町内会毎に色々やっている。 

管理が届いてなくても緑があると安らぐ。道路端の花もあると季節を感じられて嬉しい。 

緑が多いなと感じるから。 

年間通して様々な活動、手入れをしてもらっていると思う。 

家から徒歩数分で緑の多い公園に行ける。歩道に花が植えてある。 

ただ、ゴミのポイ捨てやカラスがゴミをつついたりする事が多く大変残念。 

花などが植えてあり、手入れされている。 

防風林に囲まれた街なので、街中の自然は今くらいで充分だと思う。 

無いよりは絶対良い。季節を楽しむことができます。 

中標津町独自の緑を生かした公園が印象に残っているので良いと感じる。 

敷地が広いので、自然が多く満足している。 

今まで住んできたとこの中で一番自然が多い。 

緑は充分にある。 

自然あふれる町ですし、公園も安全面を考慮して整備して頂いているので。 

住んでいる所の近くに小さな公園があるし、少し足をのばせばゆめの森公園があるから。 

季節ごとの花などが楽しめる。 

子どもと行ける公園がいくつもあり、自然も間近で感じられている。 

自然が豊かで多いと感じるので。 

公園があり、家の周囲には緑がたくさんある。家の前にはトリやリスなど野生動物も見られる。 

花や木、ゴミも少なく、キレイにされてると思います。 

緑が多すぎても虫がでるし、良いくらいだと思う。 

キレイにしてくれている人がいるが、通行の邪魔になってる事もある。 

野生の動物が沢山いる。 

道立公園がとても良い。 

道に咲く花はきれい。 

もともと、緑の多い所ですので。 

できればもっと桜の木があればと思う。 

草、木が多くて癒されます。 

自宅は緑豊かです。町内はいつもきれいにシルバーセンターの方々やって下さっていると思います。 

きれいに整えられている。 

緑のない所がない。 

四季を感じる事ができる。 

緑には満足してますが、花が少ないと思います。 

春になると花が道路わきに植えられていて良い。 

ちょうどいい緑があると感じる。 

ゆめの森公園（無料）が有り、子ども達にも良い。 

十分です。 

昔からの公園も変わらずに維持されている。 
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道立公園をはじめ、よく整備されていると思う。 

桜の花や紅葉がある。 

自然豊かだと思います。 

防風林が残されている。 

子ども向けの公園もあって良い。 

自然な花々も良いですね。 

林がある。 

街路灯とか美しいところが多いです。でも植樹帯のところの雑草が気になります。 

周辺の庭などがきれいにされている為。 

大、小公園があり、緑も多いと思う。 

道端の花壇が植え替えられ、いつもきれいに整っている。 

運動公園を毎朝散歩させていただいております。ゴミ１つ落ちてなく大変きれいに整備していただき気持ちが良いです。自然も最高

です！！ 

桜並木や（丸小、Ｎ中周辺）秋のもみじ（病院）が美しい場所がある。 

特に中中、丸小のあたりの桜並み木や道路わきの花などがとてもきれいだと思う。 

鳥の鳴き声が聞こえ、のどかな町。 

運動公園で子ども達がスポーツしている所は最高に手がいき届いていて気持ちのいい所です。その他も気持ちよく見ています。 

とても充実していると思います。 

河川敷きの自然林近くに住んでいるので、まちの緑には大満足です。緑ヶ丘森林、ゆめの森、丸山、運動公園どれもすばらしい施

設だと思います。 

街路樹にはいつも癒されています。 

家の周辺は個人差があり、それぞれ、美意識の差かな？草が生えても気にしない人もいるから。 

大きな都会からみれば、緑はとても濃いと思います。 

公園もあり、子どもの遊びもある。 

それほど大きな樹木はなくて、はりまつ等もなくなり良い。 

美しく手入れされていると思う。 

木が老朽化しているのが心配。 

きれいに整備されている。 

一歩外に出ると緑がいっぱいなので、街の中にお金をかける必要ないのでは？ 

まちがきれいです。 

格子状防風林が素敵！ 

整備された時代からずっと残していく努力が中途半端。新しいものばかりではなく整備をしながら残す。 

道ばたに花などが有る。 

公共の公園や町内会の公園など自然が豊かだと思います。 

町中の自然環境は緑が多く良い。 

もっと緑があっても良い。 

緑豊かなまちだと思う。 

私もボランティアで花を植たり、草とり等して、近所の方に喜んでいただいていると自負してます。 

居住している場所にもよると思うが、付近は緑が多いし満足だが、手入れとなると今ひとつかなと。 

自然が豊かだ。 

道路の水まき、春先の掃除。 

家の周辺は、花等植えてきれいにしていると思う。 

花の街路樹花壇などがあって良い。 

丸山公園等、緑が豊か。 

新規住宅が建っておりますが、自然がまだまだ残っている。 

美しい所も有る。 

定期的に芝刈り等している。 

満足しているが町の花であるエゾリンドウをもっと知って欲しい。 

運動公園に近いので、まちの緑が感じられるから 

もうすこし、手入れをした方がいいのになと思う。 

自然のままが好きです。 

シルバー人材センターの人達が頑張っていると思う。 

公共施設は良いと思う。 

桜の木もあるし、木立もきれいにしている。 

丸山公園の草刈など。 

見晴らしが良いので。 
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公園等はきれいです。 

自分の家の前は清掃してます。 

 

◆満足していない理由 

問 10③ 満足していない理由 

雑然としている。 

緑が少なくなっている感じがする。 

太陽光パネルで景観が失われている。太陽光パネルで失われた景色分。綺麗な場所を作って欲しい。 

丸山公園にダニが多い。犬の散歩に気をつかう。公園の電灯とトイレが古い。 

汚い。 

ソーラーパネルさえなければ．．．．。 

郊外にも公園があってもいいのでは。徒歩圏内に公園がないのであればいいと思う。 

管理されていない緑が多いだけまちなみに緑は少ない。 

空地や空家の草刈り等されていない。 

緑はあっても花は不足しているように感じる。（もっと町花のエゾリンドウを大切にしてもよいと感じる） 

私有地が荒れている所が散見される、行政や町内会で指導してもらいたい。 

樹木の手入れが悪い。 

ゴミ捨て。 

公園の維持管理がいまいち（草刈等）。 

農地拡大や開発行為による防風林や私有林の伐採が大幅に増え、植採が減り、「身近な緑」が減っているため。 

ありきたりな公園、自然破壊してるから。 

丸山公園が整備不足。 

花や緑が少ない。 

緑地帯を公園化してない場所がある。 

小さなゴミが目立つ。 

放置状態。 

公園などはなく、あまり、緑を感じることはない。 

中標津は、だまっていても、自然でいっぱいですが…。道路歩道沿いに花壇スペースを作り、管理を大変にし、お金を掛けていま

す。冬の除雪のことを考えるべき！！ 

目の前にあるが、清掃など見たことがない。 

せっかくの丸山公園をもっと整備してほしい。 

最近、樹林の伐採やソーラーパネルの設置など環境に逆行しているようで危惧する。 

ゆめの森の木道とか何年も使えてないとか、せっかくあるのにもったいない。 

住宅地の木の代採が進んでいる。住宅地の庭に木がなくなっている。鳥も来なくなる。 

もっと自然で美しい。 

河川じきの自然公園がほしい。 

緑が少ない。 

空地、空家の回りが雑草がおいしげっていすぎる。 

公園とかはいった事がないのでわからない。家の周辺道路の草刈等は個人で行なっている。 

物足りない（他に言葉がうかびません）。 

家の周辺の緑など全くない。「汚れてきたない」の一語だ。 

公園などの整備不足。子ども達の遊ぶ姿が少ない。 

町として、どこを「まちの緑」として行きたいのか。 

公園家の周辺の木など枝払していない様に思う。 

落葉が多すぎる。小学校の回り。 

街路樹のマツやトウヒは下から見て緑をかんじない。高くなり過ぎ、電線以上に伸びているツツジや背の低い物、ハイマツは痛いか

ら×。 

公園はあるが、汚い。近くに、コンビニなどない。 

松が邪魔。 

公園がつまらない。 

家の前の道を舗装にしてほしい。 

公園が少ない。 

緑あふれているが、整備されていない部分も見られる。 

多分、シルバー人材センターの方々だと思うが、その方達が植えてくれた花は綺麗だと思うが、「まちの緑」はそこでしか感じない。 

公園のトイレがくもの巣だらけ、以前墓地園に人のうんちがおちていて不快だった。修理されていない遊具がある。 

公園の遊具の定期点検。 
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草刈りの音が煩い。 

町内会によって道路沿いに花等植えていてきれいな場所とそうでない場所の差が。 

公園整備はあまり満足できない。 

あそびにくい。安心して子どもがあそべる地域の公園はほとんどない。 

良く言えば自然だが、悪く言えばただ放置してるだけ。子どもが遊ぶ様な近所に公園がない。 

どんどん切りたおされ、住宅地になっている。 

砂利道でほこりもすごく、アリも家に入ってくる。 

家の回りに子どもが遊ぶ公園がない。 

花壇など少なく、公園やまちに色がないと感じます。 

周りに自然や緑がたくさんあるので市街地はスッキリしている方が好きです。ゆめの森公園や森林公園周辺はとてもいいと思いま

す。 

道路の花壇が、雑草で、自分だけでは手が回らない。自宅の花を植えても広くて苗が足りない。手入れが大変。 

公園が整備されていない所が多い。 

町の部落によっては、きれいな花を植えていますが、そうでない所もある。（予算の関係もあるかも？） 

最近、町内で太陽光パネルの工事が多く見られ、緑が少なくなってきた。 

ゆめの森公園に２度ほど行ったのですが、公園内に何がどこにあるのか標示板があればいいのにと思いました。すでにあるとした

ら、わかりづらいのかもしれません。 

もっと町の特色を出した花や外灯が有ると、町外から来た方達に中標津が伝わると思います。 

緑があると草刈りが必要だし、管理が大変。 

家のそばに交差点があり、その一角で木が大きく成り、大木に成り、その中も木と草が、いっぱいです。一時停止になってますが、

草が１ｍ位に成り、なかなか出て行けず、又、台風の時は木が折れ道路に倒れたり、その木にカラスが巣を作ったりしてます。何と

かしてもらいたいです。 

自分は、農協地区に住んでいるが、この数年、牧草地、山林の木が多く切られているのを見るたびに、木の大切さが、考えられず、

なくなっているようだ。 

家の近くに「まちの緑」はない 

町中に元森林公園みどりの館、゛木工芸館゛と２Ｆ゛町吹゛練習場？管理人おいて、掃除して利用してもらいたいです。 

林、森林が昔と比べるとあまりにも開け過ぎて畑が多くなり、土埃が立つ様になってしまった。酪農にとっては飼料（餌）が大切であ

る。ある程度は植林も必要性を感じる。うちの周辺に植樹中。 

バイパス道の花を植えている所、草がぼうぼうの中にさみしい花、予算がないなら花なしで草をしっかり刈ってきれいにする。 

太陽光パネルが増えて来た。 

道路舗道の花を全体にやってあればキレイだと思う。 

緑がない。 

住宅周辺に緑地等が殆んどない。 

目の盾がない実感を日頃感じている。 

近くに公園がないので！！ 

都会から来た人が言うには街中に緑が少ない。東京の方がある。 

公園等の休憩場所確保。 

今は、道路や家の周辺を気をつけて清掃するという人々は少なくなっています。 

空家、空地が多く雑草が伸び放題で虫が多い。 

公園の手入れが悪く、見通しが悪い。 

草が長くなるといらいらする。 

春に花を植えてきれいになっているが、その後は周りに雑草が伸び放題になっている方が多い。歩道横に低い松を植えてあるが、

見通しが悪く、歩くにも車を運転するのも危険である。松の手入れをしているが、刈込が少ない。自然なので、管理は大変と思う

が？北大通り西町役場行くところの交差点が特にひどい。春は雪解けでいつまでも水が溜まっている。排水除雪をして下さい。 

ゴミだらけ（ポイ捨てが多い）。 

町内のメインに緑がもっとあったらいいと思う。 

手入れ感がない。 

近ごろ木も切られ、自然林が少なくなり、淋しくなっていきます。 

花壇に生えてる草は、どの町よりも汚い！ウォーキング等、散策道が必要！！ 

道路の横の松が車出る時に伸びすぎて見えなく危ない。 

町立病院周辺の木立が多くて、虫がこわいので外にでかけられない。 

丸山公園が汚い。暗くて、怖い。 

公園の遊具の手入れがいまいち。 

うちの近所には公園がない。 

満足出来る理由がわからない。 

道路等、松は植えないで花を植えたほうが良い。どこの松を見ても管理されていない。 

公園の維持管理をして下さい。 



25 

問 10③ 満足していない理由 

空家処理を。 

道路わきの松の植え込みがのびすぎたり、交差点の見通しが悪い。 

歩道にある花壇の整備を町内会に一任されるといいと思う。ＴＥＬした時に町でしますからと言ってなにも植ていない。 

草刈をもっと多く。 

空きかん、びん等のポイすてが目立ち、利用者のマナー不足？ 

公園周辺が整備されていない。 

道路が砂利道で、下水も穴あき状態です。 

町の公園を見ると定期的に決られた時期に草刈りをしている現状、特にタンポポが咲く時期に刈らないので、種が周囲に飛んでタン

ポポ広場になっている現場を見て指示願いたい。 

人が少ない。 

変なにおいがする日が多い。 

公園用地はあるが、公園の用がなされていない。 

道住周辺、道の施設（公宅？）など、草がボーボーに生え放題。見にくい。 

 

 

問11 公共交通（バス）を利用して、便利に暮らすことができると感じますか。 

◆そう感じる理由 

問 11② そう感じる理由 

車を使わないといけない場所、町外、山奥等の改善が出来れば便利になると思います。 

学生時代以降使ってないですが、安くて、バス停も多く便利。 

老人には良いと思う。 

年配の方子ども達が、利用しているため。 

使わないからわからないが必要と思う。 

循環バスがあるから。 

バスを使用した事はないが、近くにバス停ある。 

意外と公共交通が充実している。 

自分は、利用した事が無いですが、利用している人を見かけるので。 

町内をくまなくバスが走っているので便利。 

いつもすれ違うため、おおいに活用されている気がする。 

自動車の運転ができなくなった頃に、公共の手段があるのは確かに便利だと思う。 

無理だけど、もっと遠くまで停留所等が欲しい所がありました。 

利用者がいる。 

高齢者の方には無料で利用できる様考えた方が良い。路線図の変更も定期的に行った方が良い。 

自分は、使わないが、使っている人がいるので。 

自家用車で移動しているので、実際にはわからないが、街でバスをよく見かけるので。停留所を見ると、本数が少ないが。 

必要な施設経由を中心に運行している。 

郡部では、老人世帯など病院や買物に行くのも大変。車の免許を返したらどうすればいいのでしょうか。不安。 

今はあまり公共交通を利用していないけれど、便利だと感じている。 

車で行動しているので、バスを利用することはないが、バスは良く走っているのを見かけるので（客は少ないが）。 

時間体は別として、走行ルートがいい。 

冬期間も、国・道と連携を取り、孤立、孤独死がなくＯＫかと思う。 

自家用車のない高齢者には高都合。 

免許返納した時にバスを利用するので、移動に不便を感じないと思います。 

自家用で出るのが多いから。 

利用した事がない。 

高齢者が多くなり、公共交通の利用者が大事になると思います。 

住宅専用地にバスが運行されるようになったから。 

位置的に３路線バスを上手に利用出来る。 

定期バスが走っているので良い。 

祖母がよく利用しているため、車がない人の交通手段として必要だと思う。 

公共交通を利用しないので、分からない。 

バスをもっと増やしたらもっといい。 

身体の不自由な人（お年寄り等）にはバスに乗ってもらいたい。 

自家用車ばかり利用するけれど、バスがたくさん乗れる様（バス停、時刻）であれば利用していきたいので。 

今は車で生活できているが、子どもが通学で利用したり、車を手離したあともなんとか生活できそう。 
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もっと本数を増やすと、お年寄りの免許返納が増えると思う。 

あまり乗ったことは無いけれど、病院やお店の近くに止まるので。 

年をとって、車の運転に不定を感じたら、バスを利用する。 

まだあまり利用していないので、あまりわからないのが現実。 

バスの利用している人を見かけるから、でも年配の方は、大変だと思います。買い物しても持って行く事も（いっぱい）出来ず、バス

時間を待ったり、（自由）に出来ないと思います。又、言葉の不自由な方もいます。 

私は車を持っているためあまり利用しませんが、車を手放した場合はバスを利用して生活をしていこうと考えております。 

乗った事はないが、時々バスとすれ違う時、ほんの何人かしか乗ってないが、その人にすれば良いと思う。 

町内はバス利用可能だと思いますが、郡部はなかなか難しいです。走らせても利用者は少ないと思いますが。 

循環バスの本数と停留所がもう少しあれば良いと思います。 

利用していないのでよくわからない。 

まだ利用した事がないからわからないが、知人は冬は停留場は自分で雪かきしないと乗るのが大変とか。 

家の前にバス停がある。 

だいたい時刻表に近い時間にバスが来る。 

現在利用している。 

車を運転出来なくなったら、バス等を利用するしかない。 

今は利用していないので、たぶん便利なのではないか。 

車の免許のない方には、便利になると思います。 

自家用車ですので、バスは利用していませんが、免許を返納した場合、利用すると思いますので、あるとありがたいです。 

今は運転を出来るが、何年かしてダメ！になった時、今は定期的に釧路に通院しているので、そのうち、バスを利用すると思う。 

将来、高齢者、学生の便利なバス利用で元気な高齢者たち。（クーポン、商店からの割引など）低理コースが便利になりました。 

病院、東武などにとまるので！ 

車の運転ができないから。 

上りで行って、下りで買物して、バスで帰って来られるので。 

今の所自家用車ですので…。 

今は自転車、あるいは歩く、夫の運転。これからはバスになると思っています。 

市街地を循回するバスの存在。 

一日中家に居るより、時々出かけるのも、運動等のたしになるのではないか。 

町のバスが近くを通るようになった 

公共交通がよければ便利。 

自分の居拠では感じている。 

車を運転しない人にとっては大切な足代わりだから。 

町内バスなどが充実しているように思うが、利用が少ないように感じる。 

釧路の往復するバスの代金が高い（料金の補助が必要）。 

利用する事がないので、よくわからないけど、利用者の方は、便利だと聞いているが。仕事で使う方は、土・日の不便を感じているよ

うです。 

今は車で移動してますが、そのうちバスを利用するかも。 

バスがないと病院へ行くのも大変になるからです。 

実際に利用した事がないのでわからない。 

まだ便数不足。 

停留所が近い（バス）。 

夏期間最高ですが、冬期間が大変停留所が雪で大変な時があるが、午後なんらかの対応を願いたい。 

バスの路線道路を増してほしい。例えばＰＧ、ゆめ森、体育館前、プール前等。 

 

◆そう感じない理由 

問 11③ そう感じない理由 

ほとんど利用しない。 

バスの本数が少なすぎる。 

行くところが限られるから。 

高齢者の方が利用することが多いと思うが、高いと言う人がいる。もっと気軽に利用できれば便利だと思う。 

土、日祝日は、行きのバスはいいが、帰りのバスがほとんどない、平日は、昼すぎの便がない。 

バスの本数が少ないのと経由地が多いので、時間がかかる。料金は妥当と感じる。運転免許返納者にはバスのチケットやタクシー

利用券を与えるべきだ。 

無料の循環バスを土日にしてほしい。 

不便に思っている。 

町の循環を増やした方が高齢者にとってもっと便利でいいと思う。 
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バスとバスの間の間かくが開きすぎ（利用者が少ないのはわかるが使おうと思わない）。 

電車がない割には、バスの一日の本数が少ない。 

生活のリズムと合わない。 

スクールバスも含まれるので、あればものすごく不便に感じる。 

必要性を感じていない。 

活動距離と時間用途が田舎由都会感覚と異なる。 

赤字補填の中での運行では、利用者、バス会社双方のモチベーションが生まれない。その結果、簡単に減便にするが、増便はでき

ない。 

自家用車中心。 

便数の少なさ。停車場があまり良くない。 

便数が多くなく、利便性が低い、バス交通に利用する限界を感じる。 

ほとんど見かけないコース、時間間かくあり。実用的ではないと思う。⇒商業施設間の循環バスなどあると良いと思う。 

ほぼ利用しないが、周りの車は、バスをもっと優先させるよう指導するべき。対向車のせいで右左折時に通過しずらそう。 

３０年前に比べ、バスの本数がだいぶ減った。 

時間も本数ももう少し考えて欲しい。 

釧路行以外に使用歴がないため。 

町と町を移動する為のバスというイメージ。町内を回送する無人のバスぐらいの物がないとバスで便利にとは考えられない。 

バス停の位置が判りずらい。目立つ色や大きさが良いと思う。 

間隔があきすぎている。 

乗っていないのでわからないが、高齢者等には電子マネーカードを発行してバスを乗りやすくするなど。 

車を利用しているので、今はそう感じない。 

自家用車を所有していないと不便。 

こまわりくんでも導入するか、ハイエースみたいなので回ればどうかなあ。 

そう感じないというか、バスを利用したことがないので、わからないです。車を使っているので、バスの時刻表もさらっとしか見ていな

いので。 

便数が少なく、時間が限定される。 

バス停が近くにない。バス時間が合わない。 

公共交通の不足。 

この便数では、生活できるレベルにない。両親もこの使い勝手の悪さから高齢となっても車を離せないでいる。 

ほぼ無理。歩かなければ住めない。 

もう少し、ルートや頻度が多ければいいと思う。 

路線やダイヤが不便。どこに行くにも時間がものすごくかかるので使わない。 

今後、免許返納者対策でタクシー券を配ってほしい。 

バス路線の変更により、停留所が遠くなった。 

運用の方法にもよるが、あまり期待していない。 

やむを得ないが便数が少なく、町内バス通勤では使えない。 

町の北、東、西側のバスは見ております。南側はない。 

公共交通を利用した経験がない。 

町内は何とかなるとしても、釧路に出るとかなると車を使わないと身動きが出きない。 

どのくらいの人が公共のバスを利用しているのでしょうか。 

人口密度が低いので難しい。 

間隔が長いため不便。 

車が必要。 

市内バスの本数が少くなすぎて、免許を返納できない。 

高齢者がバス利用できない。 

時間的に本数が足りないし、バスの利用など考えられないほど粗末だ。 

高齢化社会の今、現在のバスの回り方、回数ではとても便利に暮せるとは言えないと思う。 

せめて雨．風をしのぐ囲いでもあれば（郊外地）。 

バスの乗り場が遠い。免許を返納すると大変です。少なくとも町内でのタクシー代ぐらいで郡部も乗れるぐらい町で考えて下されば

良いと思う。 

バスの利用（止まる場所を増やしてほしい）。 

高齢化が進み、免許の返戻が増加すると公共交通の必要度増す。 

本数が少ないと思う。増やすことによって便利になると思う。 

家横を通るバスをいつも見ているが、乗っている人があまりにも少ない。冬のバス停の除雪。だれもやっていない高齢者雪で狭くな

った車道で乗降り。 

ＩＣカード対応していないので。 
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バス路線が限定的すぎる。最寄のバス停が遠すぎる。 

便利に利用するならもっと増便すべき。 

開陽台行きバスなし。時間が少ない（バスが少ない）。 

バスを使用しないのでよくわからない。時刻表など配布してほしい。車が無くてもいいくらい便があれば良いと思う。 

市内循環線がとても利用しにくい。札幌や釧路に向かう高速バスもあまり使いやすい交通網だと思えない。（あまり利用したいと思

わない。使いにくい噂を聞きました。） 

年を重ねた時に免許を返納したいなと思っていますが、バスだけで生活するとなると明らかに不便なので。 

自宅からバス停が遠く現実的ではない。 

本数が少なかったり、乗り継ぎで街の隅々まで動けない。 

毎日使うなら子ども、老人にはかなり安くして時間も町内から少し離れた所に住んでいるから街灯もない、子どもを育てる環境があ

まりない。 

走っている本数が少ないのと、停留所が遠い。買い物で利用したくても、家までの距離を考えたら、大した量は買えない。特にご年

輩の方の利用が多いと思うので、尚更大変だと思う。免許返納が騒がれているが、田舎は特にこの問題は難しいと思う。バスの利

用がもっと便利にならないと年金で生活している方がタクシーをたくさん使うとは思えないので、返納も決断出来ないのでは？中標

津は田舎でも返納率が高い町になって欲しいと思うので、公共交通はもっと便利にすべき。その為の問題点を早く解決しないといけ

ない。 

バスはあまり機能していないのでは（病院や最低限の場所間の運行のみで便利とは言えない）。 

乗り合いタクシーの方が便利。 

平日、土日共に同じ時刻で走ってほしい。 

計根別だと本数がない。料金が高い。 

町の体育館に行くバスを増やしてほしい（子どものスポーツクラブ）。 

バスがもう少し多くいろいろな所を走ってほしい。 

年配になったらバス、タクシー利用と考えると暮らしにくい感じがします。 

常に自家用車なので。 

町内は便利だけど、釧路に行くバスがトイレに入れない、行けないお年寄りが困っていた。 

現在は、バスを利用する必要のない生活をしているが、いざバスでの生活になった場合は便数等不便を感じると思う。 

休日は運休、とか、車が運転できないようになったら住みつづけられないかも。 

マイカー利用がほとんど。バスを見かけるが乗客があまり乗っていない。 

本数が少なすぎるし、ルートも少ない。一回の運行で乗る人が少ないのであればバスを小型にしてコストカットできると思う。 

今は車を利用して、仕事に行ったりバスを利用しない。 

本数が少ないので自分が年老いた時には、不便になるのではと思います。よくお年寄りがバス停で座りこんで待っているのを目にし

ます。冬は特に大変だと思います。 

ひと筆書きでルートが組まれており、居住地から中心市街までの時間がかかりすぎる。 

バスを利用したことがないし、本数が少ない。バスより、ワンボックスの車を使用した方がいいと思います。→あまり人が乗っていな

いため。 

バスの本数、釧路までの利便性。 

福祉、タクシーを利用しやすくしてほしい。 

釧路に行ってからの他の街に行くので面倒。 

バスをあまり見かけない。 

市街地しかバスは通っていない。 

市街地にいると、そう思いますが、町全体を思うと、人口と面積の関係が気になります。 

住宅地より１０分以上歩くバス停があるため。 

郊外の商店に行くのにバス停まで遠いです。 

頻繁に出ていないし、バス停に屋根やイスもない為、風や雨、雪の日等、バス停に立つのが辛いかと…。 

釧路便、以外使ったことがないので、不明。 

バスは１日に何本運行してますか？すぐ近くをバスで行くとなると１周しないと行けないのでは？路線もわからないです。 

コミュニティバスがあるといいと思います。小さめのバスで良い。 

車しか利用してこなかったもので想像することがむずかしいです。 

町のバスは、中心街しか走らないので、もう少し範囲を広げてほしいです。 

乗る人が少なく、仕方ないのだろうけれど、本数が少ない。 

便数があまりにも少なすぎる。敬老バスの復活（免許書返納とのかかわり）。 

自家用車に慣れてしまっているので、バスは不便に感じてしまう。 

無駄に大きなバスは必要ない。利用者は少ない。何年か前に冬に釧路まで乗った時大きなバスに客は４～５人、なのに暖房がしっ

かりかけ暑くてコートを脱いでも汗だくだった。 

大型でガラガラのバスより小型でいろいろいける（行き先）方が良い。１時間に一本より１周するにまちを一回りする必要はあるの

か。 

バス停までの移動がたいへんと感じます。本数も少ないので利用しにくい。高齢者の運転免許返納を促す意味でもタクシー等の准
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公共交通的な利用の方法を検討してほしいです。循環バスの本数を増やすのは限界があると思うので現実的ではないと感じます。 

バスの本数が少ないうえ、釧路行き、標茶行きなどのバス時刻が全便、ほとんど同じ時間のため、不便です。 

バスの便数が少ない。目的の場所に行けない。 

バス停が遠い所にある。郊外路線に乗ったことがあるが、１人も乗降者いなかった。 

利便性は悪いと思う（本数が少ない）。 

今後更に高齢になった時、充実を求める。 

将来、車を手放した時は、バスの回数が少なすぎると感じている。 

バスに乗ったことがない。車を運転できなくなったら、バスより、タクシーを利用することが多くなるはず。町から割引券があれば助か

ると思います。 

今は車があるが、高齢になって乗れなくなると不安である。有料化も良いが安くしてほしい。 

バス代が高く、便数が少ない。 

公共交通のバス停まで２．５ｋｍ歩かなければならず、免許証返納後の生活が不安です。 

町バスは走ってはいるが、時間が全く合わず、もし利用したとしても乗りつぎが上手くいかない、又、帰りの時間もあまりにも間があ

り過ぎのではないかと（自家用車の方が便利さを感じる今のところはいいが…）。 

バス乗り場まで徒歩で今５分高齢になったら１０分かかるかな。買い物は重くて無理だと思う。 

車で今は運転できるが、年令いけば必要になるかもしれない。 

運行経路だけで済まないで、時間も合わない。 

市街地は公共交通の便は良いと思うが、郡部の公共機関の便をもっと良くしてほしい。 

高齢者の利便性をもっと考えてほしい。早くを望みます。 

今の居住地が郡部だから。 

年寄りだと、バス停が遠く大変。 

バス停まで遠いので、もう少し、小まやかなバス路線があるといい。 

群部に住んでいるので、バスを利用したことがない。車に乗れなくなったら、心配。 

便が少ない。循環場所が限定されている。 

停留所まで遠く、足が悪く歩けないし時間帯が合わない。下車する所が少ない。 

重い買物等持ってバス移動はきつい。 

バス停までの距離が遠かったり、目的地まで時間がかかったり決して便利とはいえない。 

バス停を見直してほしい。東武に停車するバスとしないバスがある。冬はローソンの前でバス待ちできない。 

バスは利用してませんが、免許返納した場合の老人の交通は心配をしています。 

停留所が離れており、あまり利用しない？ 

病院へ行くにも町内バスが合わない。通らない。バスターミナルまで行って乗らなければならない。 

今は自家用車に乗っているので不便を感じないが、バスを利用している人の話を聞くと病院に行く時間帯と回ってくる回数、止る場

所（回ってこない）等。 

バスも小型のを活用し、もっと高齢者にやさしい交通にしてほしい。 

予算の関係もあるかもしれないけど、目的地まで時間がかかる。特に通院で利用するのは大変かも知れません。 

１ヶ所に行くのにあちこちまわるので、すごい時間がかかる。免許を返納したら買物等に困る。 

町内バスは便数、コースが良くなく利用出来ない。（時間が合わない） 

そうなることが理想ですが、年老いた者には、無理かなと。 

高齢者対応が出来ていない。 

バスの便数が少ないので、免許を返すのをためらってしまう。団塊の世代が老いたら考えて欲しい。 

土日運休を除くと一日に３本しかないので非常に不便です。 

今のところバスを利用する機会はありませんが、いつかの時を考えると時間とか路線が少ない。 

町中は良いが外は年を取ったら大変だと思う。 

本数が少ないので、時間をうまく使えないから。 

１路線には限界があると思う。 

免許返納した方へのメリットが全くない町だと思う。 

利用している人が、もう少し便を多くして欲しいと話していた。 

本数が少すぎ。（乗る人もいないので仕方ないとは思いますが） 

バスの便が少ない。バス停の増加希望。車のない人が不便である。 

バスのアクセス悪すぎる。停留所もわかりにくい。 

バスが通らない。バス停まで遠く、高齢の方は大変な所が多い。 

免許がない人。車がない人には買い物すら大変である。バスは使えない人達に人が多いと思う。 

今はマイカーがあるからいいけど、車を手離した後の交通弁が不便。 

バスの利用者をさらに細かく聞き取り、欲している人のみへの公共交通体系を考えた方がよい。 

バス利用している人数を調査し、現状を把握して、対策を考えてほしい。 

路線みてたら、便利とは（バスストップも）思えない。 
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利用する人は学生か高齢者だと思いますが、利用したい時間帯の本数が少ない町のバスは自由乗降にしてもらいたい。コミュニテ

ィバスにしてもらいたい。 

乗り合いハイヤーにして下さい。 

公共共通（バス）の便数が少なく、年を取って運転免許を返納した場合、活動範囲が狭まり、孤独感が大。 

バスの走る回数があまりない。 

今現在は自家用を利用できますが、そろそろ免許証の返納もしなければと思ってますので、そのときはお願い致します。 

 

 

問12 中標津空港利用の利便性に満足していますか。 

◆満足している理由 

問 12② 満足している理由 

必要最低限のものはある。 

出張や、私用で、利用するから。（釧路だと遠い為） 

便は少ないがあると便利。 

あまり空港を利用したことがないが、近くに空港がないので便利だと思う。 

使ったことがないけど、問題なさそう。 

あるだけでありがたいです。高いけど。 

道内、道外に出るには便利。ただし、町が全力で支援すべき赤字が続いて、潰れれば中標津にはいたくない。 

羽田便があるのは便利。中部空港か小牧空港便があるともっとよい。 

空港があるだけで良い。 

町から近い。 

町内にあって便利。 

帰郷の際によく使ってます。あるのとないとでは違う。 

便数が少ない以外良い。 

空港があるだけ、便利だと思う。 

近いので便利。 

札幌、東京行きがあるから。 

千歳空港により、乗り継ぎが可能。しかし、千歳空港での発着にはローカルとして疎外感有。 

便数が増えるに越したことはないが、あるだけでありがたい。駐車場が無料なのも嬉しい。 

特に不満はなし。 

満足しているが、ピーチを入れてほしい気持ちもある。 

空港駐車場が無料なのが最高。東京へもう一便欲しいが…。 

駐車場が無料。 

車で１５分近くにあり、駐車場無料は助かる。 

町から近い場所にある。本数もまずまずある。 

中心街から近い。 

利用客が多いと思う。 

札幌便が３便ある。東京便も朝早い便がほしい。 

自分も旅行のため利用するし、街から近く利便性がかなり良い。 

冬季の不出航以外はよくやっているので。 

チケットが少し高いけれど。 

家（自宅）から２０分で飛行場は自分もお客さんも便利。 

便数が少なくて使いやすい。関西方面には行きたいね。 

主要都市への航路が確保できている。 

町からの近さ。駐車料金がかからないところ。 

街の中に空港があるというのは大変便利。 

釧路まで、行かなくてもいいから。 

イベントの景品に航空券を付けるとか、ふるさと納税者への返礼品に付けるとか、色々考えて下さい。 

空港が近く満足している。増便がされればなお良い。 

利便性は良いが、一社独占のため代金が高い。 

便数や路線がもっとあれば良い。 

子ども達が町外にいるので、良く利用する。空港が近くで良い。 

丘珠に降りたり出発できたらもっといいこともあると思う。 

中標津に空港があり、札幌等にも空港を利用していけるので満足している。 

自宅から１０分少々で行ける。 
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問 12② 満足している理由 

札幌便については満足です。東京便は夕方到着なので不便です。ＬＣＣを誘致して空港の利用促進を進めてはどうでしょう（観光客

の増加につながるのでは？）。 

地方空港の中では、良いと感じる。特に千歳空港になって利便性が良くなった。 

近くて、便数もまあいい。 

チャータ便等増やして欲しい。 

本気度もチャーター便で満足している。駐機の長い時に遊覧飛行は大変良い考えである。 

本州等への旅に大変便利。 

田舎の空港としてはこんなものだろうと思う。 

移動に便利なこと。 

時間的に少し我慢すれば全国に通じます。 

便を増やしてほしい。 

現状通りで良いと思う。 

空港まで距離が近い。 

あまり利用はしていないが、不便差の話も聞いた事がないから。 

年間利用回数２～３回なので、不便を感じないが、便数増えると利用回数も増えると思う。 

中標津町の人口とあわせたら、ちょうどいいんじゃないかな。 

東京札幌に出掛けるのに、便利であるので満足である。 

市街に近い空港であることに満足している。 

近いので、すぐに実家へ帰れる。 

新千歳・東京の直行便があるから。 

実家に帰る時によく利用するから。 

アクセス時間がさほどかからず便利だと思う。町外からくる人々も近くて良いよねとよく話してくれる。 

街からあんなに近い空港は他にない！ 

あまり行く機会がないが、空港がある事が便利。 

町に空港があるのはとても楽。 

町から空港が近いが値段が高い。ＬＣＣが入ったら、嬉しいが…無理ですよね。 

羽田行きを増便してほしい。 

他の空港と比べて、街が近い。 

わざわざ他町まで行かなくて済むところです。 

便少ないが空港がないよりは良い。 

町からのアクセスが良く便利だと思います。 

小さな街だが、市街地からも近く期限限定ながらも海外など就航もあり努力されている様子が感じられる。 

羽田便が１日１回なのが少し不便。 

利用者数に見当った規模だと思うし、市街地からの距離もちょうど良いと思う。 

便利と思う。ありがたい。 

これほど市街地が近い空港はないが、便数が少なく競合もないので価格の面では少し…。 

駐車に不便はない、便や利用できる他の空港は少ないが、最低限の目的は達せられる。 

市街地から近いのは強味だと思う。ＬＣＣが就航すればさらに良いと思う。 

建物もキレイでイベントもされていて、あとは、不定期でもいいので「どこか」への直行便とかあると、うれしい。 

今の運航本数で大丈夫。 

札幌便が便利。 

便が少ない分、騒音もそんなに感じないので。 

札幌と羽田をつなげてくれるのは大変ありがたい！ 

町から近い。駐車場無料がうれしい。 

近くに空港があるので、便利だと思います。でも、時間などの関係で別の空港を利用する事もあると思います。 

発着の時間の問題。近くにある安心はあります。 

田舎のわりに、便利。 

駐車場が広く無料。千歳、羽田へ直行できる。 

親族の帰省や、自分が出掛ける時など、タクシーが利用できる距離なのが良い。 

年１回の利用だが、空港があって良かったと思う！ 

車で１０分くらいで行けるので。 

あるのはありがたいが高額！！ 

無いと困る。 

羽田、千歳と便利ですが、羽田の時間帯に出張があるので気になります。 

出張がある方は、特に便利。一人旅の方にも。 

羽田直行、千歳片道３便あり、乗り継ぎすると関西、中部へもすんなりと行ける。 
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問 12② 満足している理由 

町中心部から近く、駐車場も無料で使える為。 

娘が札幌にいるため、毎回利用させていただいてます。 

東京便、無くさないで下さい。 

新千歳３便ありがたい。 

丘珠空港便復活希望！ 

ピーチ…残念でしたね。 

空港まで市街地から近い。空港の駐車料金が無料。 

駐車料金がかからないし、町から空港が近いので満足している。 

親の介護で札幌に行くことが多いが、飛行機があるのでとても便利である。 

東京便の出発時刻をもう少し早くして乗り継ぎができるようになるといいです。 

混むことが少ないのでスムーズ。駐車場が近いこと。 

東京便の増便、他都市との航路があると良い．．．。ＡＮＡ以外の航空会社も入って来て欲しい。 

街から近いので良いが、本数が少ない。直行便が外にもあれば？ 

空港が近く、施設もきれい。レストランも再開。 

札幌行、３便、羽田行あり、街からも近いし便利です。利用しています。 

ＪＲを利用する場合は釧路まで…。遠いですね。空港が身近にあって、とてもありがたいです。 

中標津～羽田間を年に何回か利用するので。 

市街地から近く便利だが、東京便の発着時間が良くなく、釧路発着便を仕方なく利用している。 

羽田便があるから。 

空港が近いので良好。 

こんなにと言うくらい、空港が近い所にあるのが魅力である。３０分あれば空港に。しいて言えば丘珠行があった時は札幌へはすご

く便利さがあったと思う。 

東京便に何回も利用。子どもが苫小牧なので、千歳便も大変助かる。 

急ぎの時に利用できるから。 

札幌に行く時は便利だけど、本州に行く時などは羽田便に二便なので、ちょっと不便。 

東京に１便でも飛んでいるから。 

中央に直便があるから。 

（欲を言えば…）東京・札幌以外の便があると助かる（仙台など）。 

５分で空港に行けるなんて贅沢ですよね。感謝してます。 

１５分足らずで空港まで行ける町なんてそうない。ただ丘珠発着便がないのは不便。 

空港があるので、道外の人との交流に利便性があると思う。 

便数がある程度ある。千歳空港はアクセスは良いが市内から遠いので丘珠便も欲しい。 

丘珠がないのが残念。 

小さい空港なのでさほど歩かなくて済む。 

こんな小さな町にいるのに、札幌や東京へすぐ行けるのは良いこと。補助金のかかる事だが空港路線はなくしてはいけない！ 

便数も多いし、東京直行便がある。 

利用者が少ないから利用者に合わせて一番良い状態なのでは。 

できれば東京便を午前中にあればと思いますが。 

羽田便を午前と午後２便あると便利です。 

札幌から月１で通っているので安く利用してる（７５割引）。 

空港までの距離が近いのが最大の満足。 

札幌の行き帰りにとても便利。 

街に近く、自由に停められる駐車場がある。 

札幌や東京便の運航がある。 

 

◆満足していない理由 

問 12③ 満足していない理由 

便が少ない。 

本数が少ない。目的地が少ない。料金が高い。 

あまり利用していないから。 

利用した事がない。 

もう少し増えればいいなと思っている。 

町に近くて良いが、価格が全てである。 

到着先を増やしてほしい。 

便数少ない。行ける空港が少ない。空港から街へのアクセス悪い。 

運賃が高い。 
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問 12③ 満足していない理由 

発着便の時間が少ない。 

東京行きが夕方。釧路に行く方が多い。 

東京方面は乗り換えが大変。 

千歳、東京以外にどこかほしい。 

午前中の羽田行きがない。 

サービスがあまり良くない。 

便のつなぎが悪い。 

主要空港との料金の差がありすぎ。 

年に何回か他の都市や海外便があれば良いと思う。 

１便でも丘珠便があると格段に利便性は向上する。 

ＡＮＡ以外の運航を望む。飛行機を使う以外に魅力的なテナントがない。 

千歳空港のように空路以外の利用方法（温泉等）の活用を考んがえては？ 

利用したことは無いがＡＮＡしかないので高いと思う。東京⇔札幌５，０００円の時代。 

空港があっても高くて使えない。 

西日本方面への直通便がない。 

近くにある事はうれしいが東京便が東京に着くと夜になるし、東京を朝に発つため着いた日と帰る日は何もできない。 

運賃が高い。便数が少ない。ＡＮＡのみである。 

東京便は午前に出発出来る時間帯にしてほしい。 

羽田便が１便しかなく不便。空港までの距離は良い。 

ＬＣＣ。 

中標津発、札幌／東京／大阪／九州着の便が充実したら嬉しい。駐車場無料は今後も続けてほしい。 

新千歳便も羽田便も少し少ないのでは？と感じました。（便でほぼ満席というのが多いと感じた為。） 

便が選べず、ＬＣＣもないので価格が高い。（しょうがないのかもしれませんが、なんとかしてほしい） 

本数が少ない。航空会社が少ない。空港までの移動手段が少ない（バスが少ない）。 

札幌、東京から他へ行く時１日分余分を取らなければならないから。 

もう少し空港利用以外の人にも足を運ぶきっかけを作ってほしい。 

丘珠空港発着の便を作ってほしい。 

便数が少なすぎるのと羽田と札幌しかない。 

空港を利用しない。しても釧路空港他にすると思います。空港内のお店にも行きたいと思いません。 

直行便少なすぎる。わざわざ釧路まで行くか夜行バスで札幌まで行ってからしか利用できない。時間的に。 

便数を増やしてほしい。 

空港をもう少し行って楽しい場所になればいい。 

東京への往復で２泊移動に使うので、有給をとって遠出したくてももったいない。 

東京他の空航への行き来、充実、便数も少ない。 

とにかく高すぎる。２ヶ月半前予約じゃないと高すぎるし便も少なすぎて使えない。 

札幌、羽田便しかない。 

出発、到着が悪すぎる。 

１度も利用していない。（フライト）ＬＣＣに期待している。ピーチ釧路を利用している。 

本数が少ないし、ＬＣＣなどの会社を導入してほしい。釧路から乗った方がお得。 

道内・道外への便数と飛ばない事が多いかも。 

関西便がない。ＬＣＣの利用ができない。 

羽田便の時間帯が悪すぎます。どこかに行くにも１日が潰れてしまいます。残念ながら釧路空港を利用しています。 

唯一丘珠便が無くなったこと。 

便が少ない（中標津⇔羽田）。どこにいくのにも昼からの便だと着くのは夕方、結局１日もったいないので早い便という事で釧路を利

用する事になってしまいます。 

便（羽田）の時間を午前にしてほしい。 

早い時間に東京に着く便があると良い。中部空港行きがあってほしい。 

東京の直行便が夕方では何も出来ない。せめて、午前中だったらわざわざ釧路から乗る事はないのに残念。 

東京までの便が、早いのがあるといいと思うのですが．．．。 

将来、地元中標津空港利用が多くなると思うので、期待している。 

満足していない。 

東京直行便の便数が少ない 

車の駐車が問題かな？ 

丘珠便が出来ると良い。 

空港までの交通便不足。羽田便は、一便では不足 

丘珠にも月１回でも有ると便利。千歳から札幌は遠いため。 
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問 12③ 満足していない理由 

１便でも丘珠にお願いしたいです。 

道内３便もあるのだから、１便だけで良いから丘珠行くのがあると、年寄には便利だと思う。 

航空券の値段が高すぎる。子ども、孫などがなかなか来れない。 

丘珠空港がいい。 

料金が高い。町の補助が必要。 

満席が多過ぎる。運賃が高い。 

空港設備が貧弱である。駐車場無料は大変良いと思う。 

東京便の時間帯が悪い。昔のように２便になれば。 

利用した事がないのでよくわからない。 

自分は飛行機には乗らないが、友人・知人を迎えに行く事が多い。 

丘珠空港便が無いのが非常に不便。 

関空にアクセスしたい。 

 

 

問14 安定して水道水が利用できていると感じますか。 

◆そう感じる理由 

問 14② そう感じる理由 

水が出るから。 

今のところ、水を飲んで病気になっていないから。 

値段以外問題ない。 

普通に利用できているので。 

止まったことがない。 

おいしくないと思っていない。 

普通においしいです。 

昨年の地震による停電でも断水しなかったので。 

水道を使えない時はないから。 

安全においしく飲めているから。 

昨年９月の停電時でも、使えていたから。 

困ったことがない。 

料金が高いが…。 

都会の水よりはおいしい。 

牛が自由に飲めている。 

道東の水は、きれいなため。 

止まることがない。清浄。 

時に不便感じないが、地区により上下水道の問題はよく聞く。 

きれい。 

水道水で不便を感じた事が無い。 

断水等のトラブルもないので。 

月額に変動がほぼないため。 

安定している。 

いつもおいしい水です。 

使用していて水圧が低いと感じた事がない。 

上流部に位置するため水圧、水量とも満足しているため。 

水道口から水が出ないという事がないから。 

普通に利用出来ているから。 

満足です。 

春に少し塩素が強く感じるが、これも仕方がない事でしょう。 

不便を感じたのは１度しかなかった。→断水後、油くさい水が、しばらく出た。 

中標津町の水はとってもおいしい。 

今のところ大丈夫じゃないかと…。 

冷たい。 

安定して水道水を利用している。 

おいしい水が安心して飲めています。※但し、古くなった本管の更新を順次願います。 

営農用水として仕事に使っている。ありがたい。 

常に良質の水が配給されていて不便を感じた事がない 
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問 14② そう感じる理由 

おいしい水道水（夏も冬も）が飲めている。 

毎年、節水警告もないので。 

水質・水量は全国的にも誇れると思う。 

正月、お盆を含めて、他の地域から来町する人が水がうまいと言ってくれる。 

水の供給が安定しているし、安心して生活に使えている。 

ひねれば水が出るので、本当にありがたいです。 

農業用水だから。 

今まで不便を感じた事がない。行政が供給している事の安心と責任。 

井戸水は不安。エキノコックス等。 

他の町村の水より中標津の水は大変おいしいので売り出してもよい。 

水不足になっていることもないので。 

回復が早い。 

飲んで美味しい。もっと希望するなら、塩素の臭いを少なくしてほしい。 

ただし、水圧が低い。 

毎日安定して水が使えることと水がきれいだから。 

地震による停電断水の対策も必要である。 

事故断水が少ないから。 

断水もなく、水も美味しいので、利用できていると感じる。 

有害産業もなく空気きれい。 

雨が降っても水がきれい。 

まだ飲めるので大丈夫だと思っている。 

市街は充実している。 

昨年の地震も断水することなくきちんと利用できて安心した。 

美味しい、水道水に関して不安を感じた事がない。 

いつも美味しいと思う。 

断水したことがない。異臭がしたことがないため。 

不便を感じた事がない。 

２０１８年６月に起こった停電の際も水道が利用できることは安心した。 

都会と比べると臭いがないと思う。 

とてもきれいな水を安定して使う事が出来るのはありがたいです。 

安定しているが高い。 

いつ水道の蛇口をひねっても安心して飲める水が出てくるので感謝しています。 

水道代が高い！ 

困らない（汚水が出ることない）。前住んでた所はよくあった。（年数回） 

子どもにもそのまま飲ませられるので。 

カルキなど強く感じないので。 

蛇口をひねると水がでる。安い。満足です。 

昨年９月の停電時に断水になるとうわさが流れたが、そういう時も止まる事なく利用できた。 

毎日の事だから今は安心できる！ 

北海道に暮らして考えた事がない。 

中標津に住んで１度だけしか水道が止まった事がない。 

１回だけ管の故障があり、使用出来ない事がありましたが（地震）、それ以外は、使用出来てるので幸せです。 

一つ不安は、現在、いろいろな地域で、古い水道管の劣化問題。中標津はどうなのだろうか？地震時など破裂しやすいのでは。 

下水道が高すぎる。生活が大変な人には、かわいそう。 

水がおいしい。町外から来た人が「美味しい」と驚く。 

ぜいたくすぎる位、水を使ってるので、いざ、地震とかの時は？と時々思う。 

他町村から来た人も“水が美味しい”と言っていますよ。 

特に問題はないが、この建物（集合住宅）はポンプ式なので停電のときの断水が大変。 

水がおいしい。東京で生活している子どもが水道水は売ってる水よりうまいと言うから。 

安全、安心な水。 

水道でトラブル発生したことが無いので。 

水の心配した事ない。中標津は水がおいしいと思っているので。 

毎日、便利に使ってます。 

（農業用水路からの引き入れなのか）時々塩素の味かすることがあるが、おおむね良好。 

節水することなく利用できる。 

夏、暑い時でも冷たい水が出るので良い。 
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問 14② そう感じる理由 

水圧も強く、カルキ臭もなくおいしい。 

今のところ災害等で貯水、川への氾濫、増水に対しての備え、町民自ら実行していきたい。 

道路の両側に農業用、町の水道管があっていいと思う。十分に使用出来ている様に思える。 

以前の地震の時水が止まらなかった。 

春先の時も以前のように水が濁ったりしない。 

断水の普及も早く、大変おいしい水道水である。 

いつも美味しい、きれいな水を利用でき、感謝しております。 

中標津の水は道内でもとても飲みやすいと町内の人の話です。 

日常は水道で不便を感じないが、地震がきた時が心配です。 

昔よりかなり美味しいと感じてます。ありがとうございます。 

大切な美味しい水、節約を心がけながら使っています。 

水質の濁りやにおいがないから。 

水は大変おいしいと思う。しかし１人暮しの世帯の基本料は（水量）をもっと、１０立方メートル位にして欲しい。８～９立方メートルの

基本料金は高すぎと思う。 

中標津の水は冷たくおいしいと思います。 

中標津の水は外の町より夏は冷めたくおいしい！ 

浄水場の見学をして、安心したので。 

安心感がある。 

停電でも水か゛使えた（ブラックアウトの時）。 

以前、水がチョロチョロとしか出なくなることがあったのですが、今はそんなことありません。（アパートの問題？） 

水道水が飲める状況。 

水道料金が高くなっても、修理代無料に出来ないか。 

安定して供給されていると思うが水道代が高い 

特に料金の高いと感じないが、老朽化している地区箇所の情報は速やかに町民に知らせるべき→値上げも含めて。 

断水がない。町内の水道管が老旧化が進んで交換時期に来ていると思います。料金を含め検討必要。 

水質が良く、断水が少ない。 

料金高い感があるので、出来れば安ければなお良い。 

昨年のブラックアウトの時水道が止まるとのデマが飛んだがずっと出ていたので安心することができた。上下水道の管理者に感謝、

今後もよろしく。 

いつでもきれいな水道水が出ます。 

料金は高いですが、おいしい。 

当町は水道水に恵まれている。 

 

◆そう感じない理由 

問 14③ そう感じない理由 

水道凍結がしやすい。 

消毒が強い為か、髪・肌が荒れる。 

事前に水道工事の告知がない。 

水道水がおいしくない。 

水道がきてない俵橋。 

臭う。 

市街から少し離れた場所で水道を敷くことができない場合がある。 

春先の塩素濃度。 

将来民営化とされれば、補修がおぼつかなくなり料金は大幅に上がり、使用不可能になりかねない。 

平均に水の出が悪い。 

下水道、全区域設置できていない。 

水道代が高い。 

サビが出る。 

水道水は飲めない。 

井戸のため。 

水道管が古くなっていることに不安を感じます。 

ここは美味しい水だと思っていたが、塩素リトマス紙で見ると悪くなっている。浄水器をつけました。 

地域によって違いが大きい。 

水を飲むのがいやだ。 

水道水は一度沸かして飲む ゴミが入っていた事があり、購入している。 

町の水道が通ってない（バイパスの所）。 
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問 14③ そう感じない理由 

わかりません。水道水使用してないので。 

生水は飲めないです。 

工場が使ってると使えない為不便。 

周辺に利用できない場所が散在している。 

 

 

問15 墓地の施設に満足していますか。 

◆満足している理由 

問 15② 満足している理由 

利用機会ない。 

墓は本州にあるので感想なし。 

きれいだから。 

利用したことがないので分からないが、不満を聞いたことがない。 

犬の散歩に利用させて頂いてます。 

清掃がきれい。 

整備してあるから。 

新しいところもあり広い。 

分かりやすい。 

充分だと思います。 

まだ生きているのでわからない。 

どっちでも良い。 

豊富。 

特に不便感じず。今後は墓地よりも→（閉墓の方向）集合墓地、共同墓地、建物の一部など骨納されると思う。 

見慣れた風景だから。 

清掃してるから。 

整理されている。 

公園と一体となっているのは良いと思います。 

町内に墓は無いが便利な所になるとは思う。 

距離が近いため。 

永代供養墓の設置。 

中標津町に墓はないので関係ないから。 

まだ足りているから。 

現状を理解していないのでとりあえず。 

特に関心ないから。 

行ったことはないが、場所はなんとなく分かる。場所はいいと思う。 

使いやすいと思う。 

休憩所、トイレあり。お盆には、誘導員あり。 

水道が使える事。 

墓地の不満を耳にしていないので。 

散歩をよくするが、墓地もきれいでりっぱなものも多く、町民の先祖に対する気持が感じられるので。 

持っているので。 

市街地に近くて便利だが中の道路がせまいデコボコ。トイレが水洗じゃない。 

町内に有る為。 

墓地の施設はあまり利用していないけれど満足している。 

自分に合った方法も考えているし、樹木葬とか墓碑を建てない墓地がほしい。 

二つもあり、十分と思う。 

区画は充分あるが、整備（草刈）・清掃が不充分。 

あるからいい。 

新しく墓地が手に入る人、又、墓地を管理出来ない所も考えられるが今後（若い人）はどの様に考えるかね。 

良く整備されている。 

水吸み場が近くにある。 

多少遠いところもあるが満足している。 

場所が良い所にある。 

心配した事がない。 

よく整備されていると思う。 
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問 15② 満足している理由 

墓まいりが外見苦労なく簡単に済ませることができる。 

墓じまいが、多くなっている。 

きれいに整備されているから。 

墓を持っていないので分からないが、少子化が進むと将来の維持管理不安。 

現在の施設で良いと思う。満足している。 

祖父母のお墓があるから。 

お手入れの道具なども置いてあってよいです。 

草が伸びているのは少し悲しい。 

広くてキレイ。 

墓地は利用していないが、きれいに管理されている。 

お水くむ場所も多い。 

町の中にあり、すぐに行ける。 

まだ基地を身近な事としてとらえる年代ではないので、特に不満を感じていない。 

利用していないので、どちらともいえない。 

きれいに整備されている。 

満足というより、墓地の施設を分かっていない。 

整備してあるので。 

墓地公園は散歩したりしている。 

草刈りもしていただきありがとうございます。 

きれいに整備されていて、気持ちが良いです。 

墓が町内にあるので。 

火葬場が新しくなり良かったです。 

整備されていると思う。 

今の墓地には満足していますが、今後、樹木葬、永代供養などを検討していただければと思います。 

共同墓を早く設置してほしい。 

車の駐車もでき、便利、水も使用できる。 

草刈りもしてるし、桜の樹が多くあり、春の時は、良い景観になる。 

自分自身はまだ墓を持っていないので、利用者としての意見は言えない。公園利用者として見ていると、きれいに管理されているよ

うに思う。 

公園になっていて行きやすい。 

他所に墓地があるので、利用することがない。 

もう少しこまめに草刈りしてくださるとありがたいです。 

草刈りをしていただいてありがたいです。 

自分はここの墓に入らないけれど、合同墓地があると良いと皆言っています。 

草刈り等されている。 

墓地内は整備されているので良い。 

主人の実家地域にある（同じ町内ですが）。 

場所はまだありそう。 

安価で、手入れが行き届いていると思います。本当に感謝しております。 

一日も早く町共同墓地の実現を望む。 

住人でいる地区に墓地あり。 

公園があって子ども連れでも行きやすい。 

手入れをしていただきありがとうございます。他町の人もびっくりする程です。ありがとうございます。 

当町の墓地はきれいです。 

草刈り等の整備をきちんとしてほしい。 

近い所にあり、毎月お参り出来る事は嬉しい事です。春彼岸の時、もう少し除雪を先の方までやってほしいです。折に願います。裏

の車道の部分です（先３００ｍ位です）。 

お盆の草刈り。 

街中で近く、早くからお墓があるから。（家の） 

お彼岸、お盆には草を刈っているので。 

いつも整備されていてありがたいと思います。 

我家の墓は他町にあり、あまり関心がないのですが。希望的感じから。 

手入れがされていて助かっている。 

きれいに整備されていると思う。 

お墓に入っている人たちは、昔よりずいぶんにぎやかになったなあ～と思ってますよ。 

十分な場所確保、永大供養暮を希望！ 
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問 15② 満足している理由 

利便が良い。 

 

◆満足していない理由 

問 15③ 満足していない理由 

中標津町に身内の墓が無いから。 

第一墓地の駐車場不足、お盆はほとんど停められない 

人の墓地ではなく、ペット（動物）の墓地が少ない。 

冬期間の除雪をしてほしい。 

墓地内の道路がせまい。 

車の止める場所が、少ない。 

街中に墓地があっておどろいた。 

清掃用のブラシ等あると◎。 

市街地にある墓地を移動できないか、移動できたら有効利用できそうです。 

墓地内の道路が悪い。 

駐車場が少ない。 

墓地までの交通手段。町民墓のような共同墓地。 

墓地が街の中心部になってきている。 

基地の前を何ヶ所か、通った事があるが、一回も人がいるのを見た事がない。 

第２墓地はすこし淋しい。 

駐車スペースの拡大。 

これからの時代は公営の納骨堂が必要です。 

墓地を利用したことがない。 

場所すら知らないんですけど…。 

共同墓地を作ってほしい。 

駐車場がせまい。 

墓地を所有していない。 

合同墓地の早期設置を望む。（そういう時代になった） 

道路の雑草は除草してもらいたい。 

核家族の為、町内に共同墓地を作ってほしい。 

被岸の除雪をしてほしい。 

冬は困る。 

永代供養墓を早く作ってほしい。 

共同墓地があるといい。 

狭すぎて不満足。汚くていや。 

墓じまいしましたので、町民の墓地があれば利用しますが。 

駐車場の整備。 

景観が恐い。 

車が通りずらい。 

墓地を囲うものがなく、町中に突然あるのが違和感。 

住宅地のド真ん中にあって少しびっくりする。 

夜間でも街灯をつけ、明るくするべき。※盆、お彼岸時期のみでも。 

草が多いから、アブが多い。 

周りでは墓じまいしている人も多く、共同墓地が必要。 

お墓はあるが、町内じゃないので利用なし。 

管理が大変そう。 

狭い道路。砂利なので墓石がホコリまみれ。駐車場は春先、雨の時などはドロドロです。いつになったらアスファルトにしていただけ

るのでしょうか。 

墓地に墓を作る気はないので、どちらでもないです。 

中道が葉で入りにくい。 

墓地と合わせて納骨堂の整備。 

第１の墓地内段差あり。歩きにくい。 

墓を守っていく人がいなくなるので、共同墓地がほしい。 

火葬場職員の礼節有る技術を身につけて欲しい。 

新しい所は遠すぎて、車を乗れなくなったら行かれない。早急に合葬墓を希望します。 

型で残すのではなく、自然の中で例えば、木樹、桜の木の下で眠りについたらと、思っています（墓じまいなどすることなく）。ぜひ、

町営でやっていただきたいです。（節にお願いします） 
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問 15③ 満足していない理由 

墓じまいどうのこうのの時代。必要性がなくなってきていると思います 

墓地にあずまやの設置の計画があったのに、いつの間にか計画性が無くなってしまった。せめて休める（座って）場所があってもと

すごく希望する（郡部）。 

子どものいる近くに墓を用意している。 

町営の墓地が有ると良い。 

これからは合同墓等も早々に作るべき。 

合同墓地確保。 

近くにないので、年を取ったら歩いていけない。 

いずれはこの町から子どもの所に移る。 

草刈後の草は片付けてほしい。 

墓地の中心通路舗装してほしい。 

土地がない。 

除雪がされていない。道路が狭い。 

水道が無いのが不便。 

雑草が多い。 

なぜ２ヶ所なのか。 

共同納骨の施設がない。 

永代墓地。（合葬墓） 

第２墓地の整備を望む。 

共同墓地がほしいですね。 

墓地がない。 

第２墓地までの公共交通がない。 

 

 

問17 お住まいの地域は「良好なまちなみ（住環境）である」と感じますか。 

◆そう感じる理由 

問 17② そう感じる理由 

住んでいる所が、市街地なので。 

治安が良い。 

近くにスーパーやコンビニがあるし、生活するには良好な街だと感じる。田舎と都会の融合。 

あまり困ってはいないから。 

あまり不自由に感じないから。 

暴走族が居なくなった。（夏の夜が静かになった） 

緑がある。 

買い物ができる。 

とくにトラブルもないので。 

緑豊か。 

不満はない。 

緑が多いので良好。 

緑が多く静かな環境。 

実際に住んでみて、住みやすい。 

市街地中心部なので、住みやすいと感じている。 

十分整備（建物、施設）されている。今後空き家が目立つので、その対策必要（防犯にも問題あり）。 

静か。 

きれいにみえる。 

アパートの隣人以外不満はありません。 

美しい。 

閑静な住宅街で住みやすいです。 

病院やスーパー等々施設が近いので。 

公園が近く静かである。 

自然豊かなので。 

少し良好。 

明るい感じがする。 

近くにスーパー、ドラッグストアー、コンビニ、病院がある為。 

自然に囲まれている。 
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問 17② そう感じる理由 

子どもが一人で歩ける安心。 

いろいろな整備されている。公園も近く、憩いの場もある。 

住んでいる人たちが、協力的である。 

道路が整備されている。 

大雨が続けば不安を感じる地域ではあるが、静かで良好である。周りの猫が少々気になるが。 

社会インフラ、良好な景観、とても住みやすい。 

町内会で整備している。 

家賃以外に不満はない。（田舎なのに都会並みなのは？？？） 

宅地の区画がはっきりしている。除雪もありがたい。 

ただし、町内会の活動が高齢のため負担が重い。 

緑が多い。早くから下水道等も設置されている。 

安心して生活できています。 

住んで長いから。 

商店が２ヶ所ちょうど中間に位置している。 

緑もあり、おちついて暮らしている。 

木々、花が多く、整備されており、自然美を感じる。 

道路が改良されて来ているから。 

環境的には満足している。しかし街路灯を少し増やしてほしい。 

公園もあり、閑静な住宅街である。近所付き合いも良好。 

ある程度雪かきも来てくれる。 

ライフラインは万全と思う。 

住民がゴミのない様に動いている。 

スーパーも近く便利。自然環境良好。 

本町集中を、すこし避けて、人と施設を計根別に。 

現状に満足。 

町に近いから。 

車で少し走ると商業施設が有る。 

自動車ですが、買い物など便利。 

犯罪がない。交通ルールが守られている。 

生活に支障なし。 

道路、下水心配なし。街路灯が少ない。 

住宅が込み合っていない。 

生活に必要な施設が充実している。 

町全体がきれいに思う。 

地域の行事。近所のつきあい。 

現状で良いと思う。 

生活道路草刈、除雪時の排雪等は周辺住民協力的のところかな？ 

中心街から離れているので、静かで良好。 

目の前には建築資材置場があったり、横側にはいまだに汲み取りの貸家あったり良好ではない。 

交通の便も良く、買物も楽。 

歩道でこぼこ。 

家の横の道路が（３．６ｍ）舗装になった。 

良好な町なみと感じる。 

スーパーがあるので困らないが、なにもないと感じる。車をもっているので生活に困らない。 

夜道に人が少ない。 

静かだから。 

町内会などのつながりもあり、あたたかみがある。 

犬の散歩をしていても静かだし、危険を感じることがない。草木が多くいやされる。 

東中に住んでいるが、公住の建て直しで更に良い住環境になる事を楽しみにしています。 

学校等が近い。 

人間がいい。 

住むには自然豊かで良い。商業施設が少ない。 

普通に生活出来るから。 

静かでいい。 

夜は静かで緑も多く車通りが少ないので住みやすいです。ですが、よくゴミが捨てられています。 

緑が多い。 
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問 17② そう感じる理由 

散歩中あいさつなど交わせる。 

キレイにしてる街だと思う。 

少し街から離れているので、車通りも少なく、静かで過ごしやすい。 

特に悪いと思った事がないので。 

特別な不満はない。 

病院、店も近いため。 

主要道路の拡幅が進められている。 

市街地（中心地）から少し離れている区画が広く、ゆとりがあり、緑が豊か。 

草もキレイに刈られている。ゴミも少ない。キレイだと思う。 

きつね、ハトのフン害もある。 

緑が多い。 

子どもの散歩で歩くことが増えて、自然の豊かさをより感じて。 

一件家が建ち並ぶ。住宅街なので。 

希望通り静かな環境です。除雪が遅く感じますが。 

緑豊か。散歩道も草かりがされている。 

住み心地が良いと感じている。 

なんとなく。 

ゴミがほとんど落ちていない。 

静か。車の往来が少ない。 

移動しやすいので。 

特に悪い感じがしないから。 

コンパクトシティで住みやすい。 

病院や、お店が近場にある。 

欲を言わなければ、暮らすのに不便はない為。 

治安がよい。近所付き合いが良好。 

静かで、ご近所とも良好だから。 

桜の木良いですね。 

車さえあれば緑もありどこでも行ける。 

冬場の除雪も、わりと早い時間帯に来てくれている。 

静かで行きかう人は挨拶をしてくれる。 

不便や危険を感じたことがないため。 

広いため、不法投棄が多いか。細かいポイ捨てが多い（タバコ、缶等）。 

住宅の区画整理が割ときちんとされている。 

都会過ぎず、ちょうどいい町だと思います。 

学校、スポーツ施設などが充実している。緑や花が豊かである。 

和かで住みやすい。 

こんなもんでしょう。 

特別な事は無く、ごく自然に生活しているような気がします。 

集合住宅が多いが、静かで緑もそこそこあり、住みやすい。 

タワラマップ川など親水できる河川は良い。 

緑多く、いやしの環境。 

周りにお店があり、わりと歩ける場所。 

小学校が近くにあります。 

ほどほどの緑地もあり、道路が住宅地に格子状なので、住宅を探すのに、他地域に比べて楽である。 

雑草などきれいに刈りとってくれている。 

どこに行くにも便利。緑がたくさんある。 

現在、道路拡張工事をしていて、歩道が整備されつつある。 

中心地までは少し遠いが、静かで住みよい。 

住みやすいです。 

もう少し各農家の環境整備が気を付けてくれれば最高です。 

町内会行事に地域住民が協力している。 

自宅横の道路が舗装されていないので是非お願いします。西７～西８条の中通り住宅多し。 

自然がまだ多くあり、良いと思うが、ふん尿のにおいがいつもただよっている。 

静かで近所の方がいい人達であり、不都合を感じなく自分で小さな畑もあり、緑を楽しんでいる。 

花も植えて、まあ良好。 

緑に囲まれているから。 
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問 17② そう感じる理由 

今の所、平穏に生活が出来ている。 

新興住宅地ですので、すべてが便利で美しいです。３０年後が心配？ 

時折不審者が歩いているという情報を耳にするが、概ね良好。 

道路沿いの草取り等、定期的に入っていますので満足しています。 

人口に対してお店の種類も多く住みやすい。 

買物の時スーパー等が近く便利。 

病院、大型施設、バス停等近くにある。 

舗装も外灯もある。近くに公園もある。 

皆が同じ様な考えで、住んでいるからだと思います。 

近くにコンビニがある。 

道路整備がない。 

市街地ではないので、ゆったりしている。 

隣り近所、仲が良い。 

自然を感じる事柄が多い。 

沿道に花だん整備（定期的草とり）。 

力を入れている。 

治安がよい。 

町内会が子どもと年寄りに優しいので。 

不便はないと思う。 

買い物とかは間に合っている。町はきれいで静か。 

風景がキレイ。 

それなりに環境が良い。 

治安が良い地区である。 

人口の減少からそうなると思う。 

静か、近所付合いもそこそこある。 

店が近い。病院が近い。自然が多い。 

まだ引っ越してきたばかりですが、まわりはとてもきちっとしてて、住みよいかなと思いはじめてます。 

一軒当たりの面積が広い。 

周辺の排水整備の悪い所があるが、町全般を見るとまあまあかと思う。 

近隣の付き合い。 

住みよい環境である。 

地域の人が良い。助け合いがある（冬）。 

利便性。 

 

◆そう感じない理由 

問 17③ そう感じない理由 

利便性が皆無なこと。 

なにもかも不十分と感じる。 

住宅を増やしてほしい。 

人口の割りに殺人事件などが多い。 

子育てや、学校の交通に不便を感じる。 

街灯少ない。舗装不十分。 

東中エリアなので道路（歩道）を通学路として整備してもらいたい。 

歩道の整備を要する。過去の道路幅で不要な用地は隣接店の無断使用を止めさせ、売払要。 

町民のことを気にしすぎて、外から来る方に対しての配慮が足りない。 

砂利道による砂ぼこり。 

冬の除雪が雑。一回おしたら、家の前におしてそのままもうこなかった。 

市街地まで歩くのが不便。 

道路がボコボコしている。土を盛って対応しているが、盛り過ぎていて車で走りにくい。 

マナー（一般的）があまりなっていない。声かけ等が必要なのでは？ 

下水道、舗装道路が整備されていない。 

ソーラー設備が多い。緑が少なくなった。 

普通な街並み。特徴が無い。何かに特化した中標津町のまちなみが良いと思う。 

中心市街地。 

温泉街だから。買い物。 

電磁波対策をしていない。 
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問 17③ そう感じない理由 

住居前の道路が未舗装。 

除雪の雪山がいつまでも高い。 

排水路の整備。 

夏は、近くに農家があるせいか、牛くさくて窓をあけられない。冬は除雪車の排雪にムラがあり、苦労している。 

もう少し経過しないとわかりません。 

住人が少なくなってきて、不便な事が多くなってきた。 

生活道路舗装されていない。街路灯が少なすぎ。人や自転車が見えなくて危ないので。 

道路に未舗装部分があり、ホコリに悩まされている。 

道路状態が良くない。 

植樹帯は、見通しが悪い。（除雪の時など） 

車を使わなければ生きていけない。 

特に冬場における除雪体制について充実してほしい。 

樹木の枝が道路よりにはみ出ている箇所がある。 

自動車の整備はスピードが上がる事となり、危険となる。人にやさしい道路作りについて検討されたい。 

防犯灯がなく、真っ暗である。 

駐車スペース問題。 

将来に対する展望が全くない。具体的な将来像をきちんと正確に示すべきだ。 

他人との交流がない。 

高齢者住宅の除雪の援助をしてほしい。 

近所、２Ｋｍ以内に店がない。車の免許証、返還した時、８０才をすぎた娘二人きり、身内は誰もおらずどうなる事か。 

夏場に観光で空港を降りたら、糞尿の匂い。温泉でくつろいでいてもあの匂い、街で買物してても匂い、中標津町はくさい町。我家

の庭先も、窓を開けたらあの匂い、対策を。 

行き止まりの道があること。冬期雪が降ると道幅が極端に狭くなる。 

変な人が多い。 

大型の車が家の前を走るととてもうるさいし、家がゆれる。 

牛くさい。 

騒音。 

良くなってきている面もあるが、居住地が追いついてない気がする。外灯が少なくて夜が怖い。 

コンビニエンスストアが近くに１ケ所しかないのが少し残念かと感じた為。（仕方無いかとは思いますが…。） 

住宅街だが、交通量が多いのに道路が少しせまく、道を歩いていると車が来る度によけなくてはならない時もあって怖い。夜は外灯

も少なくて暗いので、余計に危ないと感じる事もある。 

家の前の道が砂利道なので、雨が降ると、水たまりでボコボコになるし、晴れの日に窓を開けると、車が通ると砂ぼこりがすごく舞っ

て気になるので、舗装にしてほしいです。 

町まで出ないと大きな買い物ができない。 

ネット環境がＡＤＳＬしかない。歩道が整備されていなく子どもと歩きにくい。 

毎年工事が多い。 

週末・車の騒音がすごい。（夏は特に） 

町立保育園の近所ですが、ビニール袋のゴミがあったり、いつもひろっているのですが、なかなか減りません。 

交通量が比較的多い交差点に近く、騒音が気になる（夏）。 

道路が砂利。空室がなくて古いのしかなかったので不満。家賃高い。 

生活する為には、車が必要。運転できない人も、不便なく暮らせるようにして欲しい。 

街中ですので、車の通行音とか冬のエンジンをかけて朝早くから車のエアコンを入れている音が響きます。 

道路沿いなどで来てほしくない人ばかり来ます。 

隣人がおかしい。 

未舗装道路のため、ホコリがたつ。春先は穴ボコだらけ。 

災害が起きた時に最も大切な消防、役所が街の中心ではなく何で川の向こうなんだろうと思います。 

車の騒音。 

道路が整備されず、デコボコ。 

玄関の前のアスファルトが盛り上がって、一度直して貰ったが、また、盛り上がり再度お願いしていいものか、わからない。 

古くなった空き家がある。 

空き家が増えてくるから。 

目の前の道路がガタガタ。 

街並みに統一感がない。 

牛の糞尿臭で窓を開けられずクーラーが必要。未舗装で土ぼこりで窓をあけられない。トイレが浄化そうである。糞尿問題が一番ひ

どい。 

街灯がもう少しあるといいと思います。暗いです。 
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問 17③ そう感じない理由 

１人暮らしで、地域の方々と接する事が少ないので、自分から、出て行こうとは思わない。 

町内会では、２ヶ所木が大きく成り、道路沿いでも、暗く林になっている。土地所有者は、管理をきちっとしてほしい。近所の人達も気

持ち悪いと言っている。 

空家がある。雑草伸び放題。 

近所の付き合いがむずかしい。 

年をとってからの事の考慮が不足していた。 

寂しげな市街地になってしまった。以前は賑やかであった。子どもの人数の減少の他全体に人口減になったのが目に見える程にな

るくらい歯抜けした様な空き地（土地）が多い。 

道路の整備が足りない。雨が多く降ると川になる。 

近所付き合いが悪い。 

近所に車の修理工場あり。 

少しの雨降りでも水たまりが出来やすく、大雨だと細い川になる。 

道路の未舗装。 

郡部の砂利道の舗装を希望。 

街の中心ばかりでなく、広い範囲での美化。 

少々活気がない地域が目立つ。 

すでに転居された方の物置、その他が道路の端にある。町内会に入っていない方のゴミの出し方が気になる。野良ねこにえさをあ

げるので増えている。 

近所付き合いが少ない。 

舗装されていない道路が多く散歩に不便。外路灯が少なく暗い。 

空き家が多く、冬の除雪が大変です。 

住宅あき家に大木が伸びて、外灯があるのに暗い。電話線にも引っかかっている。雑草も歩道のほうにも伸び放題で交通にも迷惑

している。 

近所との交流は少ない。 

車がないと行きたい所へ行けない。バスは不便。買物出来ない。 

交通量が多い。 

車の往来が多く、信号もないので子どもが道路を渡るのが危険。早急に信号をつけてほしい。 

砂利道が多く、洗濯物を干す環境ではない。多少の雨でも水たまりが、ヒドイ。子どもが水たまりをよけながら登校している。 

早朝から近くのトラックなのかブロローって重機の音がドーンってすごい音がするので。時間を考えてほしい！仕方ないのかもしれ

ませんが毎日のように、その音で目が覚めてしまうのでどうにかしてもらいたい。 

良好だと感じない。 

道路、側溝などにゴミを捨てて行く人が多くて、こまる。 

下水道及び道路整備がされない。 

公営住宅に住んでいるが、車が頻繁に通り、２ｍくらいしか、離れていないので、土ぼこりが、ひどくベランダを使った事がない。 

とても住みづらい。 

風向きにより悪臭あり。 

道路が砂利道である。 

道路が地割れのところがある為こわい。 

住宅地。 

 

 

問25 健康保険や年金の制度に関して、知りたい情報が得られていると感じますか。 

◆そう感じる理由 

問 25② そう感じる理由 

２０００万円を老後に用意できない。 

職場に年金や保険の担当課があるため。 

たまに調べたりする。 

広報等で周知されているから。 

通知を見るから。 

町関係なしにネットで調べられるので。 

ウェブなどで検索して確認ができる。 

ラジオなどで聞く。 

インターネットで調べられる。 

情報を得て、知っている。 

結局は本人の問題なので。 
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問 25② そう感じる理由 

不満がない。 

特に不満を感じないため。 

まだ情報を得ようとしていないのでわからない。 

情報を得たい時に得ることができている。 

広報は◎です。 

聞けば教えてもらえる。 

スマホやＰＣで調べれば知りたい情報は手に入る。 

情報を知りえる所にいるから。 

広報でいろいろ掲載している。詳しく確認したい人は、役場へ行くべきであり、関心がない人は、いくらやっても読みもしないはず。 

知りたい情報は、調べると得ることができるので。 

町や各機関のホームページ等。 

釧路に行かなくても、役場で月１回の年金相談が出来るのでいいと思う。 

必要に応じて広報を活用できる体制ができている。 

テレビ等から情報を得ています。 

自らインターネットなどで情報を集めている。 

窓口で対応してくれる。専門知識はもっと勉強して欲しい。 

親族・知人からの相談が多く、自分も役に立っている。 

年金制度等の情報は得られている。 

インターネットで検索してみているから。 

役場に行って聞けば詳しく教えてくれます。 

でも自分から情報を得ようとしてない。 

連絡がきっちりある。 

生きていく上で絶対必要であるし、最も基本的なことがらだから。 

支障なし。 

広報。 

関心があるので、今の状態で良いと思う。 

対応が適切であるから。 

現状でよいと思う。 

町報で。 

現状通りで良いと思う 

時折講演等受けている（しかしすぐわすれる？）。 

広報中標津等で。 

国保窓口でわかりやすく説明してくれる。 

毎月来る町の月刊誌を見る。 

納付書と一緒に説明も同封されてくるから。 

主人にまかせているので、よくわかりません。 

将来年金がいくら貰えるか試算出来るようになったから。 

よく分かってないが、聞けば役場で教えてくれそう。 

自分の仕事関係のため情報を持っている。 

ネット等で必要な時に調べることができるので、不便を感じていません。 

知りたい事はインターネットを使って調べる。 

テレビとかでも見るし大体は。 

“知りたくて得よう”と自らが動けば情報入るけど、そうでなければ全然かも…。 

通知がくる。 

あまり利用していませんが、役場の方皆さん親切なので。 

広報で知った情報がある。 

広報に載っているので。 

年金のハガキが届くので。 

ラジオでよく聞く（車の）。 

公表していると思う。 

役場に行った時説明してくれた。 

問い合わせれば親切に説明してもらえるので。 

自身でインターネットなど利用し、調べている。 

連絡が来る（ハガキ）。 

広報誌や送られてくるパンフレットなどで得られる。 

今までは釧路に赴いたが、今回夫の事は、どうしようかと思ってます。 
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問 25② そう感じる理由 

とりあえず自分自身のことだけは役所からの通知でわかるから。 

文書による情報提供がある。（届く） 

通知など資料が来る。 

広報「なかしべつ」等で情報をみる。 

年金ネット等で自分の年金額が分かるのは助かる。ただ老後の生活での実際の年金がどのくらいあれば、どのような生活ができて

安心なのかわからない。 

知りたい情報を送ってくるので。 

年金制度が複雑。 

通知郵便。 

年金の葉書が届くから。 

広報。新聞。 

役場の担当者は相談に対応してくれる。 

普段は、利用しないが、年金の申込みの時は、相談出来た。 

町民だよりであるので。 

年金定期便など。 

役場からのお知らせ等が有るので分かるうえ、間違いが有った時にも対応する文書が届くので安心出来る。 

年金を受けている年齢のため。 

役場の人が丁寧に教えていただいている。 

社会保険から連絡ある。 

必要で有れば役場に行ってます。 

ある程度、制度への知識があると、行政情報が周期的にある。 

町のホームページなどで充分に知ることができている。 

年金もきちんといただけてますし、わからない所は、聞きに行きますので。 

各方面から郵送等で書類が届くのでそれで十分。 

町報で少しは分かる。 

通知がその都度ある。 

加盟する団体から広報紙が届くから。 

年金生活、国保を使っているから。 

きちんと手続きが出来ている。 

わからない事は役場に行って、何でも聞こうと思いますし、行ってます。 

定期的案内を受けております。 

通知でわかる。 

制度に対する書類も送付されている。 

ある程度の説明はしてもらえる。 

テレビ等の情報。 

 

◆そう感じない理由 

問 25③ そう感じない理由 

能動的に動かないと情報が入ってこない。 

知る手段を知らない。 

年金の事よりも重要な事があると思っている為。 

興味がない。 

知らないことだらけだから。 

年金が少ない。 

ただ払っているだけ。 

そういった事をよく理解していない。 

記載事項が、難しくよくわからない。 

情報が少ないと思う。 

どこに情報が？ 

利用していない。 

ニュースや知り合いとの話で知ることが多い。 

個人の健康保険や変動の方法など解からない。来ない年金の時代対応も解からない。 

今現在、必要性をあまり感じていない。 

期待していない。年金。 

広報での情報量が少ない。 

情報が少ない。 
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問 25③ そう感じない理由 

親が病気になったり入院したりして初めてこんな制度があったのかと知る事が多すぎ。 

こちらから言わなければ教えてもらえない。 

役場からは感じません。 

自分の掛け金とか加入状況等、インターネットで検索出来るくらい身近な物にしてほしい。 

会社からの情報のみ。 

制度を理解していない。個人で内容が異なると思う。個人個人に説明できないか？ 

年金機構のはがきは来るが、あまりわからない。 

法改正や情報があまり提供されていないと思う。 

年金に関しては６５さいになっても、もらえなさそうだから。 

窓口がわからないから。情報発信が少ないから。 

難しい言葉で説明が書かれているものが多過ぎる。 

町から情報は乏しいと思う。 

得る機会がない平日は仕事で役所へ行けない。 

制度の内容など、あまり把握していない。 

こちらからアプローチしないと得られないから。 

「どんな情報が有るのか」という事すら知らない。 

年寄りには難しすぎる。それによって機会を逃がす。 

支払い通知が来るだけ。 

受け取っていて不自由を感じていない。 

情報が無い。 

６３、４歳時の年金とフルタイム勤務かハーフタイムの勤務か無職の３択のメリットデメリットが知りたい（わからない）。 

制度がどんどん変わる中で理解がついていかない。 

年金相談が予約制など。 

年金をもらう年齢になっても、自分で申請しないともらえないのはなぜ。 

毎年、内容が変更になるので解らない。 

たとえば年金の制度とか相談に行っても、わからぬまま帰ってきたりしました。本気で一から勉強する心センターが必要だったがス

ルーしてしまった。 

自分で年金事務所で調べている。 

現状で良い。 

制度説明会を町内会単位に開催してほしい。保険や年金は国民全員が加入しなければならないのに、説明がされていない。 

平均寿命を生きたから。 

どこで情報を出しているのかわからない。 

自分の能力が低い為、健康保険料や年金の書類がきても理解がむずかしい。 

情報が得られていないので感じない。 

感じの良い人がいない。 

どうやって情報を知ればいいかわからない。言葉が難しくてよくわからない。 

人によって年金給付開始が違ったりするのでわからない。 

情報発信が薄い。 

自分から知りたいという状況になったことなく、調べていないため考えたことなかった。 

自分があまり関心がないため、情報を得ようともしていないから。 

どこに相談すれば良いかわからない。 

ＴＶやネットでしか情報を得られていない。役場からもっと情報を提供してほしい。 

年金に関しての情報（定期便）が何ヶ月に１回なのでとても分かりにくい。 

全てこちら側が聞きに行かないと教えてくれない（損をする）のはどうなのか？もっとそちら側からのＰＲや情報発信をしてほしい。 

自分がいくら払っていて将来いくらもらえるのかわからない。 

支払えは言うくせに、払える金額には本人こなければ言わない、今の現状は本当に最低。 

自分から積極的に情報を得ようとも思ってないので、それらの情報がどこで開示されているのかも分かってない。 

私自身（社保、主人が厚生年金で）扶養に入っているのであまり感心がない。 

今必要性を感じていないので。 

自分から調べないと知らないままだから。 

生活していて、情報に触れることがない。 

冊子等の説明が細かいのは良いが、より簡潔に分かりやすく記載して欲しい。 

来庁しても役場職員の説明不十分。 

自分で調べようと思わないと分からない事の方が多い。 

知りたい事が思いつかないので、どちらとも言えない。 

得た事がない。と感じる。 
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問 25③ そう感じない理由 

本当に年金は貰えるのか不安。 

制度の内容がよくわかっていない。。 

インターネットで情報検索して情報を得るため、町の役割としては得られていると感じる。 

まだ年金は身近な事ではないので情報を得ようとしていないのでわからない。 

高額医療についてわからない。 

年１回、はがきが届くだけでもらえるのかどうか不安。 

情報が発進されていると感じない。 

年金もハガキが届きますが、計算がわからず困る。今後何歳で年金も受け取れるのか不安。 

年金が支給されるまでの手続パンフを配布したら良いと思います。 

内容が分かりにくい。 

年金制度の在り方に理解できない。 

ＴＶ、新聞だけなのであまり良く分かりません。 

制度の複雑化で理解しずらい。 

情報が不十分。 

年金に関しては、複雑で良く理解できない事が多い。 

年金生活者ですが、町の情報紙など見ますが、わかりやすい時もあるが、役場での対応がよくない。親切でない！事務的である。

若いからかな。 

こちらから聞かないと教えてくれない。町民にとって、便利な事はこんなのがあるとか。 

年金事務所の対応も要点説明不足で面倒な事になった例もあり、注意点など書いたりして欲しかった。 

町内会に来て説明してほしい。６５才で慌てると思います。 

健康保険や年金の制度は難しくて理解しがたい。 

詳しく知りたいです。 

自分から積極的に調べなければなかなか目に入って来ない。 

制度の情報不足。 

町からの情報が送られてこないし、自分で調べるしかない。 

相談に行きにくい。 

何故年金が減っていくのかわからない。 

送付された書類を見ても、理解に難しいので説明会等が有れば？ 

こちらから尋ねないと教えてくれない事が多い。 

まだそういう年じゃないので。 

相談に行っても、聞いた内容の回答のみで、他の案など、伝えてくれない。人により知識が違う。 

きちんと教えてもらえず困ってる人がいたので。 

通知の不備。 

親切な対応が感じられない。 

ホームページは定形の車しかなく、実勢に未対応。 

自分が知りたいこととお知らせの中身が合致しているように思う。 

もらっている（年金）。 

これから知りたいと思うでしょう。 

高齢になるとネットはしないので、ネットで発信されても分からない。 

年金制度を正面から論じていない。 

町民にもう少し周知されたい（内容だけで今後の対応などがまったくわからない人が多い、会合などで話が出る）。 

詳しくわからない。年代に関わらず、わかってないのではないか国民は。 

保険に入らないと年金の手続きができないから。 

 

 

第３ 産業振興について 

問28 地元の農畜産物（乳製品、肉、野菜、加工品等）を身近に感じますか。 

◆そう感じる理由 

問 28② そう感じる理由 

スーパーに置いている。 

好んで買っている。 

地産地消の取り組み等を行っているから。 

他の町よりも、農畜産物が豊かに見える。 

海産物が安い。 
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問 28② そう感じる理由 

色々な製品がある。 

乳製品のみしか身近に感じない。他、外国輸入物に押されている。 

ゴーダチーズを良く買ってます。 

スーパーにおける地産地消。 

酪農の町だから。 

地元のものをよく食べている。 

スーパーに行けば買える為。 

スーパーなどで見かける。 

なかしべつ製品をお店で目にすることがある。 

自給自足が極端の方策と思う。 

仕事で扱うため。 

町にも流通しはじめてる。 

産地が近い物を使っている。 

しいたけ美味しい。もっとアピールしては。 

美味しく頂いてます。 

家が農家だから。 

スーパーなどで、地元の商品が増えたと思う。 

スーパーにもよく売っている。 

野菜は地元の物を食べてる。 

食料品売り場にいけば地元の食材があるので。 

売り場で見かける。 

牛乳おいしい。 

地元で取れた野菜が入手できる。 

会議等で地元製品をよく見る。 

畜産の町なので。 

自分で意識して購入している。 

食卓によくでる。 

おいしい。 

毎日牛乳を飲んでいる。 

知床地鶏がスーパーにある。 

わりと手軽に購入することができるので。 

店で売っている。 

極力使うようにする。 

スーパーに地元の牛乳やチーズが販売している。 

乳製品や農産物（地元産）のものがお店やイベントでよく並ぶため。 

給食の食材として利用されている。 

日々の食卓で飲食している。 

町内のスーパー、コンビニでよく見るから。 

地元の商品が分からない。 

加工センターの製品や高校の製品が身近にある。スーパーに専用のコーナーがある。 

酪農臭い。 

商品を見ている。 

スーパーなどで地元の物がよく売られているのを見るから。 

なるべく地元の生産物を食べるようにしている。チーズ、牛乳はとてもおいしい。 

環境がそうだから。 

店頭に並んでいる。 

地元スーパーのチラシでは、中標津産の標記があり、地元の農畜産物を、しっかりお知らせしています。 

生産地を見て買っている。 

中標津産だから。 

地場商品を手にできるので。 

仕事に関係あるため。 

農畜産物関係の仕事に従事している。 

なるべく地元産を買う。よく見ると、沢山のものが生産され売られていることに気づく。 

特に乳製品（チーズ等）を身近に感じる。 

いつも特産物のお世話になっている。 

地元産の物を購入している。 
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問 28② そう感じる理由 

中標津に道の駅がないのはなぜでしょう、町の特産品のアンテナショップになるのでは？ 

地元産の物を買う事が多くなった。 

肉、乳製品は地元を購入するようにしている。 

特産品と新たな農畜産物の発掘が必要と思う。 

地元ですべて生産・消費をしている。来町する人々にもうすこし宣伝し、利用促進をしてほしい。 

地産地消が大切。 

地元産のは新鮮でおいしい。 

農薬、加工品の添加物に注意されたい。 

店頭にたくさん販売している。 

野菜などは自宅で作るようにしている。 

欲しい時手に入るから。 

でももう少し地元の農畜産物を利用しやすいように応援してほしい。 

地元の商品を利用している。 

地産物利用に努力している。 

基幹産業が酪農である。 

生活をしている中で地元産の物が食卓にあがることで分かる。 

乳製品、肉、野菜、加工品、地元産である。 

町内に工場等があるから。 

取れたて、新鮮なものを食せる。 

農産物が１ヶ所で入る施設があっても良いのではないか。 

家から外に出るとその周りに畑が多い。 

スーパー等で見受ける。そして利用する。 

新鮮。 

現役時代農業に関係の仕事についていたから。 

イベントなどでも地元の物が出ているから。 

牛乳やお肉をよく口にするから。 

産物を取り扱う人と接しているから。 

地産のものを販売してるのをよく目にする。 

乳製品は特に中標津産のものがスーパーにおいてあるから。 

お店で見かけたり、外食で食べる事がよくある。 

中標津牛乳とか想いの茸とか飲食店で出てくる。 

小学生の頃や様々な年齢でじゃがいもを育てたり、牛にエサをやったりする機会に恵まれたから。 

牧場が多い。 

地元産のような商品がお店で売られているのを見たことがあるから。 

スーパーで中標津産の乳製品をよく見る。 

中標津町内の店舗で進んで町内で作られた加工品をよく見かけるので…。 

乳製品はそう感じるが、その他は…。 

農家さんに関係する仕事をしていたし、友人に農家さんがいるから。 

農協で中標津産の野菜を見たり、買ったりしている。 

周りにそういう仕事をしている人が多い。 

なるべく地元のものを使っている。 

じゃがいも祭りなどがあったから。 

スーパーなどで他の商品と分けて売られていたりするので、地元のものだと分かるし、時折買うこともあるので。 

地元の食のおいしさを感じる。 

やはり地元はおいしい！！ 

買い物に行った際、目にとまりやすく配置されていたり、地産地消を伝えているお店も多いため。 

中標津産のものを使って提供してくれるお店が増えている。 

元職場が身近に感じるような関係性だったので。 

お店においてあり、購入できる。特に乳製品は美味！もうすこし安いと買いやすいけど。２本で５００円なら、２本で３４０円とかの特

売の牛乳を選ぶ人も多いのでは？ 

ＪＡ祭りでよく感じている。 

普段から購入している。 

牛乳やチーズ、アイスクリームなど身近で買いやすい。 

お店にある。 

農家の牛乳が高い。チーズなど高くても買う気にはなるが、牛乳で高いのは買う気がしない。 

欲しい時に買うことができるので。 
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問 28② そう感じる理由 

家庭で作っている（野菜）。 

なるべく地元の物を買うようにしている。 

乳製品がおいしい。 

産地を見て買うことがある。 

スーパーで目にする機会が多い。 

毎日、牛乳を飲んでいる。チーズ、ヨーグルトなどもよく食べる。 

中標津産の物が、固めて置いてある。 

意識して地元産を、と思って日々スーパーとかで産地を確認しています。 

家が酪農家のため。 

地元の乳製品をたまに飲むので。 

パートで品物を扱っている為。 

野菜だと、スーパーでなくても手に入れる事が出来るため。 

ソフトクリーム、チーズ、想いの茸など。 

店で○○産と書いてる物を見る。 

地元産の農畜産物はおいしいし、なるべく活用しようとしている。 

チーズ作りが体験できる。 

スーパーなどに地元産のものが並んでいる。中標津産のものが多く購入できる。 

なるべく地元産のものを買うようにしている。 

今は無添加にしてますので、やはり地元産が安心です。 

地元の一般人が作っている野菜の販売は農薬の使い方に不安がある。 

食に関心があるので。美味しい食材が沢山あると思います（野菜、乳製品は特に誇れますね）。 

生まれは海岸のある地方だし、近くにブタ家さんがあったり野菜農家もある。牛もいる。 

店頭ですぐに手に入る。 

作った人の顔がみえるから。 

町に雪印乳業があるから。 

身近にある。 

チーズ、バター、ヨーグルト等を購入してる。 

スーパーなどでも○○産と書かれているので、地元のものかどうかチェックできる。 

意識して買っている。 

野菜、しいたけ、乳製品は意識して買っている。お土産にもしている。 

地元産の物はおいしい。 

なるべく地元産を買っている。 

店に並んである時は、出来るだけ購入するようにしている。 

農業高校の活動や、地元の物を、買い物の時に目にする。 

未だＰＲの仕方に不満があるが、身近に感じる。 

商品が地元のものであることを表示しているのを目にする。 

製品はお土産（贈り物）として利用時に食するので。 

ゴーダーチーズ、中標津産牛肉を時々食べている。中標津の加工食品（Ｎ高）を利用している。 

中標津産のもの中心に買う。自分も町の畑を借りて、野菜作りしている。 

利用するようにしている。 

なるべく地元の製品を購入している。 

東武に行くと、地元産がある。 

小売店である程度、購入できる。 

ＪＡの野菜とか牛乳がスーパーで売っている。 

乳製品、野菜等は特に感じる。 

元々農家でしたので。 

お店に置いてあるのを目にする。出来るだけ買うように心掛けている。 

地域のスーパーが地産地消に積極的に取り組んでいるように思う。 

身近に感じる肉など。古くても、加工品も。 

なるべく地場産を利用してます。 

もう少し、じゃがいもや、とうもろこし等地元で頑張ってほしい。 

商店へ行くとあるので。 

地場産の野菜やチーズ等買っている。 

なるべく地元の野菜、乳製品を買うようにしています。地元にお金が入るようにしています。 

中標津産の物を買っている。 

乳製品が販売している事。 
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問 28② そう感じる理由 

スーパーで地元のコーナーがある。 

商品等に生産地の記入があるので。 

買物に行くと地元の物がすぐ手に入る。 

中標津を表した商品がある。 

店にある。 

食品加工研修センターを利用しているから。 

地元産も買う事が多い。 

地元乳製品を飲用している。 

中標津で作った物は良い物だと思う。 

酪農の街なので。 

地元産重視で買い物をしている。 

よく利用している。 

できるだけ地元のものを購入するようにしている。 

中標津産の標示がある。 

地名を確認することが出来る。 

品物が安い時。 

お店に出回っている。 

地元の肉（ステーキ）もっと安くなりませんか？ 

乳製品とくに野菜は新鮮である。 

乳製品は好きなので、安価で買えるのは魅力です。 

今後製品の内容の充実を願いたい（製造元賞味期限などの外製品の内容の充実を期待する）。 

 

◆そう感じない理由 

問 28③ そう感じない理由 

食品加工が少ない。 

中標津と聞いてみんなが想像できるものがない（お土産などで）。 

野菜以外が価格が高いため買おうと思わない。 

安いところのしか買えないので。 

PR が足りない。 

コンビニでこう言った商品が少ない為。 

値段が高いのは購入しにくい。 

地元の生産品が高く、買えない。 

近いが高い（地元品）。どちらかというと嗜好品の位置づけ。牛乳などわざわざ遠くから運んだ新札幌乳業の牛乳が安いなど（皆さ

ん日常使いしている）悲しい現実。 

ＴＶ見てわかるレベル。 

価格が高い。 

地元の牛肉を食べたい。 

スーパーで一般的なものを購入します。 

スーパー等で、地元産の物をあまり見ないため。 

町民への農畜産物等の配給みたいな物があっても良いと思うから。 

値段の問題．．．。 

地元じゃなく町外売り出しているイメージ。中標津産牛肉、とかスーパーにある？ 

地元かわからない。 

店舗ごとに陳列がバラバラ。中標津町の特産品限定店舗が有っても良いと思う。観光名所になるように。 

接する機会が少ない。生産者の独りよがり感を感じることもある。 

身の回りであまり目につかない。 

地元商品の店が少ない。 

価格が高く感じる。 

身近に感じない。 

産地を書いていないので、地元なのかどうかわからない。中国産でなければ良い。 

安価、新鮮、安全等が満たされていないため。 

商品数の不足。 

標示を見たことない。 

地元の牛乳が高い。野菜は直売所などあるのでしょうか。そもそも、あまり畑ハウスを見ないが。 

野菜くらいしか分からない。 

地元食材と言いながら、還元の認識はない。 
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問 28③ そう感じない理由 

地元の物と思うが、金額が高い。 

全部とりあえずどこかに持っていくのだろうくらい。農協店舗では小分けして売ってるね。 

地場産は高いイメージがあり、どうしても安い物を購入してしまうため。 

商店等で地元産の物があまり見られない。 

地元のものは値段が高い。 

地元に寄り添っている会社ばかりではないと感じる。 

町としてもっとＰＲして良いのでは。 

地元農畜産物各店に行っても目にする事がないので身近に感じない。 

原料生産に片寄り加工業が未発達。業者がいない、育っていない。 

スーパーにいっても、安い物しか買わないから。身近に農家の人がいない。 

乳製品は贈答品のイメージ。 

国内の物は値段が高く感じるから。 

チーズなど高いので買わない。 

ヨーグルトｅｔｃ、値段が高く他で生産したものを購入する事が多い。 

高いし、身近にない別海産のものを使っている。 

高い。 

乳製品は高い（仕方ないとは思いますが）。 

値段が高いイメージしかない。特に乳製品。 

野菜は時期が来ないとＪＡの店舗に出ないし、価格が高め→乳製品、加工品などは。 

地元のものあまり見かけません。 

地元野菜などあまり安くない。 

分かりづらい。 

地場産なのに高いのはあまり買いたくない。 

地場製品の数が少ない。 

中標津産の標示をあまり見た事ない。 

一般の店の地元の商品あまり置いてないような気がする。ＪＡさんは割と地元産があるかな？ 

特産品がない。中標津のお土産がなくて困る。 

農協の製品以外身近にない。 

乳製品が高いので、他の安い物を買う。 

数多くあるとは思わない。地元のものでも高い。送料がかかってないのに、地産地消の意識が薄い。 

情報が入ってこないので。 

地場産コーナーが一部店舗に、設けられていたら、いいですね。道の駅のような感じで。 

地方の産物を広げてほしい。 

新鮮な商品が揃わない。 

値段が高い。 

買った事がない。 

お店に行けば、何でもあります。特に、中標津の物と思って買っておりません。 

乳製品ら高い。安いと売れ行きも良くなるはず。 

地元産は高いので、あまり利用してない。 

スーパーなどにあまり中標津産の品が目に付かない。 

感じるほどの産物が無いのでは？ 

安く買える物が少ないし、年間を通して提供されないから。 

バターが高い。 

地元の物が高い。地産地消で買いたいが、御土産等に買うくらい。 

道の駅等もっと売り場を多く。買いやすく！！ 

 

 

問32 まちの観光資源（景観、場所、食、イベントなど）に満足していますか。 

◆満足している理由 

問 32② 満足している理由 

開陽台は素晴らしい。 

イベントが多い町だから。 

食べ物おいしい。自然がある。 

食に関して満足。 

様々なイベントがある。 



55 

問 32② 満足している理由 

町にしては、よくやってると思う。 

イベントなど多く満足しています。 

お祭り楽しんでます。提灯も良いと。 

不満はなし。 

中標津にはおいしい店が多い。 

街の大きさの割に何でもある。 

色々やっている方だと思う。あとはソウルフード（日常食）名物が足りない。 

町の規模の割にイベントが多い。 

夏まつり、冬まつり、しるべっとでのコンサートなどＯＫ。 

景品がたくさんある。 

バラエティーに富んでいる。 

地域イベント等、多く感じます。 

沢山工夫してイベントを開催していると思う。 

飲食出来るイベントは、多くて満足。 

時々見に行きます。 

居住人口に合っていると思う。 

不便に思った事がない。 

１年を通じて、何かしらのイベントを行っている。 

どこも一緒です。 

観光客は思っていたより多いと思う。 

あまり、不満を感じたことはない。イベントに関しては、情報が伝わりにくいところがある。 

四季で変化する農村景観は素晴らしい。 

イベントがそこそこある。 

自然豊かで良い。地産地消の店があるので応援している。 

夏季等街中を歩いても景観には満足している。散策していて、草刈が他町村より回数が少ないのか？長く伸びた草には「ガッカ

リ」。外灯が少ないのか街中が暗く感じる。 

町民に幅広くない。関係者のみで。 

良い物があると思いますが、観光客が滞在型の施設・場所を望んでいると思います。 

それなりに整備されている。 

イベントはいろいろあっていいが、広報などでのおしらせが地味だったり遅かったりした時があった。 

夏、秋、冬等のイベントもあり、足を運んでいる。 

意識的に情報を集め、楽しみにしている。イベントにも参加するようにしている。 

開陽台が有名なので。 

なかまっぷ付近が良い。 

将来の人々に事業年月を入れて表示し、先人の形を残し、管理しやすい体制作りを。 

開陽台へは何回もいきます。本当に素晴らしい眺めです。 

観光まつり等。 

根室管内では一番と思う。 

街の高い場所から武佐山を見ると絶景であり、食事を楽しむところもたくさんある。一年を通じて楽しいイベントが沢山ある。 

撮影や食べる事が好きだから。 

開陽台、空港。 

道外の友人へ勧めやすい。 

祭りなどで地域で商売している方々の参加が多くて、知る機会になり、後日お店に行くきっかけにしている。 

自然も良く、食べ物もおいしいので、これからも変わらずにしてほしい。 

イベントやまつりが多いため。 

農、商業関係のイベントが多い。 

お祭りとか楽しみにしているから。 

飲食店が多い。 

食とイベントは楽しんでます。 

イベントがたくさんあるように感じる。 

しるべっとさんでイベントを勢力的にして頂いているなと感じています。 

お祭りが楽しい（昔の方が楽しかったけど）。 

充分観光できてます。 

自然にあふれ、お祭りなどのイベントも充実している方だと思う。が、町外に対してはもう少しＰＲしても良いかと。 

自然がたくさん残っているので。 

特に景観はきれいだと感じます。 
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問 32② 満足している理由 

乳製品がおいしく、スィーツもおいしい。遠くに斜里岳がみえて夏の天の川がとてもキレイ。 

小規模なのは仕方ない。町も商工会も頑張ってくれていると思う。 

フェスと食の市場一緒でよかった。 

季節ごとにイベントがあるし、おいしいものもたくさんあって良いと思います。 

観光場所はないが、食（ジェラート等）イベントは、満足です。 

観光に関しては全く無いが、イベントは（コンサートやお笑いなど）とても良いと思います。祭りも（花火大会）良いと思います。 

お祭りがとても良い。 

いろいろ開催しているのは目にする。 

夏祭りや冬祭り、花火などもあるし、食は何でもおいしい。 

祭り等が楽しい。 

住みやすい町だと感じているから。 

一般に…。 

中標津は観光資源が少ないので、大変だと思います。 

しるべっと、なかまっぷ、ぷらっとｅｔｃ近郊の町の観光施設も充実。町内会なども充実していると思います。 

景観はいいけど、人が来すぎても困る。 

ゆめの森。 

町のイベントで牛乳配布などして PR していると思う。 

イベントにはほとんど参加してないが、その他については、食も景観も好きです。 

じゃがいもまつり、観光まつり。 

イベント等に参加してる。 

いろいろなイベントがあり、町民が遠くに行かずにお金をかけずに普段の生活を楽しむことができる。 

景観がしっかり整備されている。 

イベントは、たくさんあると思う。全部には参加していないので、満足かどうかは、わからない。 

ＦＭ放送の情報が多い為、あまりわからない。 

イベントの時、地元の方々が、一生懸命、活動しているから。 

外に向けてのＰＲ不足を感じるが満足している。 

町だよりなどを使って観光資源は何か、景観イベントなど詳しく知りたい。 

他町の農水作物を大いに取り入れてほしいです。 

無難にまとまっている感じがする。もう少し努力してほしい。 

イベントにたくさんの人が出ている事は、豊かな町と感じます。 

ランチ等もう少しゆっくり出来る所があればいい。 

イベントがあれば楽しい。 

目新しい物がない。開かれていない。 

「中標津と言えば」のところがあるので。 

小さな町のわりに充実していると思う。 

それなりに良くやっていると思う。 

各イベントがあるから。 

夏祭りは楽しい気分になります。 

それなりに対応されている。 

まあ～、イイ町ではありませんか。田舎だけど都会みたいだし、通勤だって満員電車でもないし、幸せに暮らしてます。 

夏まつりなど盛大に行われているので満足。 

食道等が多い。 

おいしいし見栄えがあっていい。 

 

◆満足していない理由 

問 32③ 満足していない理由 

非常に少ないと感じる。 

イベントにインパクトが無い感じがします。 

単純に観光名所やグルメが全然ない。 

観光地に多大な金をかけてでも整備や修理してほしいです。 

１０年前と比べて、全てにおいて観光資源は不足している。 

道の駅がない。 

お祭りを増やしてほしい。 

どれも近所の町に敵わない。いっそハブ化に力を入れてほしい。 

PR が足りない。 

集客したいのか？地元民の為に行っているのか？コンセプトが不明瞭。 
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問 32③ 満足していない理由 

臭いをどうにかした方が良い。 

体験型観光を地域産業と連携し、更に徹底したストーリーで展開しては。 

体験型のアクティビティがない（少ない）ように感じる。 

「北根室ランチウェイ」へ自治体からのバックアップが足りない。 

観光としての推しが弱い。 

道の駅は絶対に作るべき！ミルキーカレーやラーメンじゃ弱い。もっと本気で考えるべき！ 

飲食店（ラーメン店）が少ない。 

中標津神社祭と花火大会を天気の良い時期に開催してほしい。 

開陽台以外の目玉がない。 

豊かな観光資源を活かしきれていない。 

開陽台初めて行ったが「こんなものか」と思ってしまった。もう一越え欲しい景色はいいので、子どもも喜ぶ何かがあれば。 

満足する物がないので。 

場所が少ない。 

おもしろくない。 

情報の発信力が全くない。 

若者向けのイベント（タレント）等がもっとあっても良いかと…。 

隣接町との調整不足が否めないため（道の駅とのコラボが全くない）。 

中途半端なイベントが多いような気がする。 

大規模な観光産業がない。 

観光スポットが少ない。酪農家のふん尿散布による悪臭。 

観光資源はどの街にいっても必ず「人」そのものだから。 

「観光」の目玉がない。 

マンネリ化している。 

景観がよくない（汚い）。イベントのマンネリ化（時代に合ってないと思われる）。 

イベントの開催がよくわからない。 

道の駅があると良い。 

標津、別海にくらべてインパクトがない。 

町の観光資源をもっと生かしたイベントが必要。インバウンドも含めた中途半端でないものが…。 

素材に、満足している感はある。 

まだまだ観光資源があるのに、生かしきれていない。 

観光する場所がなく、泊まる必要がない。だから観光客が少ない。 

今一つ知名度不足を感じます。 

資源ってありますか？開陽台を資源というならもっと施設を充実しないと。 

場所が少ない。 

新たなものを企画してほしい（今でも楽しいが）。 

街の身近なところにｎａｔｕｒｅ ｗａｔｃｈｉｎｇできるところをつくる。タクラマップ川の清流が見えるところをつくる。コンクリート工事した場

所はダメもう。 

不足している。 

中標津市街地に源泉（温泉）が多くあるのに、あまり知られていないし、温泉町としてのＰＲも必要では？ 

観光資源となり得るもの。場所等の発端。 

正月に家族が帰省した時、公共施設は全て閉鎖していて、孫達の行く所がない。ゆめの森の外ぐらいは開放すべき。「交流人口増」

というなら工夫してほしい。 

膝が悪く、出歩かないから。 

観光資源についての選定と評価がされていない。 

一年中観光客が来たいと思えるような、場所、景観等を作って欲しい。 

すべてにおいて脆弱に感じる。 

日程等について。 

食に関してお客が来た時に自慢できる物がない。 

まだまだやれることがあるのではないかと思うが、高齢者が増えてきているので、どうなのかはわからない。 

町民から自分達で「こうするんだ」という盛り上がりがあまり感じられない。 

自然豊かな中標津もっとＰＲを観光資源となる施設などの調査。例えばハリストス教会など。 

あまり参加しないから。 

お盆に帰省してもイベントが終わり、なにもないので少し寂しいとのこと。 

ファミリーレストランがない。観光資源が少ない。 

町の目玉になるものが不足している。 

イベントなどあまりしていないように思う。 
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問 32③ 満足していない理由 

多方面から多くの人を呼び込むイベントがない。 

開陽台、ただ広いだけでつまらない。遊べるものがない。ハンググライダー、気球、ゴーカート、竹スキー、草ソリ、アスレチック、乗場 

長期天望の観点に、景観を成備すべき。 

もっとイベントとか楽しいことをしたい！ 

町外の人や内地の人が来たくなるような目玉的な見どころやイベントが無い。 

小さなイベントをやるよりも大きなイベントに力を入れた方が観光として注目集まるのでは？と思う。 

何か良いイベントをしてもあまり長続きしている気がしない。 

「まちの」と謳える観光資源がどれだけあるのか。個人事業で食やイベントを頑張って町の特産を活かそうとしてくれている方達はい

るが、それは「まちづくり」の努力とは言えないと思う。 

強力な魅力があるとは言えない。 

他の地域から来た人に案内できる観光スポットが、開陽台くらいしか思い付かないから。 

食は全般美味しいが、外食をすると全体的に味が濃い。 

町外の方に勧められるものが少ない。（聞かれると困る。）道の駅がないので寄っていかない。 

内輪の盛り上がりで、冷める時がある。 

イベントが無さすぎる！７月のお祭り、８月のお祭り以外何もない（大きいイベント）。 

イベントにあまり興味が沸かない。 

ご飯屋さんがまずい！！ 

イベントなどあまりないと思う。あと、居酒屋などが多く、昼などに行けるお店があまりないなあ～と思う。 

ある一定の人達のものだから、広くみんなに伝わっていないし、どうしたら参加できるのかもわからない。 

子どもと楽しく遊べる施設があると良いと思う。 

食が牛乳しかないイメージがついてる。 

イベントで食をもっとＰＲ。 

一人で行ける店も少ないし、情報がない。 

雨の日の観光客の行き場。 

若者も参加できるイベントをもっと行うと良い。 

食に関して、食材はあっても調理人の新しい感覚があまり店として表われていないような気がします。 

１年に同じ事がなされている為、違うイベントなどもあったら足を運ぶのかも。 

遊びに来た友人に案内するところがない。 

中標津のイベントをもう少し増やしてほしい。 

観光スポットに楽しさが不足していると思う。開陽台に遊具を設置したり、花の道を作るなど、食に関してもＰＲ不足に感じる。 

景観は満足しているが、他は中高年になると参加するのは面倒。 

何か盛り上がりがない。青森のねぶた、仙台の七夕のような派手さがない。花火もつまらない。標津の水キラリに負けている。 

崩壊寸前の空家があちこちにあり、景観を損ねている。教員住宅も何年間も放置状態。 

ラーメン→どこにするか？等、町内には、ない。 

町の特産品があり、お土産にできる物がない。 

高齢者になると出かける機会も少なくなり、感心がなくなる事もあるが、食も観光も魅力がない。 

８月に行われる夏まつり。家族が帰省する１３、１４、１５、１６日に行われると、もっと盛り上がるのでは？花火大会、昔の様に、野球

場でゆっくり腰かけて、ぜひ見たいですね（場所が変わってから、一度も見ていません）。周りの方達も、そう感じているようですよ！ 

お盆の提灯祭りしか知らない。 

もっと内外へ発信。 

場所により人の集まる所が片寄っているのかなと思う。町内に住みながら分からない部分が。食育等を行なわれているのは知って

いる。 

開陽台のほかに景観整備。 

興味のあるイベントがない。 

地元産の品をもっと。 

空港があるにもかかわらず、観光客に向けてのまちのアピールがいまいち足りていないと感じる。 

味見させて買わないと態度がわるい。いやな顔する。 

もう少しワクワクして参加できるイベントがほしい。 

これと言った観光資源が、中標津にないのが残念です。道の駅のような、町の産物等の販売等。 

高齢者でも行ける所が少ない。 

景観等は良いのですが、それを利用する事が出来ない。交通網が発達していない。 

公園や、河川敷等の整備。少しのお金を掛ければ、出来ると思う。 

町民参加のイベントがもう少し、ほしいかな。食物への盛り上げがほしい。 

町と農協がばらばらになっているような気がする。 

食を活かした食事場所がない。 

他の町のお祭りの方が見ごたえや、サービスがすごい。 
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問 32③ 満足していない理由 

情報の発信拠点が無い。お祭りも地元向けで町外にアピール出来ていない。 

人の集まる街づくり。観光地として今ひとつである。 

マンネリ化している。 

イベントは内容、やり方を見直す時期にきていると思います。 

場所が狭く、品数が少ない。 

働いており、土日祝出勤が多く参加できない。 

どういう観光に力を入れているのか分からない。 

名物はなにかそれがあれば、食べる所は？（町外から来た人に食べる所（名物）がないのでは！！） 

町民にあまり知られていない。関わっている人のみに終わっている感がある。 

資源の活用が図られていない。 

開陽台の有効活用他。 

 

 

問34 雇用対策（通年雇用、雇用の創出・確保など）に満足していますか。 

◆満足している理由 

問 34② 満足している理由 

自分は、困っていない。 

自社は満足。他社は知らない。 

求人も多いし、満足。 

資格などの支援を町独自に推進して欲しい。 

町外で働いているのでわからない。 

不満はなし。 

働ける場所はいっぱいある。 

むしろ、人不足で企業側が大変。 

企業が多く、職種も多いと思います。 

国の予算を使った事業で雇用の創出を実現している。 

雇用率は良いので。 

現職に満足している。 

就業できているため。 

企業の努力を感じるから。 

他の町村とくらべて通年雇用など確保されている。 

ただし、冬期間の仕事を、確保してほしい。季節雇用⇒通年へ。 

自分なりの再就職ができたので。 

地元にハローワークがある。 

雇用はたくさんあると思うが、農業の裾野が広いので良いのでは。 

年齢に応じた対応をしてくれている。 

働ける所が色々あり満足している。 

７０才超えても採用してくれるところがある。 

かなり改善されてきている。 

雇用実態はよくわからないが、失職した所は聞いていないのでやや満足。 

通年雇用対策を推進している。 

会社勤務も終り、年金生活の毎日で時間が自由にできる。 

現状で良いと思う。 

女性が多く働いている。 

ハローワークが良いと思うから、無職の人に対して講習も行っているから。 

ハローワークでパート探しでお世話になった。 

町内の求人はいつも出ているので。しかし今後高齢化が進むと確保できるのかは不安に思う。 

自身の業種は雇用が多少あり、福利厚生も充実している。 

パートでも有給が取れるようになった。 

どこも人手不足で‥希望の所にも行けますが、人手不足を感じてやめられない。 

自分の職場の事しか分からないが、しているのではないかと思った。 

町でどんな取り組みをしているのかわからない。 

必要をまだ感じていない。 

最近までは、満足していたが、扶養の関係で働けなくなり、休みも多くあり。 

現在の雇用状態で自分自身十分かと思うので。 
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問 34② 満足している理由 

どこも人手不足の為、年齢に関係なく働ける。 

選ばなければ色んな職種があり、良いと思います。 

若い人にもうすこし給料をやってほしい。 

自分は年金生活者だけど、中標津では、それなりに就労できているのではないかな？ 

何となくだが、雇用期間は比較的長いように感じるので、それは対策がうまくできているためでは、と思う。 

働く所がたくさんある。 

身近に失業者がいない。高齢者８０才以上の人も現会社勤め、障がい者なども仕事をもっている。 

今の所春先も仕事がある事。 

夫はすでに定年しておりますが、雇用対策はされていても、働く側のしっかりした仕事への向き合い方が出来ていないような気がす

る。 

７０才を過ぎているが仕事が出来る。加工業（海産）。 

最近、季節雇用の人達が通年雇用になってきてます。 

外国人の受入など。 

現在、通年雇用の正社員よりもパートでも責任ある仕事をしていることも多いため、パートに対しての保障を充実させる方が多くの

人手を確保できる。 

現状で満足しています。 

現状の会社では不便はない。 

若い人は地元で働けている。 

冬期間の仕事の充実を願いたい。 

８０代であまり関心ない。 

商業施設が多い。 

正社員にして頂いたため。 

 

◆満足していない理由 

問 34③ 満足していない理由 

人材が不足している感じする。その会社に適していない人を雇用している会社が多い気がする。 

若者が一生働きたいと思える職場が少ない。 

そもそも、雇用をしてくれる場所が少ない。 

中標津高校のアルバイト制限を無くすべきだ。 

不景気。 

そもそも労基法を守らない会社が多すぎる。 

万年人手不足で営業が大変。 

本当に働きたい場所がどれだけあるか？ 

ブラック企業の話をよく聞く。 

充分な雇用を確保できているように感じるが、裏を返せば、働き手不足…。 

卒業した高校生が戻ってくる先が少ない。 

仕事がなくなったら終わり。 

若手の確保が難しい。 

転職した事がないのでわからない。 

妻が看護師で、５月から仕事をしようとした時、正職採用のみで、パート採用がなく、結局現在標津に通勤している。 

常に人手不足。 

企業誘致を進めるべき。 

仕事の簡易化。 

若い働き手が不足しているので。 

雇用内容。 

人気の無い職種に人が集まらない。例えば町道の除雪運転手や建設業の職員や作業員等。 

作業環境が厳しいのが原因と思われる。 

酪農家が求人を出してもなかなか応募がないため、外国人の雇用が進んでいる。 

町外に若者が進学の為出ていく。 

賃金安い。 

職種がない。 

ハローワークが行っていて、町が行っていると知らない。 

若者が働く場所がない。大企業の誘致も積極的に行うべき。 

若者の職の拡大。 

働くところが多くなく、非正社員が周りに多い。 

生活保護がパチンコ、スナックはどうかと思う。甘すぎる。 
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問 34③ 満足していない理由 

慢性的な人手不足。 

自営業等。 

年金では生活できない人達への雇用の創出。 

１人～２人採用するのに１０人必要と求人を出したり、部屋を借り、車を持って生活できない初任給など、中標津に若者は残らない。

帰ってもこない。 

雇用対策がわからないので。 

現代の世相を反映しているのだろうか。特にパチンコ店での車の満車は、見ていて、将来に不安を感じる。子育ては、どうしている

のか？ 

雇用の創出不足。 

若者定住に向け、正社員増の対策を。役場は率先して臨時職員を減らすべき。 

低賃金なため、かけもちバイトで疲れる。 

担当部局は個々の企業の雇用状況（条件）等は把握できているのか。 

対策をしているように思えない。 

一時的な雇用しか考えていないから。 

通年雇用の職場が少ない。 

地元に雇用を。 

住民人口が減少しているから。 

生産性ある企業誘致をし、有能な人材の流出を防ぐ。 

民間企業の労働時間の軽減。 

子育てをしながら、働くことへの周りの理解は改善されてきているとは思うが、職種や職場にもよると思う。 

なかなか転職しづらい。 

年齢制限をもっと上げたら助かる人はいっぱいいるはず。 

小さな町だと思うので仕方無いかと思いますが…雇用が限定されなのかと思い、少し不満があります。（選択肢が少ない。） 

進学で出ていった子達が戻ってきて働きたいと思う魅力が少し足りないのかなと思います。 

雇用の場が少ない。給料が少ない。 

若い子の仕事に対する気持ちが。 

保育園問題。 

求人募集しても人が来ない。来てもすぐ辞める！！ 

たまに態度の悪い人がいる。 

主婦（子どもが小さい）はなかなか仕事がない。 

福祉厚生のしっかりとした職場の増加を望みます。 

周囲から不満を聞く。 

町でどんな取り組みをしているのかわからない。 

短期の仕事や、持病障がいのある方の雇用が難しい。 

子育て世代における雇用の少なさ（時間帯等）を感じる。 

コンビニなどの募集が多く、年いくたびに働ける所が少なく感じます。 

求人の内容が偏っている。 

もっと通年雇用を充実し、高齢者の雇用を充実してほしい。（町内の人を優先に） 

私は１年で変わるので、次の心配は常にある。 

求人を出しても、全く集まらない。 

雇用する会社と就職したい人との意識が少しずれていると思います。 

具体的な雇用対策を知らない。 

不正規雇用が多い。正社員への道が無い。 

若者が地元で仕事ができる環境であってほしい。 

冬の間暇。 

満足というよりも、関心が無いので、理解していない。 

もっとシルバーの仕事の種類があれば良いが、イメージとして重労働のイメージしかない。もっと女性が働ける場所がほしい。 

６５才でなく７０才まで考えてほしい。 

通年雇用等なかったので、自分でやるしかない。 

町行政だけではできない。 

なかなか職がない。 

大きな企業がないので、仕方がないが、元気な高齢者が働く場所がない。専門職を生かせる場所がない。ボランティアであっても生

きがいが持てるなら働きたい。 

若者の雇用が不安定。 

魅力ある雇用であって欲しい。 

高齢者（６５才以上）の雇用の確保が難しい。 
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問 34③ 満足していない理由 

雇用の創出に努力されたい。 

働きやすい職場。 

地元での働き口が少なく、若者が町外へ流れていく。若者が魅力的に思う就職先が少ない。 

職が少ない。 

雪印メグミルク工場のような職場がもっとほしい。 

身近に冬期他県に働きに出ている人はいませんので、仕事についているのかどうかわかりませんが、パチンコ店は満車ですね。 

パートは休みなく働いていて当たり前と思っている雇い主が多い。子育てしながら仕事をするのが大変。 

若者の就職希望者が少ない。 

若者が暮らせる（生活できる）給料を払える民間事業者がどれほど町にあるのか…ここの育成が急務を思う。 

職種によって人がいない事。 

働き手不足の話しをよく聞く。 

雇用対策をしているかどうかその結果どうなのかの情報が伝わってこない。 

小さな企業から（個人も）町としてもっともっと応援してほしい。 

７０才を過ぎても働きたい人、働かなければならない人がいます。そんな場所を多く増やしてほしい。年金だけでは食べていけない

人もたくさんおりますから。 

 

 

第４ 保健・医療・福祉について 

問35 地域医療、救急・災害時医療体制に満足していますか。 

◆満足している理由 

問 35② 満足している理由 

迅速だから。 

１０－１１時の間で子どもの診察を土日もやってくれている。 

不満はなし。 

本当に必要な医療は遠く行かないと受けないが、一次診療室は充分だと思う。 

とりあえず病院はいくつかあるので。 

同辺四町一市などの医療を一つにした方が良いと思う。それで十分。これ以上の質向上はコスト高過ぎ・重病は皆さん都市部医療

にかかってあり、コンビニ医療（民間、クリニック）の゛充実が必要。 

病院が３つある。軽い病気であれば問題ない。重症時は釧路までが不安。 

医療機関に掛かった事がありますが、困った事が無いため。 

施設は整っているので。 

不満がない。 

救急車をよく見かける。 

急患体制が充実。 

夜中は仕方ないけど、お医者さんはいるから。 

ドクターヘリなど導入している。 

町立 HP の検討。 

町立病院を含め、医療施設数は多いと思う。 

病院があるだけありがたい。 

それなり対応している。 

ドクターヘリによって助かった命が少しでもあればうれしい。でも、今、家に救急車がくるのには、時間がかかる。 

病院もあり、救急の時を見てくれるのでいいと思う。 

三ヶ月検診や色々な病気でお世話になっている。 

町に病院があるので安心。 

２４時間、救急窓口が稼動している。 

病院を縮少して、保健師、ドクターヘリの拡大を考えては？ 

小さな町にしては地域医療に力を入れていると思う。医師確保にもっと力を入れるべきだし、絶対やるべきだ。 

かなり良くなって来ている思う。 

体調に合わせて病院を選ぶ事ができるのでほぼ満足です。 

地域医療救急は満足している。 

ドクターヘリがいい。 

医療体制が思っていたよりも整っているかと感じたため。 

子の通院にも満足している町の病院で足りない時釧路へ行く。 

かかりつけ医があることは満足している。 



63 

問 35② 満足している理由 

町立で休日の救急診療があるのは安心感がある。もう少し病院の選択肢が増えると尚良い。 

そこまで実感もあるわけではないですが、病院も近くにあるので。 

救急はそれぞれの科が対応してくれる。小児科がある。 

待ち時間が長いので、何か手はないものか…。 

総合病院がある。 

ドクターヘリが利用できるのは、心強いです。 

病院があるので。 

町としては充分かと思う。 

休日でも見てもらえる。ただし…５０００円が必要？ 

小児科を受診の際の検査の実施、充実⇒不安。 

現段階では、この程度の体制しかないのかな？ 

朝早くから病院が開いている。 

ドクターヘリが来たり、すぐに大きな病院に移れている。 

今のところ個人病院も何軒かあり、歯科医院も、そこそこあり、重病以外は、対応出来ると思うが…自分は今のところは、いいかなと

思っている。 

町立病院の努力も見えるし、ドクターヘリの存在もうれしい。 

大怪我した時の経験で対応が良く安心した事を覚えている。 

町立病院があること。いつでも重い病気の時には救急車がある。 

町より離れているため、科によっては午後に診察を行ってほしい。 

欲を言えばキリがない。 

地域医療頑張っています。 

救急車がすぐ来てくれる。 

町立病院で全科ある程度受診できる。 

幸いな事に元気ですので、すべてに大変な時代ですが、頑張ってほしいです。 

ドクターヘリによる搬送をしてもらった友人。交通事故、救急車の手配等日ごろより御苦労を感じております。 

近くに病院があるのは心強い。 

救急で何回か親戚がお世話になりました。 

町立病院があるので。 

通常の町立病院でも不安であり、災害での対応は出来るのか？ 

 

◆満足していない理由 

問 35③ 満足していない理由 

医療施設は、数が少ないし、良い医者がいないと感じる。 

災害等、自分が体験していない為、あまり、病院に行かないので。 

病院職員の不足。看護師の態度が悪い。職員の高齢化。 

医療現場の高齢化（医者等）専門医療の不足。 

産婦人科に女性医師が欲しい。 

まだ受けたことがない。 

病院の対応が悪い。 

町立病院の午後の診療が少ない。 

内科以外利用しにくいので、釧路まで行ってしまうから。 

医師が少ない。 

専門性が低い。待ち時間が長い。 

困った時に使えない（休診、時間外、とか）。釧路に行く事が多い。 

病院での待ち時間が長すぎる。 

病院の医者の説明が悪い。設備が整っていない。 

救急を利用してもたいした対処もしてくれない。 

病院が通院しても治らず、別の病院に変えたらすぐ治る事が多い。 

重篤な案件はたいがい釧路。 

町立病院以外の内科などがない。 

地方に行くことが多い。 

年配の方からの助言が多い。釧路へ行った方がいいと。 

病院の赤字が多すぎ。常勤医が少ない。 

医者不足。 

定期的な通院を仕事をしていると厳しいので、土曜日や日曜日、又は、平日の夜等なら助かる。災害時医療体制を知らない。 

病院の内情を色々と聞くと改善する必要があるのでは、と思う。 
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問 35③ 満足していない理由 

町立病院の救急は、常時専門医がいるわけでない。 

地域医療は生活にかかせないため。 

病院の充実（町立）。 

医師や看護師を集めるのは、大変（無理）とは、分かっています。そのため、不安があり、評判も良くありません。今の院長の評価悪

い話しも、耳にします。 

時間がかかりすぎる。医療体制はどうなっているのか。町税を払っていてなぜ。 

町立病院の医師の質をさらに向上させてほしい。 

地元で完結できない事が多いので。 

国の政策に関連するが、受診医療施設の選択が困難。 

出張医が多過ぎる。 

ちょっとした手術でも中標津ではしない人が多くて、釧路、札幌と言います 

難しい病気の治療が地元では出来ないので。 

病院に巨額の補助金をいつまで出すのか。 

医者の地方勤務を義務化する制度を国に求めるべき。裁判官、検事、他公務員も地方に赴任する。医者のみお願いして来てもらう

のは論外。 

病院の赤字、何が原因か通院しても２時間待って、３分の診療で医者は患者に充分な医療が成り立つか。 

地域医療センター機能が低い。 

急患、患者への対応。 

災害時の体制を充実してほしい。 

救急等が少ない。 

充実していない診療部門がある。 

地域医療。 

救急医療などに対応できないから。 

医師不足の解消が大事。 

高度の医療が出来ない。 

町立病院の診療科目の不足。 

病院の充実。 

患者が安心できる相談を時間をかけて。 

高度な医療機器が整備されているようですが、体制を整えて患者の管外流出を最小限に抑える。 

札幌や釧路の病院に行く人が多い。 

救急だと見て欲しい科の先生が居ない。 

町内の病院は医師不足で対応が出来ないことが多い。高齢者の入院が多く、家族の援助が少ない。そのため、長期入院が多い。

施設が少ない。 

小児科へは大変満足。いつも親身に話を聞いてくれる。ただ親が病院へ行きたい時預かりサービスもあるが、前もって予約など負

担になる。子ども連れていても気にせず受診できる環境がほしい。 

町立病院以外にきちんとした（安心して通える）耳鼻科、皮膚科、眼科がない。 

町立病院しかない。 

小さな子どもを持つ母親が体調を崩した時に、子どもを預ける先が少ないと思います。 

医療は本当にがっかり。命を大切にしていない。 

大きな病院があるが、緊急の場合釧路まで行かなくてはならない。特に小児科、産科は夜間でも専門医がいてほしい。 

医師の充実。 

信用できない。 

町立病院で科により外来受診できない曜日がある。 

救急でかかったが、専門ではないので、朝まで痛みをがまんし続けた。 

体制が明確していない。 

病院の充実。 

いつ病院へ行っても３時間以上待たされて気分が悪くなる。 

町立病院の混雑、信頼できる医師不足。 

ドクターヘリを呼ぶ程ではない。急患の対応はどうなのでしょうか？時にはあきらめるということも必要でしょうか。 

長年通院している病院に不信感がわき、病院を変えたくても変えられない現状はいかがなものか。過剰検査に納得がいかないと。 

釧路に搬送されることが多いので、何か重篤な病気になると町内では対処できないのかと思ってしまう。 

釧路に通院しなくても良いよう、町立病院の医療体制を充実してほしい。 

常勤の医師が少ないのと（専門の医師）、救急車の利用が随分多いような気がします（本当に救急かな？と）。 

病院の待ち時間が長すぎ。 

災害時医療に不安。 

救急でかかりたくても、病院で嫌な顔をされると気が引ける。午後から診察していないなど、仕事をしていると通院が大変。 
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問 35③ 満足していない理由 

町立病院の負債。施設の活用不足。 

病院の救急対応がとても悪い。他の地域もコンビニ受診的な問題は聞くが、まず、中標津の看護師のような対応はない。 

病院（専門）が少ない。不安を感じる。 

釧路に行かなくても全うに治療してもらえる体制が必要。（管内の中核病院のはずでは…） 

高度医療が受けられない固定医の不足。 

大きな病院など、足りない科があるので。 

医者の充実性を。 

通常の町立病院でも不安であり、災害での対応は出来るのか？ 

病院は全スペース活用しているのか？ 

大病時不安。 

 

 

問37 地域や家庭で子どもが安心して育てられていると感じますか。 

◆そう感じる理由 

問 37② そう感じる理由 

治安いい。食が安全。 

親の目が届きやすい。 

町の規模のわりには、小児医療が充実していると思う。 

しっかり育っているから。 

大きな問題はない。 

子どもに対しての、優しさが感じられる。 

町から支援の充実が必要（お金の面で）。 

事件などはあまり目にしない。 

犯罪や事件が少ない。 

イベントもたくさんある。 

施設など充実。児童施設が遠いだけであるが。 

スクールバスがある。 

近所の子達は元気。 

近所に公園があるから。 

不安を感じない。 

自然豊か。 

地域が見守ってくれている。 

子どもが使える施設が充実している。 

新設体育館、ゆめの森公園があるため。 

俵橋に小学校があるから。 

事故・事件が少ない。 

子どもの見守り活動などよく見かけるから。 

一人で歩けるよね。 

計根別については、どこの子どもかわかるため。 

毎日児童館に遊びに行っている。 

近所周りの子どもたちを見てても問題なく見えるから。 

児童センター、児童館整備、子育てに関する活動も活発に行われている。 

子どもが元気。 

子育ては１０年ほど前に終わりましたが、それまでに比べると、国としても少子化に対する対策も強まり、うらやましいです。※逆に、

今世代は甘え過ぎに感じます。 

このところ安心して育てられていると思う。 

全体的に見てそう感じる。 

のんびりと子育てが出来るのではないかと思っています。 

地域の方が関心を持って子どもを見ていると感じる。 

他の街に比べ、スポーツ少年団が多いと感じている。礼儀もよい。 

そうなるように町内会活動を続けている。 

朝、夕の親達の動きは、良いように思える。ボランティア団体の委員の教育の場がほしい。 

子どもさんに道で会うとあいさつしてくれる。 

今までは良かった。大きな事故事件もなかった。 

孫を見ていて。 
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問 37② そう感じる理由 

たいして問題が起きているようには見えないから。もっと詳しく知らせるべき（個別事案など）。 

教育に関する施設が割と充実していると思う。 

毎日生活している中で大きな事件や嫌なニュースも聞こえてこないので、中標津に関しては平和だと感じます。 

この地域においては、イベント等に親子参加が多く見かけられる。 

学校帰りの子ども達を見ると、元気が良くて挨拶もしてくれるので、そう感じる。 

子どもに対する諸問題が聞こえてこない。 

保健センターへや保育園、幼稚園、児童館の方々は、いつも親身になって話を聞いてくれる。アドバイスをくれる。子どもが安心でき

る環境を整えてくれている。 

身近に児童館があるし、学校も新しいので、行くのがとても楽しみだから。 

特にこれといってありませんが、以前事件があった際、学校と連携し見守り活動があったのでそう感じます。 

るるるやみらいる、子育てのイベントにいろいろ参加させていただいてる為。 

保健センターのサポート体制。児童館の充実。土・日も小児科で診察して頂ける安心感があります。 

児童館が充実している。 

割と周りの方々は子連れに優しいと思います。 

見守ってくれる人がたくさんいる。 

中標津町が、というより、今の社会が子どもを必要以上に保護しているので、安心安全は比較的に守られているのではないかと思

います。 

病児保育、一時預かりがある。土日祝も働ける。 

病児保育がありがたい。 

いないですが、環境は良いように感じます。 

隣近所で子どもが元気に遊ぶ声が聞こえてくるし、集まれる機会もあるので。 

家庭ではそうです。地域といったら…どうだろう？ 

登下校の際、町の人や警察の人が見守っている。 

ゆめの森公園は町外からも人が来て、遊具も楽しい。展示写真きれいでした。 

子どもが元気な様子を見ると安心する。 

みらいるの前の支援センターがとてもよかったので。 

変な人に会ったことがない。 

子育てしやすい環境。 

公園が多く、子どもが安心して遊べるよう整備がされている。 

アパートの前を騒ぎながら、子どもが走っているが注意されない。 

防犯面。 

だいぶ以前の子育て期間でしたが、あまり心配なく、育てていたと思います。 

外で遊んでいる子どもを見かけないから。 

危険な事があったと、あまり聞かない。 

シングルマザーの方が安心している。 

通学中に出会うと大きな声で子どもの方から「おはようございます」と、とても良い家庭で育てられているんだなと思います。 

都会と比べると安心できるから。 

中標津は子育てにとてもいい環境だと思います。 

豊かな時代になり、女性の働く場所も増え、地域ぐるみの見守りも、協力も期待できると思います。 

朝晩の送迎等。 

保育所、児童館が整備されているし、一軒家の住宅が多く、我家周辺は、子ども達を見守られている。 

安心安全な町で子育てやすい。 

みらいるには、孫がお世話になっています。 

自分の身近には、小さい子はいないのでわからないが、待機児童等の話は聞いていないので、大丈夫なのかな？とは思っている

が、共働きの家が多いので、その辺りは…。 

家の前に親子で手をつないで散歩する姿を見るといいなぁと思います。 

子育てをサポートする体制ができている。 

地域で子ども達に目を配っている。 

特に不足がなかった。 

自然があり、ゆめの森公園など利用できる。 

児童館や保育所の利用が充実している。 

優しい心の大人が多いように思う。 

酪農なども、昔と違い、母親が子育てをしている。地域的には、隣の子どもも産まれたのは知っていても、見かけることはない。 

保健センターの職員の方々や町立病院の産婦人科に、丁寧で親切に接して頂いた経験から。 

私も、通学登下校時の子どもさんに声がけしてますが、皆さん元気に返事してくれます。 

休日等に、キャッチボール、ジョギング、焼肉等を友人で楽しむ光景が見られる。 
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問 37② そう感じる理由 

登下校の子どもたちの姿を見て。 

下校時にパトカーが回っている。 

放課後の児童館の活用。 

少なくとも身の回りで不安を感じる事がない。 

私の見た感じでは、そう思います。 

近所に幼稚園から小学低学年の子ども達が８人くらい居ます。絶えず子どもの声がして楽しいです。 

こんにちはのあいさつが、出来る子どもがいる。 

大きな町ではないので、子どもたちに目が届きやすい。学校が地域に開かれている。 

住民同士が顔見知りでお互いに目配りが出来る。 

若い夫婦が共働きで子育てしている姿は、力合せて生きる事は、子どもの成長にも大変であろうがいいと思う。 

元気に育っているので。 

犯罪も少ないようなので。 

見守り隊など地域で活動が見える。 

子ども達が「にこにこ」しながら学校に行く姿を見て。 

それなりに安全だから。 

サポート対策できている。 

のびのびと育てている。 

静かな所だから育てやすいかと。 

自分の家庭はそうだったので、現在は分かりません。 

行政のあたたかいご指導があるので。 

保育所、幼稚園が揃っている。 

私は自分の子どもは安心して育てられた。 

 

◆そう感じない理由 

問 37③ そう感じない理由 

隣の標津町と比べると圧倒的に補助が少ない。 

中高生を見たときに、小さいころの生育が良くないことがわかる。 

子どもいないから。 

保育所の確保。 

子育て世帯への補助が少ない。 

見知らぬ子（２～３才くらい）に石をなげられる．．．。 

安心して遊べるスペースが少ない。 

もしもの時は結局釧路に行かされる。 

知人よりいじめを対応してくれない話を聞いた。 

義務教育の内容に不安を感じる。 

子どもの医療費等の助成の少なさ。 

医療費が高い。 

幼稚園に入れなかった。 

子どもが、病気になった時釧路等大きな病院に行かないと分からないことがあるため。 

手当てが少ない。 

東１９条通りが交通量多く、通学時に、朝はボランティアの人がいてくれますが、押しボタン信号でもあってもいいと思います。 

保育料等子育てにお金が掛かり過ぎる。 

自分には、子どもはいませんが、職場の人達は、子どもを預けるところが限られていると聞きます。 

歩いている数が少なくなった。 

共働きは、仕事中に児童館等子どもを預けるが、１８時までとなっていたり、仕事を制約しないと迎えに行けない。 

あいさつができない子どもが多いから。 

子どもが将来、自立するイメージをもって育っていないと感じる時がある。障がいや特性のある子が受け入れられる環境がまだ整っ

ていない。 

学校内の危機管理に問題がある。 

自分の地域では児童館の利便性が悪い。警察と協力して通学路のパトロールも強化すべき。予防が第一。 

育てる大人が変なのが多くないかな？ 

公園などでの子どもの元気な様子が見られない（夢の国では見られるが。）。 

近隣町村はあまりわかりませんが、中学校卒業までは医療費をただにするとか働く父母のために児童館の解放。 

娘が里帰り出産した時から実感した。 

子どもの病院代無料化。 

親の教育の充実。 
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問 37③ そう感じない理由 

昨今の事件多発に象徴されている。 

通学道路沿いの車道のスピード制限が守られない。信号機が少ない。 

町内でも、変質者が出たり、夜の道で外灯のない場所もあるので。 

保育所不足。 

近所に子どもがいない。 

車の事故が多い。 

遊び場が少なすぎる。信用できる病院がない。 

病院があてにならないので、子どもに何かあった時に不安。 

保育園の待機児童が多い。 

子どもの検診（１才検診など）の内容が充実していない。 

病院の問題、学校で問題があった時の対応など。 

町で出産した人は保健師訪問などがあるが、途中で引っ越ししてきた人には何の説明、訪問もないので、わからないことだらけ。 

街灯が少ない。 

町全体が子どもに優しくないし、教育費（保育料等）がすごく高い（医療費も）。子どもの施設の人達も優しくない。 

障がいがある子ども達、学校、リハビリ、病院すべて不安です。卒業後の心配しかありません。 

進学について考えると不安になる。 

親の仕事が終わるまで一人で家にいなければいけないから。 

高等教育機関がなく、町から出るしかないので。 

継続して相談できる窓口がない。 

小学校４年生以降は、一時帰宅後しか児童館が利用できず、鍵っ子や一人での出歩き等の心配が強い。 

不審者がいたり、捕まったのかもわからない。街灯が少ない。危ない。 

休日の病院がない。 

貧困の家庭問題。 

大人の方からは声をかけられない時代になっていることが残念ですね。 

児童館クラブ？で放課後過ごせるのが３年生までで、それ以降の学年の留守番や家庭での過ごし方が心配。また障がいのある

子．．．。 

便利になり過ぎて、子どもに充分な食事を与えてない家庭が多いと思う。コンビニ弁当等簡単に済ませるもの。 

仕事を優先している。 

周知が不十分。 

社会全体が地域のつながりが尊いこともあり、安心とは言えないと思います。 

共働きが多いせいか、学校と家庭の連携も悪いようだし、先生の就労の悪化！学童施設の目配りが足りない。 

子ども達が忙しそうだし、親自身もゆとりがないのでは。 

働いていては子どもの医療機関を選べない。休まなければ選べなかった事。 

両隣の家で何軒も子どもが泣き叫ぶ、赤ちゃんが泣き続けるなど、親が問題の事が多くて自分は親に声かけなど注意を払ってき

た。小学校の４年生ぐらいになると落ちつくようです。 

過去に事件などがあった。 

共働きのため毎日大騒ぎで出かけてる。 

地域の行事に参加する子どもが少なく、どんな子が住んでいるとか近所で知らない事が多くなっている。声をかけても無視されたり

するので声をかけることもできない。 

医療費の無料化（１８才まで）。高校まで無料化（授業料）。 

育児時に不安。 

子どもの遊ぶ場所がない。 

歩道が狭い。ガードレールが少ない。危ない所多すぎる。 

 

 

問39 高齢者が生きがいを持ち、安心して暮らしていると感じますか。 

◆そう感じる理由 

問 39② そう感じる理由 

あまり良く知らない。 

共通な話題で盛り上がっているのを見た事がある。 

元気そうな人が多いので、そう感じました。 

高齢者が取り組みやすいスポーツや施設は、充実していると感じる。 

知らないが、恵まれた地域だと思う。 

近所の高齢者は元気。 

のんびりした町だから。 
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問 39② そう感じる理由 

明るく笑顔が見られる。 

福祉に充実感がある。 

実際高齢者が多いのでそういう事かと。 

町内会単位で高齢者対象のイベントを開催している。 

施設は色々あるので。 

自宅の周りの方は趣味を持って楽しく生活していると思う。 

安心している。 

福祉施設はたくさんあるね。 

日中、外で見かける事が多いので元気だと感じる。 

自分の町内会は安心して暮らせる環境です。 

生きがいを持っているかは？老後の生活を自身でしっかり考えてきた方は、大丈夫です。元々、国民年金で老後を暮らせると思っ

ていた人はどうしようもない…。その付けを、これからの人に負担を掛けるな！！ 

よくはわからないが、町立病院の存在は、安心感が持てると思う。 

老者自身が積極的に参加出来る事業を。 

高齢者がのんびり暮らしているように見える。 

意識をもっている高齢者は、活用していると思う。 

中標津の高齢者は元気な人が多いと思われる。 

町内会高齢者サロン活動は活発です。 

会社・地域に、頑張ってリタイヤの人々の知識の吸収する場（サロン）その他の場所をお願い。 

自分は週１回ぷらっとに通っている。 

今はまだ、仕事をしているので、あまり何か思ったりしないが、デイサービス等に通っている人達は楽しそう。 

しるべっと、３３０アリーナの存在。 

シルバー人材センターがある。 

高齢者に対するサービスが多くある。 

近所の高齢者とよく話をする。 

生保が多く、好きなように過ごしている印象。病院に来ても、偉そうに威張っている。 

静かな町だし、必要な物も手に入るし、コンパクトで移動もしやすいので、不便は無いと思う。パークゴルフ場も近くにあるので。 

人によると思いますが…老人ホームに入りたいのに入れないのはかわいそうだと思う。 

安心して暮らしていける環境ではあると思います。生きがいをもてるかどうかは本人次第なのでよくわかりません。 

お達者な方が多い気がする。 

町内会や近所付き合いがあって生活しやすいと思う。 

中心街に病院や、お店も多く、安心できる環境に感じるので。 

ごく一部の人かもしれないが、町内会のおたよりなどで、集まりの様子などが知れるので。 

シルバー人材センターなど、得意な事や昔していた仕事等を生かして活動していると思う。 

他の道内に比べて良いと感じる。 

元気なお年寄りが多いから。 

家族の仲がいい。町内会のイベントが楽しみ。 

自然が豊かな事。 

しるべっとにたまに行くと、沢山の高齢者が習い事に通っているようで楽しそうに見受けられました。 

老人対象の取り組みを目にする。 

仕事場で見た感じでは、そのように感じます。 

自分の周りでは、元気な方が多いのですが、実際、ひきこもりの高齢者は、多いのでしょうか？ 

町の中の人も郡部の人がそれなりの生きがいを持ち、暮らしていると感じます。これは個人の問題なので、一概には。 

自分自身の心の持ちようなのと、自分の住む町が“好き”と言うのが大切かな？ 

介護度に応じて。 

デイサービスに通所している方々は生き生きしている。しかし、又、独居者で、出たがらない人もいるだろう。 

元気なお年寄りが多いように見える 家庭菜園や釣り、山登りなど自然を楽しんでいるお年寄りが多いように思う。 

健康で暮しているので。 

福祉制度の補佐で生きがいの可能性が広がり、いろんなことにチャレンジできる。 

将来、どのような暮らしになるかわからないが、現在働いています。家族に負担かけず介護予防兼ねた福祉対策、サービスがあれ

ば。 

高齢者が元気に仕事をもっている事、地域の高齢者が友人、知人のためたすけ合って安心して生活しています。 

楽しそうにしている人がいる。 

ケアマネージャさんが親切。 

どうにか生活出来ているので充実していると思います。 

好きな趣味が出来る。 
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問 39② そう感じる理由 

本人次第と思う。出かけず家に居るがよしとする人もいる。 

特段生きづらさを感じず、毎日幸せに生活できている為。 

知り合いの皆さん、みんなニコニコありがたいと話されてます。 

生きがいは自分で見つけるもの。安心は囲りと一緒に作りあげることと考えて行動しています。 

畑をしたり、花を植えたり楽しいです。 

自分の親が世話になっている。 

近くにしるべっとがある。 

好きに外出が出来る。 

趣味や文化スポーツに取り組みやすい（サークルがあるなど）。 

年金制度のおかげで最低線の生活維持出来る。 

自分から労力するしかない。 

元気な方たちは生き生きしているが、そうでない方たちは、家から出る機会もなく、楽しみがなく大変そうに見える。 

自営業が多いので、好きな事ができるのでは。 

町の介護担当者の充実によって安心して暮らせる。 

 

◆そう感じない理由 

問 39③ そう感じない理由 

仕事少ないのでは。 

趣味を持っている方はいきいきしている。不満を持っている人も多く、文句を言ってくる人の７割は高齢者。 

介護施設が不十分。私が高齢となったら、ここでは住めない。 

孤独死が年間に数件あり近所でも発生した。 

施設が少ない。 

高齢者の態度がダメ。道路の真ん中を自転車で走ってる。死にたいのかと思う。 

交通に不便。 

よくわからない。 

年寄りに限った話でない。不安は尽きる事なし。 

公共機関（特にバス）の本数が少なすぎる。 

公共交通機関不十分。高齢者向けハイヤーサービスや運転代行サービスなどあっても良いのでは？ 

病院の待ち時間が長い。 

良くわからないが、買い物しているときに、命をかけているように思う。働いている人と特売で土日祭混みあっている。→若い人に譲

るのも必要と思う。 

釧路の親をつれてこようとは思わない。医療に不安。 

町外の人は車がないと不便。 

将来的に金銭面で不安を持っていると思う。 

高齢者が働ける場所が少ない。経験を生かせる場所、仕事が無いと思う。 

デイサービスや介護施設が少ない。 

高齢者が生きがいを持って生きるということは、かなりハードルが高いと思う。 

不安な声をよく聞くから。 

社会貢献の場の提供不足。 

高齢者の施設（居住）が少ないと思われる。 

今後必要になると思うが、実感がまだない。 

高齢者向けの生きがいを感じるものは少ないと思う。 

通院、買い物で不便を感じている。 

高齢ドライバーが多い現状、特に日中は危険。 

将来の不安を取り除いてあげれば、安心して暮らせると思います。 

信号機の不足。 

地域や会社など、あまり、高齢者を見ないので、どう生活しているのかよく分からない。 

情報がわからない。発信されているかわからない。 

病院の時間のロス。金額の問題で老人は不用。 

ケア施設の増設してほしい。 

老害がひどすぎる。 

自分も高齢だが、自分で解決する努力をしている。 

生活費が足りない。 

将来への不安を持っている人が多いと思う。 

病気でも働けるところがわからない。生活が苦しい。ハローワークはそんな人の仕事をみつけてくれる場所ではないのですね。 

１人暮らしの不安。年金支給額の不足。 
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問 39③ そう感じない理由 

今の世の中で生きがいを持つ事は難しい。安心などできない。 

結構厳しい条件で働いている。 

医療体制に不安がある。 

低年金、単身世帯の増、人付き合いの減。 

車を持たない高齢者の活動を支援するシステムが無い。認知症が増加する。 

個人で参加できるイベントが少ない。冬の家の前の除雪が。 

将来への不安と怯えをほとんどの高齢者が感じているのではないか。 

娯楽施設が無い。 

健康に不安を持っている方が多いと思われる。 

地域と町民個々の交流がない。民生委員の具体的な活動（高齢者住宅訪問等）が全くない。民生委員が動いているのを見たことが

ない。 

老人の楽しく集まる所。 

年金だけでは不足だから。 

特に理由はないが、家に閉じこもりの人が多い。自己満足の生活者が多い。 

介護保険サービス施設。 

健康に不安を抱え、生活している。 

各行事に参加者が指定され、引きこもり高齢者が多いと感じる。 

最近買物に行っても高齢者の数が少ないように思う。外出が少ないと言う事は少し心配になる。 

どこへ行くにも車に乗らないといけないから大変そう。 

祖父母があまり家から出る事がなく、なかなか他人と交流する場がないので、そういう人にも出向いて話を聞く事も必要だと思いま

す。 

高齢になると札幌などへ出る人が多いから。 

福祉サービスが少ない。 

高齢者が運転しないと生活できない状態。 

体育館以外にもっと体を動かせる。フィットネスを楽しめる施設を増やしてもらいたい。今１ヶ所くらいしかない。 

歩行者道路の舗装がでこぼこで車道をサポートカーを押しながら歩き、転倒している高齢者を見かけました。 

高齢者に警察がいじわる言ったりバカにしたりしたようなのを見てがっかりどころか怒りだらけ。 

今の高齢者が何を生きがいにしているのか分からないが、この町が高齢者にとって優しい町ではないと思う。 

身近な高齢者はとてもヒマそうにしている。 

元気な高齢者がなにもしていないのはもったいないと思う。 

お年寄りが集まり、遊べる場所がほしいと思う。 

高齢者が集まれる場所をもう少し欲しい。※しるべっととかに行ったりしてますよね、何にもないのに．．．。 

高齢者の活躍できる場がまだまだ少ない。 

静かでのんびりしていて暮らしやすい一方で交通が無いし、娯楽施設も無い。 

都市のお年寄りはもっと元気！ 

独居老人が多いという話を聞くので、気軽に高齢者が出かけられるところ、機会が増えると良いと思います。 

元気で働きたい人に仕事の斡旋を。 

独居の高齢者が増えているため。 

一人で悩んでる方が多い。 

そういう人は一部の人たちで、ほとんどの人は生きがいなんてないし、不安。でも若い人に迷惑をかけないようにって頑張って生活

してる。ただ冬の除雪は大変そう。 

町立病院が高台にあること、車の免許がないと暮らしにくいこと。 

施設が不足していて、将来（老後）の生活に希望がもてない。 

医療、高齢者施設の充実を望みます。 

子ども達が都会へ出てしまい、自分達で生きるしかないと思う。 

独り住いの高齢者が増加しているが、その人達が、どう感じているのでしょうか？ 

自分は、まだ仕事をしているが本当に年金だけでは食べて行けないと思う。その人達の保証は何かあるのか？ 

あまり外出しているようには見えないから室内に閉じこもっているのではないかと思います。 

医療の面が不安。 

必死で努力している。 

生活に困っている高齢者がいる。 

福祉が足りない。グループホーム、高くて入れない。 

近くにスーパーがない。車がないと買い物に行けない。 

気軽に集まる場が少ない。 

娯楽施設がない。安い金額で、老人が１人ででも入って来て遊べる場所があればよいのではと思います。 

健康活動に向かう。方法や（身体的に少しの不具合が有っても．．）場所をアピールして欲しい。 
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問 39③ そう感じない理由 

個々で生きがいの持ち方はさまざまであるが、健康であれば専門分野の人の活用や人材派遣センター等もあっても良いかな？ 

町内会の老人クラブ等も無くなっている。 

高齢者の方や、一人暮らしの方が楽しく、話したり、食事ができるような場所がないので、その様な場所があったらいいと思います。 

人それぞれだが、自分は国民年金で体や金銭面で、安心してというのはどうかなと思う。 

居住場所によって差があるのではないか。 

いろんな事で幅広く選べたりして、都市に比べ不便ではないかと思っている。 

高齢になると不便さや不安が多くなり、これから先がどういうふうに生活していくのかが出ていると思う。 

高齢であることに価値がなくなった。 

高齢者福祉の向上を望む。 

参加するための足の手段がまったくない。日に日にそれが悩みになってる。 

高齢者が気軽に集い、日頃の孤独を解消できる場所が身近な場所にほしい。 

医療の充実と交流不足。 

高齢者向けの楽しめる施設がない。 

行動しているのは一部で、家に居る人が多いと思うので。 

デイサービスをもっとオープンに（閉鎖的に感じる）。 

老健施設（例えばりんどう園等）の定員増と同類の施設の充実。 

通院に不便。 

交通弱者等の対応の遅れ。 

国全体としてはあまり感じない（政治のあり方が問題）。 

他町村では、交通費の補助があるが、当町では全然ない。 

コミュニティやサロンなど交流の場の不足。 

冬でも自転車に乗らなければいけない状況。 

公共バスがもう少し充実していたらいいと思う。 

十人十色。 

私は仕事を持ち、自分で考え、なるべく医療を頼らず暮して行けたらいいと思ってますが、そう思ってない人が多い。 

物忘れ不安。 

生きがいの感じられる整備が少ないと感じている。 

ゲートボールの仲間が少ないため、いじめの体質がある。 

民間施設は多いが、公共の施設が無い。 

 

 

問41 障がい者サービスが整っていると感じますか。 

◆そう感じる理由 

問 41② そう感じる理由 

あまり考えたことがないのでわからない。苦情等もない。 

支援学校が出来たので。 

作物の仕事は充実する。 

働く場所もあるし良いと思う。 

各公共施設に多目的なサービスがある（駐車場・トイレ）。 

高等養護学校の存在。更なる小・中・高。 

主要施設は、整っていると思う。 

どういうサービスをしているのか分からない。 

働く場所がある。 

学校も会社もある。 

デイサービスの車をよく見る。 

関連施設が多くある。 

そういう施設の名前は、よく聞く。 

不満がない。 

学校があるから。 

クレパスやウィルビーなどの施設があり、レストランや働く施設が充実していると思う。 

現状を掌握していないのですが、雇用の場も親身になって斡旋している事と思います。 

活用している話を聞くから。 

障がい者が働く場が少しある。 

各種サービス施設があると思うが、その情報提供が足りない。 

中標津は障がい者のサービスが整っている方だと思う。 



73 

問 41② そう感じる理由 

車いす駐車場のアピールがある。 

ボランティア団体・方々の御協力が、多く見受けられ、ありがたい。 

民間で努力していると思う。 

町民が感心を持っているように思います。 

支援施設が充実している。 

毎年町民に対し、健康に対し診査の実施をいただいていること。 

現状で良いと思う。 

障がい者の活動が多く見受けられる。 

各々の事由に合わせて施設へ行く事出来ている。 

福祉施設が増えたと思うので。 

児童デイサービスがあるが、利用人数に限りがあるため。 

訪問リハビリやデイサービスの案内など対応して頂けたから。 

障がい者のお店が色々あるので。 

実際に接点があるわけではないので分からないが、困っている人を見た事はない。 

デイサービスや送迎など一般的なサービスはあると思う。 

障がい者の方が働く施設が比較的多い。 

施設関係も増えたので。 

駐車場も、ちゃんと設けられている。 

スーパーで働けるようになっている。 

昔より増えたが受け入れ先が片よっている（幼、保の低い年齢で特にそう思う）。 

くれぱすさんなどＮＰＯががんばってる。 

グループホームや施設ができた。 

これからだと思いますが、色んな人の話を聞くとサービスが充実していると聞きます。 

障がい者の人達が付き添われて、町の中の行事に参加している姿を見かけるので。 

障がい者がしっかり町内会に馴染んでいる。 

今は施設が増えてきているが？兄が障がい者ですが、この地にいないので以前よりはいいかな？ 

東中に、施設がある事は知っていますが、身近に感じることはないです。 

いろんな場面で障がい者に対する配慮が見られる。 

施設があり、催し物もやっているから。でも、当事者からするとまだ十分ではないのかなと思う。 

元気な老人に週３回もデイサービスは必要ないと思う。常時食事介護など問題あり。その老人は自転車に乗れる。 

ボランティアが適切に配置されていて障がい者にいつも寄り添っているように思う。 

生きがいを持って暮らしている障がい者の皆さんを何人か知っていて、町もよく関わっていると話していた。 

知り合いの方の話を聞く限りではそう感じます。 

 

◆そう感じない理由 

問 41③ そう感じない理由 

あまり目にしない。 

バリアフリーの施設が少ない。 

障がい者が働ける場所が限られている。 

整備はされているが、ニーズに対してはサービスが不足している。人手不足の問題であり、町だけの問題ではない。 

教育不足。駐車場のマナー悪すぎる。（障害者駐車場に普通に停める人が多過ぎる。教育した方が良いです→今の時代になん

で？この町のショックな出来事。） 

働く場所や、交流の場の少なさ。 

障がい者の方の話しを聞いた事が無いため、分かりません。 

自立支援施設は頑張っていると思うが、それを支える力が足りていない。 

ほとんどが、身内が主体とならないと働く場所等がない。 

サービスがない。 

存在を感じない。 

町外の障がい者施設とのネットワーク化。 

障がい者をあまり見かけないので、いるのかどうか分からない 

不便さを感じる。 

障がい者の活動など、生活などよく分からない 

身内など身近な人には、居なく…今回のアンケートで考えましたが、もし自分や身内にと考えるともう少しと思います。 

生きて行くための仕事や生活に、充分に満足しているとは思えない。 

障がい者教育施設が有っても、障がい者が安心して働ける職場（会社）がない。 

徐々に整ってきているように感じる。 
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問 41③ そう感じない理由 

各官庁すら雇用数をごまかしている。 

歩道の段差が大きい危険性がある。 

利用出来る範囲が少ない。 

車いす等がしっかり整備されていない所もあり、不便な所がある。 

障がい者が自由に歩く姿があまり見た事がない。 

無料バス、通院のための補助遠隔離。 

家族の負担が大きい。 

障がい者サービスが整っているとは、どのような状態を言っていいかわからない。 

もう少しイキイキ出来るようにしてほしい。 

グループホームなど施設の不足。 

役場の早い対応には感謝してますが、生きにくい町と感じてしまいます。 

窓口の対応が機械的である。 

障がい者への理解が足りない。サポート不足。 

障がい者施設を見たことがないため。 

もっと介護病棟の充実を。 

街中で、障がい者を見かけるのは、少ないように思います。安心して、外出していないのでは。 

家に籠ってしまう方もいる。 

１人１人に対しての認知度が少ない。 

障がい者に対する理解が不充分だと思うから。 

まだ段差等道路の整備がまだまだだと思う。 

段差が多い。スロープ化を求める。 

入所施設がない。 

地域で生活している様子が感じられない。 

実際のところわからない。 

少しずつ、整ってきているが受け入れ企業や相談等の場を拡充してほしい。 

友人が不満そうにしてた。 

障がい者サービスが悪い。 

情報を得る機会があまりない。 

障がい者施設等が充実しているとは思われない。 

障がい者より高齢者にサービスがよい。 

バリアフリー化が遅れている。 

もう少し目配りが必要。 

どうしても差別的にみる人がいるので。 

障がい者サービスを行っている人が障がい者を軽視しているのでは？と感じる場面に遭遇することがあったので。 

福祉の街という理由がわからない。 

体調不良時不安。 

障がい者サービスが整っていないので、自宅で暮らしている人が多いよう。 

利用した事がないのでわからない。 

杖とかもっている歩行者がいても車は無しで通っている。 

 

 

問43 身近なところで相談でき、支えてもらえる福祉の制度・活動があると感じますか。 

◆そう感じる理由 

問 43② そう感じる理由 

福祉課があるので、すぐ相談できる。 

職員のアドバイス通り。 

身近に支援制度を受けている方がいるため。 

つながることができれば支援はできる。 

役場、団体多政、あります。 

ケアマネージャーに気軽に相談でき、良いアドバイスくれました。 

わかりません。 

相談の窓口は多いと思うので。 

不満がない。 

いつでも聞ける気がするため。 

福祉の街を掲げているから。 
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問 43② そう感じる理由 

役場は窓口になっているのでは？ 

福祉センターなどあるので、相談等が出来ると思う。 

活動している話を聞くから。 

身近な相談しやすい町内会に住んでいる。 

利用者がいる。 

実際お世話になっているので有難い。 

高齢者福祉、障がい者福祉も家族含めて、福祉制度を知らない。わからない人が多いのでは。 

それなりに相談できると思う。 

身近なところで、相談できていると思う。 

相談者の要請には誠意を持って対応している。 

役場支所、町内会等地域住民は親切な人が多い。 

民生委員、社会福祉委員の方々、ありがとうございます。 

週一回ぷらっと福祉に行って色々相談できる。 

ぷらっとなどがあるから。 

これからも制度の充実を計ってほしい。 

日々の活動が見られる。担当者の努力活動の様子を見て、そう感じている。 

民生委員に相談するから。 

各種ボランティアやＮＰＯ活動。 

自分自身がお世話になっているので。 

今の所、現状で良いと思う。 

各制度関係者計画に積極的に参加者が少ない。 

困ったときは、何とかなりそう。 

気軽に相談出来ている。 

子育てでわからないことや不安なことがあれば、保健センターやみらいるの方が親切に対応して下さるので。 

子どもの検診の時など色々話を聞いてもらったので。 

行政機関から紹介してもらえる場所がある。 

きっと相談する場所はある。困った時に適時利用すると良いと思う。 

とりあえず、保健福祉課へ行って相談する入口は整っている。 

相談はできるが、福祉関係にかかわっていないと、なかなか分かりにくい。 

施設がある。 

具体的に利用していることは少ないのですが、きっと相談できるだろうなと思います。 

フレンドリーサマーキャンプ。 

民生委員やソーシャルワーカーの存在がありがたい。 

小さな町の割に、たくさんの福祉施設があるのはすごいことだと思います。 

福祉の窓口がある事を知ってるから。 

包括センター民生委員がいる。 

時代的に見直されて来ている。 

身内に、お世話になっていた事があり、話しは聞いています。 

支えてもらった。でも、そのような制度を知らずに困っている人もいるのでは。 

福祉関係にはお世話になって助けて頂いた。あまり深く相談せずに済ませるところもあった。 

役場にて相談。 

施設（カフェ）は気持ちを優しくしてくれる。 

関係者を増やしてほしい。 

情報が細やか。 

利用している。 

社会福祉協議会等の広報誌での活動を見て！ 

ようやく高齢者へ目を向けるようになったかな～。 

町内会の冬の雪かき。 

 

◆そう感じない理由 

問 43③ そう感じない理由 

知らない。 

行かないからわからない。 

制度、活動力を見た事がない。 

聞いたことがない。 

あると感じることすらない。それらの情報が得られない。 
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問 43③ そう感じない理由 

老人ホームの空きがない。在宅の限界を感じている家族が居る。 

福祉施設の不足。 

どこに相談すればよいか良くわからない。 

ヘルパー（福祉関係で、評価が悪い所がある。呼び出しボタン押しても来ないとか）。 

担当者の知識不足。 

追い突められないと相談できないと感じるため。 

自分がまだ必要としていないので…。 

相談場所、制度、活動を知らない。 

親は認知していない方もいるし、我が子に関係ないと思っている。 

一人で悩むしかない。 

町の姿勢がなってない。 

民生委員は何をしてくれるの。 

制度事態が良くわからない。 

気軽に相談できる所が無い。 

役場の人は親切な方もいるが、まったく知識のない状態で聞きに行っても、教えてくれない時もある。 

身近な所で相談できるというＰＲが必要。 

相談窓口が不明。 

福祉住宅の改善。落差のない住宅の修繕。 

表面に出ない、出せない問題を抱えている人の相談場が無い。 

そもそも役場の雰囲気が嫌い。 

相談できても次につなげる事が、かなり難しい…（社会へ）。 

もっとリハビリを充実してほしい。 

ネットで相談したい。 

知る方法がわからない。必要になった時では、遅い。 

情報がなかなか入らない。 

包括センターや社会福祉協会に相談出来ることが周知されていないのでは！ 

精神病になった若者がいても何の支援もなく自宅で面倒を見ていた。サービスなしでした。 

役場しか思いつかず親近感がない。 

信頼出来る人がいない。 

制度が良く理解出来ない。 

身近な所にそのような場所がない。 

白血病で夫が亡くなった時（１年入院）相談するところがなかった。 

高齢者に暖かい支援。 

町役場の相談は回答に何ヶ月も待たされたり、たらいまわしにされるので。 

あるのかもしれないが、情報が行き届いていないように思う。 

りんどう園などでジェネリック薬を使用しないのはどうしてか？ 

上から目線でこの位とか突き放される。 

困っている人が、身近にいるが、活用しきれていないと感じるため。 

相談に行って、相手にされなかったという話を聞いた。 

本当に悩んだら相談するのか。何か相談しずらい。 

そういう制度の活動をしているという情報がとれない。 

町の方に相談に行っても、現状の説明で終わる事が多い。今後の対応などの話はない現状！ 

民生委員も一度も来ない。どこに相談場所があるのか。 

積極的な啓蒙活動不足。 

相談できてもすぐに行動をしてくれないため。 

 

 

第５ 教育・文化・スポーツについて 

問45 児童生徒が適切な環境の下で学習していると感じますか。 

◆そう感じる理由 

問４５② そう感じる理由 

勉強は本人の気持ち次第で環境はあまり関係ないのでＯＫではないか？ 

スポーツの発展。 

しっかり、育っているから。 



77 

問４５② そう感じる理由 

保育園はよくやってる。 

学校の取組みが理解しやすい。 

事件が少ないが安全。 

良い環境だと思う。よく知らないが。 

スポーツ施設など逆に十分過ぎる。これ以上は不要。 

学校が充実してそう。 

礼儀正しい子どもが多い。 

学校からのお知らせで知ることができているから。 

自分たちの頃よりは良い環境であると思う。 

環境が充実していると思う。 

適切。 

計根別学園の取り組み等。 

学校グラウンド以外で学習している所を見た事がない。 

俵橋小学校はそう感じる学校です。 

中規模校がちょうど良い。 

教育環境が整っているから。 

学校たくさんある。 

児童、生徒に活気がある。 

全ての人がそうだとは限らないが、我が家ではそう感じる。 

町には、図書館や体育館やプールがあるから。 

真夏日以外は大丈夫なんじゃない？エアコン設置すべき！ 

今後も、施設の改修や更新も必要と考えるが、総合体育館や運動公園が完成しある程度の環境は整ったと思います。 

児童館がある。 

学校、体育館、通学（僻地の子ども）の整備、環境にある。 

施設のみですが、整備が進んでいると感じます。 

計根別は、小中がいっしょで新しい学園としてのいい方にいってほしい。 

適切に学習していると思う。 

施設の充実もあり、イベントや大会も多いと思う。 

特に悪い事は聞こえてこない。 

多方面で活やくが見られる。 

良い成績を広報紙で見る。 

本町集中が、少し気になる。 

私の子どもも、孫も現状で満足している。 

学校の近くだから生徒の様子がわかる。 

おおむね満足。 

なにかと気遣いしている面に…。 

学習への意欲は感じないが、楽しく学校に通い、歩いていっている子ども達は元気が良い。 

登校拒否など見られない。 

図書館、スポーツ施設の充実。 

みんな平等に教育を受けている。 

学校など新しくなっているので。 

孫を見てわかる。 

特にスポーツは良いと思う。 

広報紙等を見る限り感じる。 

環境は整っている。 

通学中のマナーが良い。 

スポーツ施設が充実している。 

みんな元気そうだから（子どもたち）。 

充分な環境が整っていると思うので。 

知人の子ども達がすくすく成長し学習しているので。 

自分が学び、育ってきたから。 

当事者ではないと分からない事だと思うので、なんとも言えないが不適切だとは思わないので。 

学生が夕方スポーツしてる。偉いと思う。 

毎日楽しく通学しているから。 

学校等も市街地に集まっていて良いと感じます。 

適切でない環境が考えられない。 
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問４５② そう感じる理由 

給食時間が短すぎる！（大人でもギリギリです） 

時代が変わって、状況も変わっているが、安心して登校している。 

周りの人たちを見ていると、そう感じる。 

少年団や部活でスポーツをしているから。 

人数が少ないので、目が行き届いている気がする。 

ここ数年トラブルなどを聞かない。 

学校や町体、文化会館（図書館）プール、運動公園などがある。 

指導者が頑張って下さっていると思う。 

課外での施設（武道館・プール）が充実。 

良くわからない。 

大学はないが、高校はある。 

外からですが、学校は快適そうです。 

家の前を通る子ども達をみてそう思う。 

スポーツ施設が立派になり、充実しているのでは。 

下校時の子ども達の仲間たちとおしゃべりして通る姿をみて。 

詳しくはわからないが学校の様子とかみてると思う。 

外からはそう感じるが、問題は教育が熱いかどうかだと思います。 

懸命な行事や色々な事をやっているなぁと端から見える感じがしている。 

名学校も新しくなり、寒くなく、クーラーなしでもすずしい教室。 

教育施設等は充実されていると思う。 

家で勉強見てあげられないので、西児童館に午後行っています。 

礼儀正しい子が多いと思うことが多い。これが一番。 

近くの子どもは、のびのびしている。 

自習スペースが少ない。 

中標津町ではいじめ等の情報がなく学校を信頼している。（教師） 

習い事がある程度。ピアノ、ジャズダンス等。 

孫が元気に通学している。 

古紙の回収等熱心にやっている。 

子どもたちが礼儀正しく、素直であると思うから。 

元気な子どもを目にしています。 

子どもの時から好きな所に通って学ばせている。 

先生が頑張ってくれている。 

体育館など新しくなり利用しやすくなった。 

悪い話を聞いた事がない。 

学校が充実している。あとは家庭に対しての見守りをさらに充実させるとよい。 

環境が悪く、学習出来ないとの話しは聞かない。 

学校の充実、体育施設の充実で恵まれていると思う。 

教育環境良好。 

勉強できる時間帯があるため。 

 

◆そう感じない理由 

問 45③ そう感じない理由 

学力が毎年下がっているから。 

中学校の学校崩壊。 

学習環境の選択肢が限られている。 

中標津小学校が老朽化しているので、対策してほしい。 

校舎の老朽化。 

結果が全てだと思う。 

中には校則が必要。 

スクールバスが充実していない。 

子どもたちの学力が低い。 

町外の環境を感じ得ないので。 

部活動等、最近親の参加が常態化しすぎ。親の仕事事情で出来ない児童もいる。 

学校内で問題発生しても、その対応に問題がある。 

情報を利用した教育がされていない。 

子どもがいないから良くわからない。 
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問 45③ そう感じない理由 

都会（都市部）との学力の格差があると思います。 

小学生のクラブ活動が多すぎないか？（土・日練習・大会が多すぎないか？） 

歴史等（反日的）の教育内容に不安を感じる。 

教員の過重労働。 

もう少し学力レベルがあがるように頑張ってほしい。 

いじめ問題等。 

プールやスケートリンクまでが遠い（中小地区）。 

学力を上げる為の対策が感じられない。 

実際頻繁に授業を見ているわけではないので、わかりかねます。 

塾に行けない（金銭的に）子どもに対して、ボランティアで学習を教えるサークルなどが充実していけるとよい。 

塾が少ない。 

生活習慣の確立やしつけがなされていない子が多すぎる。 

適切な環境かどうか見たことがないので分からない。 

学習とスポーツの割合がスポーツに片寄っているように思います。 

スポーツや部活が少し行き過ぎているため基礎的学力をつける時間が足りないのでは。 

先生が足りない。 

個々の教員の対応で差が出ていると思う。 

子どもを持つ人は学童やいじめで悩んでいる人が多い。 

教師が忙しすぎ。ゆとりある学習環境とは思えない。 

北海道は学習能力が落ちていると報道されている。 

素行の良くない生徒を時々見る。環境が悪い？ 

生活苦の家庭の子どもはなかなか感じられない。 

教える方の人材不足を感じる。 

小学校で築き上げたものが、中学校で崩れている。もっと、違う方法を取るべきではないだろうか？と疑問を感じる。 

いじめにあっても、先生の対応が悪いと話を聞く。 

子どもがいないため、評価できない。 

高齢者が多くなっていく中、子どもと交流してお互いの良いところを感じ合える時間が無い。 

 

 

問50 文化・芸術の鑑賞や発表機会が充実していると感じますか。 

◆そう感じる理由 

問 50② そう感じる理由 

定期的に行っているから。 

見た事はないが、イベントがたくさんあるのをポスター等で見かけるから。 

しるべっとでいろいろしている。 

しるべっとでコンサートなどの公演があるから。 

出展がある。 

良いと思う。 

何かしら公演が毎年されていると思う。 

若者への機会の提供を増やすことで地域のエネルギーとなるのでは？ 

学校によるとは思うが、一定数そのような機会があることを耳にする。 

著名人が来ることが多い。 

しるべっとで色々なジャンルの公演や講座が企画されている。 

しるべっとで何かやっているな？程度の認識。 

芸能人がよく来ている。 

ときどき活用している。 

たまに見る。 

自身の発表は別にして色々な機会がたくさんある。 

写真展を開催させていただきました。（ゆめの森公園） 

しるべっとでよくある。 

充実していると思う。 

たくさんの鑑賞機会があるので。 

文化会館や交流センターで活動が充実しているから。 

町広報紙による公民館でのイベント紹介を見てそう感じます。 

何度か鑑賞したことがある。 
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問 50② そう感じる理由 

ここ最近こういった機会が増えていると感じる。 

文化会館でいろいろ催されているから。 

広報での紹介をよく見かける。 

定期的なイベントの開催。 

イベント等がある。 

小さい街にしてはある。 

しるべっとのコンサートは多くのジャンルで公演が開かれているため。 

興味があれば参加するでしょう。 

広報紙などで伝わってくる。 

仕事場が身近に感じる場所にある。 

田舎にしてはコンサートもたまにあるし。 

各々の感じ方によりますが、趣味趣向により感覚がありますが私は、十分です。 

自分の年代からか、鑑賞したいものが少なくなった。 

機会が結構あると感じる。 

しるべっとなどでの催しなどロビーコンサートなどもいいと思った。 

文化会館で発表会や鑑賞会を（文化、芸術）やっていると思う。 

しるべっとで音楽をはじめ、多くの文化的なものに触れることが多い。 

いつも情報が充実している。 

文化会館で発表会をよくしているようだ。 

安い料金で観劇出来る市町村は他にないのでは？ 

７０歳を越えても基本知識は知りたい。 

文化会館の稼働率。 

見に行ってます。 

それぞれ積極的に活動している町民がいるから。 

文化会館がよく頻繁に利用されていますね。 

今年も２回「しるべっと」に行った。 

子ども達が習い事をしている家庭は感じていると思う。 

発表。 

現状で良い。 

組織の一人として発表に参加している。 

関係者が努力している。 

文化会館でたくさんの人が来る。 

老人クラブや地域の人達の芸能発表会。 

関連情報を広報に載せているから。 

習っている人から話を聞くから。 

しるべっとで行われるコンサートなどのポスターを街中で見かける事が多いため。 

イベント等参加しているがいつも楽しい。 

秋頃にやっているのを知っている。 

しるべっとで展示されている作品をよく見るので。 

広報でそのような催し物の話をよく聞くため。 

以前より色々な場所でイベントを開催していただいているから。 

たくさんのエンターテイメントが中標津で行われている。 

子どもたちの発表会などよく行われているから。 

定期的に開かれている情報を得る。 

しるべっとの催しをたまに見に行くこともある。 

良く文化会館を利用しているので。 

機会を得ようと思えば得られるだろうと思うから。 

ポスターをよく見かける。 

しるべっとなど、発表機会は多いと感じるので。 

文化祭など発表の機会と多いと思う。 

色々と演奏会があったりする。（プロの）ＨＺＥＴＴＭさんとてもよかった。 

しるべっとでの公演する方が多い。がんばっていると感じる。 

幅広い年齢層の人が楽しめる発表などが充実している。 

しるべっとで行っているが、他のところ、年に回数増やす←いいと思う。 

大体毎月なにかしらの発表会などがある気がする。 

首都圏には及びませんが、しるべっとでのイベントや、発表会など充実していると思います。 
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問 50② そう感じる理由 

演劇公演をたまにやるようになっている。 

しるべっとの活用など増えている。 

掲示物や、Ｆａｃｅｂｏｏｋ等で情報を見る事がある。 

結構鑑賞会があるので。 

田舎の割に良い人が来る。 

観に行ってはいないが、発表会などやっているなと思う。 

有名アーティストのコンサートを行っているようなので、他の町より充実していると感じる。 

行きたいが、仕事などでなかなか行けない。 

しるべっとで発表しているのを見た事があるため。 

プロの演奏家や、芸能人のコンサートが意外とある。 

そこそこ行われているように感じている。 

ここ数年、コンサートなどが充実している。 

しるべっとに音楽会やコンサートで足を運ぶことが多い。いい企画もしてくれている。 

面白いと感じるものが増えているように思えるから。 

良く見て行事を把握してます。 

しるべっとでの大人や子ども、高齢者のイベントなど充実していると思います。 

チラシでは見る。実際には行ってないけど。 

文化祭などよくやっている。 

文化会館に出かけています。 

文化会館での開催が結構ある方だと思う。 

色々な方が来訪している。 

文化会館にイベントがある。 

本当にたくさんイベントがある。 

らいふまっぷ等を見ているとそう感じる。 

文化スポーツ財団の活動が活発。 

小さい町ながら催しが多く、充実していると思う。 

行ったことはないか？催しものが多いとは感じます。 

時々、発表会等を見に行くが関係者が多いと思う。 

しるべっと等でいろいろな行事が行われている。 

コンサート、演劇等、頻繁にあるので。 

地方なのに、都市での催し物を観賞ができて嬉しい事であるし、会員になって楽しんでいる料金（入場料）が安いのが魅力。 

しるべっとでいろいろな事をやっている。有料も含めて楽しめる。 

行きたいと思っているが、時間が合わない。 

しるべっとでよく発表会をしている。 

他町村の情報と比べて当町は充実している。 

広報に良くイベント等載っているし、行ける時は行きたい。 

分野が広いので良い。 

趣味の会を長くやっている。 

しるべっとにてそういった行事が多く開催されているので。 

ＮＨＫの公開収録（ピアノ）。 

小都市（人口２００００人程度）にしてはイベント開催が多くある。 

芸術など発表しているようだ。 

時々しるべっとへ出かける。 

時々友達と見に、聞きに行く事があります。 

そんな機会が多いように思う。 

イベントの内容が豊か。 

文化、芸術のイベントは多いと思います。 

時々映画を見れる。 

充実してます。 

以前に比べ、機会が増えた。 

財団は良くやっている。 

 

◆そう感じない理由 

問 50③ そう感じない理由 

会場が少ないからというのもあると思うが。 

文化芸術を触れられる機会がほとんどないと言っていい。 
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問 50③ そう感じない理由 

鑑賞機会がない。 

美術館や映画館があればいいと思う。 

芸能が少ない。 

買い物ついでに子どもの絵を見た事があるが、その程度です。 

発表機会自体知りません。 

映画を身近な文化の１つと思っている。映画館が無い。 

もっと宣伝しなければ機会があってもわからない。 

目にする機会がない。 

参加者の少なさ。 

もっと庶民的な感じがいい。（発表） 

わかりません。 

大都市に比べると機会は少ない。 

文化意識が高いと勘違いしている。人が入らないコンサート等はいらない。 

参加したことがない。 

事業予算が不足していないか。 

伝統芸能を増やしてほしい。 

催しが少ない。 

定期的なものは毎年取り組んでいるか？新しい取り組みは何もない。すべて今まで通りか？ 

鑑賞。 

一部の人たちだけでやっているように思う。 

発表機会を増やしたほうが良いと思う。 

文化、芸術の鑑賞や発表などを見ていない。 

大体鑑賞に行く事が出来ない。 

中標津にも映画館がほしい。 

町民優先等のコンサートがあってもいいかなと思う。 

芸術面では、何もない。 

地元の優れた美術家や文化人の作品の常設展示。文化歴史の学習できる施設などが充実していない。 

自分が参加したいものがない。 

ごく一部の人だけではないのかな。まだまだ余裕のない人も時間とお金が。 

観たいと思うものが、少ない。（趣味が違うだけかも） 

親の介護も終わり、鑑賞する時間を持ちたい。 

申し訳ないけど、参観してませんものね。 

見たい舞台など、なかなか来ないし、来てもチケット代が高い。 

イベントなどもっと町民の意見を取り入れたらよい。 

前のところにも書きましたが、日本舞踊とか、もっと若い人に中学生、高校生にも習ってほしい。 

参加する意欲のあるものがない。 

各団体などの発表会が少ないと思う。指導者の充実を願う。 

 

 

第６ 人権・男女共同参画について 

問54 男女が平等に参加できる社会の仕組みになってきていると感じますか。 

◆そう感じる理由 

問 54② そう感じる理由 

男女で働き方に差が出るのは仕方ないと思う。 

女性だからと文句を言う人はいない。 

対等に仕事している。 

以前と比べれば。 

女性の社会進出が著しい為。 

時代がその方向で進んでいる。 

よくわからない。 

昔よりはマシだと思う。 

変化にきている。奥様働くのが当たり前に！ 

男女問わず、働いている。 

女性の社会的地位は向上している。 



83 

問 54② そう感じる理由 

社会の動き。 

建設業にも女性が参入している。 

職場に女性が多い。 

議員に女性が多くなった。 

自社でも、女性の正社員が増えてきて活動しているから。 

国として、変えて来ている。 

いろいろなイベント等男女参加している。 

各種職場内に女性が増加しているため。 

感じたから。 

不平等を感じることがあまりないので。 

男女関係ない職場になっている。 

女の人も、やる気があれば何でも挑戦できる町だと思う。 

男女が平等に参加できる仕組みになってきていると思う。 

差別意識はあまり感じない。 

女性の活動も見受けられる。 

まだ少ないとは思うが、目にする機会が増えた。 

平等は無理だが、公平にはなって来ていると思う。 

平等参加は欧米の教育に向かっているのか。子どもの育て方を含め、何か置き忘れて来た物がありそう。 

私のまわりでは男女の差があるように思えない。 

パークゴルフ等。 

女性が次第に進出してきている。 

家内の会への参画が多い。 

だんだん良くなっている。 

世間一般をみて感じられるようです。 

現状で良いと思う。 

女の人が何事にも多数参加している。 

多くの女性が働いているから。 

働いている人をよく見かける。 

不平等だと感じない。 

事務員の女性社員に役職が付くこともある。（評価によるが）昔は無かったと聞いた為。 

男女差別を社会では感じることがない。 

大体みんな働いている。 

職種で得手、不得手が有っても、それなりに男女が混ざって仕事をしているところが増えたとは思う。まだまだだとは思いますが…。 

昔に比べると、参加しやすいのだと思うから。 

働く女性が増えている。 

女だからという理由で、不平等を感じる事がないから。 

女性ということで活動しにくいと感じない。 

女性政治家が多くなってきた。 

男女が平等に参加できる社会というのが具体的に意味が分からないので返答できません。 

仕事は、平等だと思う。 

共働きが増えている。 

選挙など。 

以前より良くなった。「女だからダメだよ」ということが無くなってきた。 

働いている中で男、女、共に協働していると感じる（今の職場では平等と感じる）。 

差別を感じる事がない。 

まだ仕事に従事してますが、PR がすごく良いので、まだ働きたい。 

女性の職場での地位が少しずつですが、向上してきていると思います。 

女性が課長になっている。 

自身の若い時と比べれば、良い時代と思う。 

保育所、児童館など充実してるように見えるので、お母さん方が働けるのではと推測しますが、実態はわかりません。 

色々なことに男女差が無くなっていると思うから。 

職種で男女が同じ。 

まだまだ平等とまで行かないところもあるが、昔から見ると今や女性の活躍が見られていると思う。十分ではないというところもある

ようにも思える。 

女子がいろいろなイベント参加している。 

最近は男女を問わず、各議会に積極的に参加している。 
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問 54② そう感じる理由 

女性の参加が多くなってきた。 

この町に住んで半世紀。特に酪農の嫁の立場はかなりの改善を見る。良いことである。 

運動施設。 

性別で不平等を感じたことはない。 

行動を起こすと、男女同等。 

今は、自由に参加出来ると思います。 

女性パワーはすごいね。 

男だから女だからと言われる事がなくなったので。 

民間でも男女の仕事の垣根がなくなってきていると感じる。 

今まで、男性しか認められなかったような仕事に女性が就いている。 

今から４０年前よりは、平等に近い。 

今は、女の人の方が威張っているし、うるさいし、よく仕事もするし、男の人の方がおとなしいし優しい。 

各種組織などで人選する時、男・女平等の対応をしているのが多い。 

体育館など。 

 

◆そう感じない理由 

問 54③ そう感じない理由 

女性が正社員の人を見かけないため。 

病院は女性の職場なの？ 

特に意識して生活していない。 

産休、育休が取りづらい会社が多い。 

少しでも差別はある。 

不平等。圧倒的女性不利。 

町議会議員に女性が少ない。 

男女平等な仕事がない。 

わからない。 

無理矢理感もある。 

男性とか女性などの性別にカテゴリは入らない。社会問題である性別の捉え方。 

仕組みづくりはできても、実態はどうか…。 

平等の概念が乏しい。 

女性優遇が行きすぎ始めていると感じる。 

古い考えの先人達が多すぎる。 

子育ての中心は母親だから。 

女性の方が、育児や家事等で参加できていないと思う。 

封建的な町なので。 

男性がする仕事と女性がする仕事の役割の考え方が昔のまま、男性も女性も同じ事が言えると思う。 

どの職種も男女に偏りがある。 

就労、賃金格差。 

町長さんはいつも男性だよ。 

格差を感じるから。 

まだ平等とは言えない。業務分担では差がある。 

全てが平等になるわけがない。女性が優遇される項目もある。 

女性議員の数を見ればわかるでしょう。 

まだまだ仕組みなっていないと思う。 

男と女はそもそも平等に扱えるはずがない。 

意識が低い。男女共。 

国政を見れば明らか。 

女性の負担が多いと思うので。 

どこを見ても明白。 

現状の情報不足で回答出来ない。 

環境が整備されていない。 

町長選挙に立候補する人はいませんか。 

やはりハローワーク等の募集にも記載されている所がある。 

何か基準になるものがあれば具体化するが、そうでないと漠然として答えられない。 

女性のパートが不規則であるように思う。 

女性の管理職が少ない。 
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問 54③ そう感じない理由 

まだ男女平等になっていない男社会のように思う。 

トップは常に男性が優位。 

男性の方が偉い！という考えの人が周りに溢れている。田舎だから仕方ないけど。 

男女で休日日数が違ったり、仕事内容を振り分けられていたので。 

男女平等…どこが？と思う。仕事や給料の面でも違う。人に聞いていないでちゃんとやってほしい。 

変化を感じない。 

育休など法律で決まっても、男性が実際使う難しさがまだまだあるから。 

男性は仕事場、女性は家庭の世界が変わってない。 

子どもが急病などの時に、仕事を休むのは母親になってしまうので。 

実感できることがあまりありません。 

女性というだけで昇格等、上の立場になれない。 

給料の差。 

まだまだ感じられるレベルではない。 

男女が平等に参加できる社会というのが具体的に意味が分からないので返答できません。 

家庭での役割分担など。 

男女に差があって当然だと思う。給料とか責任とか。 

女性が仕事に出ても、家庭内での役割分担が、出来ていない。 

やっぱり女性は家事をやって当たり前の風習、男性より負担もあると思う。 

男性が多いように感じる。 

何をするにも男社会。 

町が保守的である。 

まだ女性が平等に参加するには環境が整っていないのでは。 

実社会まだまだ。本音は男上位。 

全ての場に女性がいない。 

町議の数や各審議会や委員会に女性の数が少ない。 

給料が全然違う。 

男性の考え方が変わらないから。 

古い体制の町。男は外、女は中。 

平等…。無理に平等にする必要があるのか？と思っているので、なにも思わない。 

子どもが少ない理由が男性の協力感がない。 

給料、手当平等ではない。 

男がやっている仕事を女にやらせてるから。 

 

 

第７ 北方領土問題について 

問59 北方領土問題を身近な問題として感じますか。 

◆そう感じる理由 

問 59② そう感じる理由 

場所的に情報入りやすい。 

島が近いから。 

長年の問題と思う。 

安部総理のリーダーシップを信じている。少しずつだが必ず解決する。 

長いこと解決してない。ロシアは時間で解決しようとしているのでは？ 

イベントをやっているから。 

共存できればいい。 

北方領土を返して欲しいと思わない。が、人的交流を増やすべき。 

ニュース等で良く見る。 

北方領土を肉眼で見たから。 

目にすることが多い。 

住んでいる地域柄なのか感じる。 

外交問題の為、国に一存してきたが、米ソ間の複雑な関わりで７０年来放ったらかしの状況、極めて不可解、不満。 

この地域に住んでいると、何かと話題になるから。 

いつまでも解決されないし、進捗も悪い。地域と国の連絡が悪すぎる為。 

話をよく聞く。距離も近い。 
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問 59② そう感じる理由 

日本の物だから。 

日本の領土だから。 

地理的に近いので意識する。 

よく看板を見る。 

引越して来て身近に感じることができたから。 

知人が北方領土出身の子孫。 

返還があれば、少なくとも地域への経済効果等が見込まれると思うので。 

返還要求運動に協力している。 

身近な人が当事者なので。 

水産資源の問題とか身近なところで聞く事がある。 

歴史を勉強したから。 

敗戦国だから。 

友人・知人に元島民が存在し、ビザなし交流事業に参加。 

ロシアと交流活動をしている。 

交流会の開催は日本でもロシアでも頻繁に行うべき。お互いを知る事から始めるべき。 

距離も近く、魚介など資源も豊富なところなので、戻ることが出来ればいいと思う。 

父が、島の出身なので。 

父親が志発島出身ですから！！ 

当然です！！ 

羅臼育ちで若い頃はクラスでの話しは出ず、今となっては国後島もロシア人にとって住みやすい所になったのでは。 

この地域に居住していれば情報等は入ってくるが、島との関係がないので…。 

身近に関係者がいて、情報に接する事があるから。 

こちらに来て、国後島をすぐ近くで見ると、そう思う。 

身近に出身者がいるから。 

そこがふるさと、生まれたという人がいる限り、早くうまくいってほしい。 

根室市に２１年間住んでいて、その活動をよく理解している。 

知人、返還運動を行っている人がいる。国後島が近くに見える為。 

元島民が多い。 

国家主権の問題なので感心があります。 

署名活動をよくやる。 

北方領土出身者が高齢化になり、今のやり方では少し不満である。 

根室地方にとっては、欠く事のできない問題だと思う。今後の根室地方の発展のためにも重要な問題だと感じる。 

色々な方から話を聞いて、気持ちを考えると早く解決してほしい。 

ロシアの軍事基地の拡大に繋がることが不安。 

身近な問題ですが、解決の糸口は、ロシアより遠い地球の裏側で目には見えないですね。 

感じてはいるが、国と住民との意識のずれを感じている 

元々、ロシアに騙されてとられた島。返してほしい。 

外国相手では？ 

元々日本の領土である。 

北方領土についていつも周りに情報がある。 

元島民がいつでもいける状態ではないが、年に１度行くことができているので、昔よりは良いと思う。 

この地域に生きていて、この問題を知らずに済むはずがない。 

元島民。 

根室管内の漁業経済に期待している。 

日本一の漁船がロシアの領域近くでトラブルがあったり、日本の領土でも自由に行くことができない。 

身近な問題ではあるが、現状はかなり難しい問題であると思います。 

北方領土関係イベントに参加していたから。 

祖父母、両親、姉、兄が北方領土出身だから。 

早く解決してほしい。 

新聞やテレビを見ている。 

子どもの頃、地元で北方領土問題について毎年学習会やロシア人との交流会があったから。 

身近に領土から引き揚げてきた人や仕事をしていた人がいる。 

元島民の知り合いがいるので、せめて日本に返してもらわなくても、簡単に行き来できるようになればいいのに。 

引っ越してきて、身近に感じるようになった。 

水産資源。 

標津方面の海岸へ行くと見られる。ニュース、新聞の地方版での報道。 
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問 59② そう感じる理由 

子どものときから学んでいたので。 

身近なところから、足を運びたいと思っている人がいるということ。 

日本で一番近い地理だと思います。 

私が生きてるうちに返還があることを願っております。 

子どもの頃から日本の領土と学んできたが、今でも解決されず、今後が気になります。 

交流事業に関わったことがあるため。 

日本、北海道の大切な北方領土返して欲しい。 

交流が大事。 

身近な人の親や祖父母で北方領土がふるさとだという方がいる。 

今後も状況が変わらないように感じ残念です。 

食生活にかかせない問題だと思ってます。また漁師の方々も。 

外国が日本の領土に食い込んでくるから。 

日本に返ってはこないと思いつつ、海の資源が心配、無駄なお金を投資せず外交をうまくしてほしい。 

昔親戚の人達が住んでいて、どこかに何かを埋めてある等の話を聞いている。自由に行き来できればと思う。 

浜育ちで、島が、目の前と言う場所で育っているので…。 

ロシアの軍等が、演習をしたりして、ロシアの脅威を感じるし、自分は戦後生まれだが不当に占領され、今だに中途半端な感じで、

多分決着はつかないのだろうと思うと悲しい。 

引き上げ者の二世です。父は亡くなりましたが。 

標津町に行くと、目の前にある島に行けない事、元島民の願いを思う。 

根室に５年間住んで身近になった。その前は全くといっていいほど関心がなかった。 

戦後７４年目どうして政府は前進しないのか、国民の願いは届きませんね。 

墓参や目の前の島。 

両国共に引き下がれない。なんとか歩み寄って特別区のような形で行き来が出来るといいなと思います。 

知人に出身者がいるから。日本が不幸な戦争をした結果をしての事実だから深い反省を持って。 

教える立場でしたので良く感じます。 

目の前が北方領土だから！ 

毎年領土返還運動があるが、いつになったら解決するのか。私は樺太からの引き上げ者の一人。すぐ目の前にある北方領土をみ

ている人達の心情を思うと胸が痛い。 

 

◆そう感じない理由 

問 59③ そう感じない理由 

身内に出身者が居ない。 

北方領土の未解決。 

外交で平和的解決を望むにしても、その背景として自衛隊の基地を置いていない時点で、取り返す気が感じられない。 

返還される見込みがないから。 

お祭りの時に署名活動をしているだけのイメージ。 

道外出身だから。 

地元ではないので。 

ひと昔前より地域の熱が冷めている。 

行けないので日本の領域と思えない。今住んでいる人達の生活を脅かす事はしたくない。 

身近に感じた事が無いため。 

問題が大きすぎるから。 

この地域（釧根地区）に住むようになって、看板等を目にするが、札幌では雪まつり会場の署名運動くらいしか見たことがないので

温度差を感じた。 

無理な感じが強くなっている。 

我々の時代では返ってこないので。 

あまりにも長い活動になっている。 

今までの交渉の親展が見られない。 

ロシア政府の対応。日本政府の弱腰対応から無理。 

もう７０年以上過ぎ、住みたい日本人はいなく、逆にロシア人が７０年住み続けている。 

ロシア人との交流が無い。 

あまりにも長期に渡っていて何が一番問題なのか、再提示する必要ありと思います。 

北方領土は解決しない国の方針が変化しないと。 

ロシアの言動から。 

返還要求して７０年以上経っているがまだ未解決、島民も高齢になり帰れない。子や孫に戻れと言われても住みなれた日本がい

い。 
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問 59③ そう感じない理由 

情報がない。 

毎年のように署名活動を見るが変化も感じないため、身近な問題として捉えにくい。 

普段生活している中で話題にあがることがないため。 

たまにテレビで報道されているのを見る程度なので。 

ＴＶで観る他人事になっている。本当に日本の領土なのかすらも疑問に感じています。 

北方領土がどちらのものであるか、それをお互いが主張し合っているが、本当にそんな事が問題なのか。争いしか生まない事をい

つまで続けるのか。 

既に、ロシア人が居住しているから。 

海がないし、身近に住んでいた人も知らない。 

何十年も同じ事をやっていて、前に進んでいない。けじめをつけた方が…。諦めて良いと思う。今の時代…。 

身近に島民が居ない。 

返還はないと思うから。 

北方領土自体、ロシア国土化している。 

四島に住んだことがない。 

政府の交渉状況から、変更は、無理だろう。 

領土返還により、生活への影響が感じられない。 

北方領土には、住んでいる人がいるので、返還を叫ぶのではなく、自由に墓参り等出来るようになればよいと思う。 

絶対に戻ることはないと思っていて、親が出身なので虚しさだけを感じます。 

住民が、高齢化してきている。 

返還に望みがないのでは？ 

領土が、ロシアのものなので返却せよとは言えないのでは？地元の人が住んで７０年がしてますので、互う方法を考えたら？ 

訪問の記事ばかりで他は知らない。 

長年しているが、返らないと思う。 

７４年立っているので相手の生活もあると思う。 

今までのように仲良くしていければ良いと思う。 

戻ってはほしいが、絶対に無理であろうと思う。 

 

 

第８ 中標津町役場について 

問62 町の情報について、知りたい情報が得られていると感じますか。 

◆そう感じる理由 

問 62② そう感じる理由 

職場だから。 

今まで、そう困ったことはないから。 

全てを周知するのは難しい。関心を持てばちゃんと知ることができる（個人の問題）。いつもご苦労様です。助かっています。 

充分である。 

情報を得る分は良いと思う。但し、役人によって態度が悪い点の改善。 

広報で情報を得られている。 

もっと身近な情報（マジメすぎ）。フレンドリー、フランクな情報多くても良いと思う。→身近に感じない。 

インターネットで調べられる。 

得られないことが無かった。 

広報誌は充実している。 

町の広報で情報を見てます。 

必要な事がわかる。 

内容の充実している広報紙。 

なんとも言えません。 

町内会に入っているため。 

広報が充実していると思う。 

親族に職員がいる。 

ＨＰでの情報発信。 

ＳＮＳ等の発信。 

対応してくれると思われるから。 

ＦＭはな。 

ＨＰを良く見るので。 
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問 62② そう感じる理由 

知りたい事は調べればわかります。 

ＳＮＳで知りたい情報が得られる。 

聞けば教えてくれるので。 

広報も毎年パターンが決まっている。もう一工夫してほしい。 

町広報紙に詳細が掲載されているから。 

広報中標津の発行により情報が得られている。 

必要とした時に、情報はしっかり得られている。 

今は自らインターネットで町ＨＰを見て情報を得ている。 

管理された（行政に）情報だが配布されたものには目を通す。 

役場の広報紙などで充分活用できている。 

様々な方法で情報発信している。 

町の状況が分かるから。 

毎月来る町の暮しの便利帳を見ている。 

情報を探せばそれなりにすぐ見つけれているので。 

広報などを通じて町の情報を得られていると感じるので…。 

問い合わせをさせて頂いた時の対応などでそう感じます。 

広報やホームページなどでだいたいの情報は得られていると思うので。 

Ｆａｃｅｂｏｏｋを利用し、情報を得ている。 

ホームページなどで確認している。 

月刊新根室とか、ビギナーで情報があるので。 

しるべっとや祭り。 

議会だよりや小冊子など手に入る。外から移ってきた者のために中標津を中心にして山辺や村や町を含んだわかりやすい、見やす

い地図がほしい！ 

 

◆そう感じない理由 

問 62③ そう感じない理由 

知りたい情報があいまいな時がある。 

情報が少ない。 

あまり関心がない。 

間接的情報収集がしやすい環境の充実。 

災害時に町内の情報を細かく発信してない。 

サービスがない。 

住民票をもらうだけというようなイメージ。 

発信力がない。 

役場の対応が冷たい。 

もっと情報を発信してほしい。 

ＨＰの内容が薄い。 

ＨＰが、他の地域はもっと情報がわかりやすい。 

ホームページが見づらい。 

空き家の状況や、歯科の営業時間等が、インターネットで確認しなければならないのがめんどくさい。 

情報発信が事務的で印象に残らない。 

住民が発信したものについては返答があるが、役場からの発信は広報紙程度に留まっているため。 

ホームページのｕｐが遅い。（地震のときとか） 

ＨＰの充実。日々の動きや町長の動静。町民には開示されていない。または不足。 

町の中心から遠いので何か、置いて行かれてる情報も、広報だけで満足できているのかわからない。 

町の情報が高齢者には入って来ない。 

施設を建設する場合に町民に詳しく説明がない。テニスコートもその一つです。 

町のホームページ等サイトの充実をしてほしい。知りたい時にすぐ調べても解決しない。 

役場発信の情報を身近に感じたことが少ない。ビギナーのような身近な広告がほしい。 

積極的に情報を得ようとしている人には得られるが、そうでない人には行き渡らない。 

こちらから行動しなければ、情報が目に触れないので、情報を得る機会がない。 

もっと自分が議会だより等読めば良いのかと思うが。 

人との交流がないから。 

何課に行って何を相談するかわからない→相談に行っても対応はいいが結果的には、回答は得られない（福祉の問題）。 

一人高齢者の支援。 

昨年ブラックアウトの時だったと思います。宣伝カーで非常食の配布の案内だったとの事、沿道に出た時は、もう通り過ぎ、なんの
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問 62③ そう感じない理由 

事かと。もっと、時間を掛けて、全戸に伝わる様に報送して欲しい。話しの仕方も工夫して。 

もっと町の中で情報が得られたらいい。 

情報ツールがわからない。 

 

 

問63 役場の窓口はわかりやすく、利用しやすいと感じますか。 

◆そう感じる理由 

問 63② そう感じる理由 

対応は丁寧。 

ほぼワンフロアーで用が足りるから。 

支払いする所がある。 

困ったことがない。 

滅多に行かない。 

相談に行ったときに、丁寧に対応してもらった。 

親切な人が多い。感謝。 

一人一人が優しい。 

時々行ったら不自由はしない。 

話かけてくれるので、わかりやすい。 

わからない時に、きちんと説明してくれる。 

何がどこに、どのようなものがあるのか良く分からない部分があるが、対応が良かった。 

各課への案内等がわかりやすかった。 

利用者が少ないので。 

不便を感じた事はない。 

長年住んでいるのでわかるが、他市町村の方々が利用しやすいかは疑問。 

担当部署がわからない場合でも親切に対応してもらえるので、特に心配していない。 

窓口で対応してくれている職員の方々の姿勢と態度に好感持てるから。 

各部署が細かく分かれており、縦割り。 

行き慣れているから。 

転入届を出す時に案内の人がいた。 

引越した際の、諸々の手続きについて、大変お世話になりました。 

各部署の案内板がある。 

丁寧、親切、誠意を持って対応してもらっている。 

窓口の職員は良く働いている。 

場所がすぐわかるし、対応が良い。 

案内板が充実している。 

案内板を見ればどこに行けばいいかわかるし、わからない場合は近くの方に聞いたら教えて頂けるので。 

困っていたら声をかけてくれるのが素晴らしいと思います。 

１年に１度行くか行かないかですが、丁寧に対応していただいてます。 

福祉課ばかり行きますが、丁寧すぎる対応、先を見通してのお話し等お教えてくださり、ありがたいです。 

案内表示がされているから助かる。他人から丸見えな感じがして、落ち着かなく感じたことがある。 

対応でいやな思いをした事がないから。 

窓口がわからず、迷っていると声をかけてくれた。 

声がけが、しっかりりされていると思います。 

どの課も親切。丁寧な対応で素晴らしいと思います。 

利用しやすいが、業務的で何も町民の為にはなっていない。 

ありがとうございます。担当の方皆様親切に接していただいてます。 

窓口の標示が大きい。 

やさしく対応してくれる。 

お昼休みにしか行けない私でも、ちゃんと対応してくれているのがうれしい。 

昨年夫が亡くなりいろいろな手続の為に何度か役場に行きましたが、窓口でとても親切にしていただき、随分２０年前からみると良く

なってるなと感じました。 
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◆そう感じない理由 

問 63③ そう感じない理由 

もう少し詳しく記載してほしい。 

あまり自信はないが、努力している。役場内を迷っている人がいる。案内表示にどんな窓口かわかるようにした方がいいか。 

雰囲気が悪い。 

利用しない。 

全体的に暗い。 

雑。 

どこの課に行けば良いかよくわからない。 

他の自治体と大きな違いはない。 

待ち時間の長さ。案内窓口の不備。 

聞いても分からないし、役場の人の態度が悪い。 

箱が大きくて、暗いイメージ。コンパクトで、活気がある方が良い。 

プライバシーゼロ！！もっと考えた方がいい。 

笑顔、親切が無い。上から目線の回答が多い。 

もっと良く出来る。 

声を掛けづらい。 

はじめての人は迷うと思う。 

聞かないとわからない。 

あまり行かないが、混雑しているイメージがある。 

支所は親切で良いと思う。 

入口付近に案内係があってほしい。 

総合窓口が必要では？（時々“たらい回し”される案件がある。） 

雰囲気が暗く行きづらい。人が暗いなら音楽でも流すなりしてほしい。 

わかりにくいこともないが、利用しやすいと思ったことはない。窓口、カウンターが狭いイメージ。 

適切な回答が得られない場合があり、専門性をつけてほしい。 

いつも窓口は声かけづらいです。誰でもいいからすばやく住民対応ができないものでしょうか…。 

引っ越してきた時に色々とわかりづらかった。 

どの窓口に行くか迷うし、とても対応の良い人とそうでない人の差が大きい。 

対応の機械的、自分が悪くないような口ぶりをされた。とてもデリケートな事だったのにとても残念だ。きちんとそれなりの教育をして

ほしい。その方一人の事で役場全体の印象が悪くなった。何百人の対応をしているのだからか、私としてはその方だけの対応で全

体の印象が悪くなってしまう。本当に残念だった。 

住民票の転入届と選挙の時しか利用していないのでよく分からないが、水道局のＴｅｌ対応はスムーズだった。 

少しだけでも笑顔でお願いします。 

カウンター上に物を置きすぎ。 

要件によって、どこの窓口へ行けば良いのか、案内を積極的に、職員が意識して、するべきでは。 

どの課も開放的に仕切りがないが、仕切ってほしい時もある。場所によっては。 

介護の関係で利用したが、奥まった所だったのでわかりにくかった。 

入口側は良くても、福祉課等は遠く、体の不自由な者には苦痛に感じます。利用度で位置しているように思われますが、年齢が増

すと大変です。良く回数も多いので。 

高台にある役場は親しみを感じない（町の中心ではない）。町長はもっと町に出かけるべきだ。 

他の地域の方がわかりやすかったので。 

町民への奉仕の仕事をしている感がない。窓口に行った時の先の声かけ（こんにちは、何の用事ですか等）が必要だと思う。 

情報提供不足 

 


