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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 

町に馴れたから。 

医療が少々心配ですが、あとは満足している。 

日常生活に不便していない。 

住環境が充実している。 

努力が見えます。 

冬の花火が好き＆イベント等も多い。 

人口が増えない中での財政で現状悪化にならない様工夫が見られる。 

医療を除いて生活環境に満足している。 

生まれた時から住んでいるので他の町と比べる事もなかったので普通に満足です。 

チェーン店が多数進出していて買い物には不便と思っていないから。 

商業地域がコンパクトにまとまっている。 

住みやすい町であると思います。 

医療、福祉の充実。 

小さい町でもスーパーが複数あり、総合病院もあるので暮らしやすい。 

それぞれの施設がまあまあ良い。 

体育館、公園などの公共施設が充実。 

緑もあるし、きれいだし、店、病院も空港も近くにあるから。 

近所の人たちが親切。 

商店が多く、物価が安いと思う。 

根室管内の中では商業施設、空港があり便利だと思う。 

各方面での動きが見える。 

都会と違ってのどかな部分が良い。 

近隣の町と違い、空き家の朽ちたのを見ることがほとんどないように感じています。 

まちがコンパクトで便利。 

町づくりと一言で言ってもファクターは多く、その一つ一つの良否は実感がないが、特段悪いところもあまり見えないから。 

ある程度なんでも揃うちょうど良い町の大きさ。 

スポーツを通じて友人ができ、互いに助け合い交流を深めている。 

充分とは言えないが医療や空路について確保されている。 

体育館、運動公園、野球場がある。 

町民の意にそった行政と住民が優しいと感じる。 

人口密度もちょうどよく、公共サービスなども年々充実してきていると感じるため。 

施設が充実している。 

 

 

◆満足していない理由 

問４③ 満足していない理由 

市街地とへき地で生活環境の差を感じる。町が広いため仕方のないことだが、インターネット環境が町全域に広がると良いと思う。 

若者が楽しめる施設が少ない。 

病院経営の問題が大きい。 

物足りない。 

医療が不十分です。 

もう少し具体的で町民が理解しやすい（可視化された）取り組みがあっても良いと思う。 

車がないため交通面に困る。 

コンパクトな町になってほしいのだが、郊外に広がっているような気がする。 

街灯が少ない所がある 

物価が高い。水道代や税金など高い割に保障がない。手当や無償化などに力を入れてほしい。 

商業施設が少ない。娯楽施設が少ない。 

飲食店が少ない。 

道路や公園などにゴミが落ちている。 

このアンケートのように非効率的電子化が進んでいない。テクノロジーの活用が不十分。 

自営業が多く、意見がまとまっていない。 
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問４③ 満足していない理由 

財政状況に不安しかない。手厚いサービスは期待できず、縮小していく傾向を感じる。 

もっと名産品をアピールしたり、町おこしが盛んでも良い気がします。 

臭気対策が不十分。 

使われていない住宅（空家）等キレイとは言えない。 

病院は出張医ばかりで赤字に拍車をかけている。道路は舗装の整備が遅れている。 

特に魅力を感じない。 

この町に来てから何も変わってないように思える。 

通学路など整備されてない。 

町の規模にしては家賃が高い。 

福祉、教育等他の町の方が充実していると感じる。 

医療が充実していない。 

アピール力が足りない様な気がする。 

計画的な町づくりでない。ただ町を広げたいだけな感じがする。 

町の顔が見えない。 

空き店舗が目立ち町の中心部がどこなのかわからない。 

以前からある商店が無くなり、大型店が出てきているので小さい店が大変だと思う。 

町の中心部の過疎化傾向。 

住宅街で舗装されていない所がある。 

娯楽、商業施設が不十分。 

 

 

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 

商工会や農協等との協力は大きく、町のために動いているという姿勢がうかがえる。 

赤ちゃんと中学生の交流はとても良いと感じた。 

町内は清掃が行き届いているが、一歩出ると道路に空缶やゴミが散乱している。 

広報を通して取り組みがわかる。 

様々な機会に町長の参画がある。 

町民全体とは言えないが、協力しているとは思う。 

常にどのような動きがあるのか新聞や広報誌、口コミなどで聞く機会が多いから。 

町民の意見を聞く会議を開いているから。 

仕事をしていた時に行政が協力的だった。 

アンケートがよく来るので、町民の意見も参考にしているかなと思う。 

町長との懇談会などを行っているから。 

各種イベントの情報を見ていて感じます。 

なんとなく感じる程度。町全体にエネルギーを感じている。 

町民の意見が反映されている。 

広報誌で町づくり懇談会の様子などを見ている。 

景観まちづくりなど結構やっていると思うから。 

呼びかけは耳に入る。 

町内会活動を通じて多少町として取り組む姿勢が伝わってくる。 

イベントが多いから。 

イベントなど町民と行政が協力して盛り上げようとしていると感じるため。 

町民の声を聞こうという姿勢が感じられる。 

盛大な夏祭りなど協力し合っているからできていると思う。 

きれいになっている所がある。 

行政と町民が協力し、協議していると思うので、協力し合っていると思います。 

みんな頑張って協力していると思う。 
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◆そう感じない理由 

問６③ そう感じない理由 

どこに意見を述べて良いかわからない。 

行政が身近に感じない。 

活気がたりない。 

ピンとこない。 

町内会、学校などと行政の係わりは形ではある様に見えるが行動が一体になっていない。 

将来ビジョンが見えない。一次産業だけでは必ず先細りになる。人口が減る中でどこに主を置いて考えているのかわからない。 

有名な物もなく、１０年以上いるが大きく変化もないので協力できていない。 

行動が少し遅い気がする。 

行政には期待出来ない。 

広報で何をやっているかわかるが、実感できるものが無い。 

町民の意見を取り入れて進められていると思うが、財政面で問題があり協力関係がいまひとつものたりない。 

何をしているかあんまりしらない。 

住民は道路の整備を希望しているがなされていない。 

意見を聞く機会を設けてない。フォーラムなど議会目線ではなく、町民目線に落として取り組んでほしい。 

一部の人たちで盛り上がっているだけに感じる。 

もっと子供たちが中心の街づくりを考えてほしい。 

病院の規模が縮小しているから。 

役場の考え方を変えないと何も進まない。 

何かが進められているということが印象としてない。 

まったく伝わってこない。 

協力する機会がわかりづらい。 

町民の要望が適切に処理されていないと思う。 

実感する機会がない。 

何も進展してないように思う。 

町の計画や取り組みの情報発信が乏しく、内容を知らないから。 

進めている事がわからない。 

行政があまり身近に感じられない。 

町民の行政への関心が低いように感じる。 

町民の意見を聞いてない。 

町民と行政につながりを感じられない。 

行政の基本的な方針がわかっていない。 

職員がデスクワーク中心で町民の中に積極的に出ていない。 

まちづくりをしている意識が自分にはない。 

町民というよりは一定の人間が手掛けていると感じる。 

一般町民には知らされてない感じ。 

町民がいつも置き去りにされている気がします。 

行政の意向だけが先行しているように思われる。 

町議の人たちは町民の代表なので、町民の要望や意見を聞き取り、しっかりと行政に出してほしい。 

行政が町民の求めるものを汲み取って進めているとは思えない。 

 

 

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 

お店が様々あって生活に困らない。ネット回線がきちんと通っている。 

お店が身近にあり時間短縮で行動できる。 

買い物がしやすい。 

生活品が揃うから。 

車で買物など遠く感じない。道も混んでない。 

スーパー等が多いため。 

たくさんの大手企業があり便利。 

バイパスが通り行き来しやすい。 
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問８② そう感じる理由 

不便なく暮らせる。 

様々な種類のお店がある。 

近くで用事が出来ること。 

全て備えがあって不便を感じたことがない。 

買物に不便を感じない。飲食店も多い。 

大きなチェーン店が多数進出していて品物もある程度そろっているから。 

商業地域がコンパクトにまとまっている。 

必要最低限な施設等はあるから。 

30 年前に比べ、スーパーなどが増えたから。 

図書館が便利であると感じています。 

商業施設とかがまとまっている。 

大型スーパーなどがある。 

お店がまとまった位置にある。 

日用品や食料品などだいたいのものが揃うから便利だと思う。 

不便を感じたことはない。 

日常生活に困ることはない。 

便利ではあるがもっと大手ストアなどが増えて栄えるとうれしい。 

商店が多い。 

商業施設が多い。 

駐車場が無料。 

買い物などに便利。公共交通便に多少不安を感じる。 

生活に不便がないから。 

市街地には食料品と生活用品の購入で出かけるので近くにまとまってお店があるので不便はないです。 

役場、銀行、商店街に歩いて行ける。 

中心部に施設が集中しており便利である。（公共施設、病院、店舗） 

今住んでいるところは公共施設、商店、公園など徒歩でいける場所なので、車を使わなくて良い。 

冬期間は別として自転車で行動できるのは良い。 

混雑がない。 

映画館以外色々なお店があって便利。 

生活に必要な機能がまとまっている。 

買物には便利な店が多いので助かっている。 

スーパーなどに行きやすい。 

大型店が多い。 

不便に感じることはないし、治安などが悪いと感じたこともないので、利用しやすいと思う。 

小さい町のわりに便利である。 

空港が近い。 

必要な生活用品が買い物である程度そろう為。 

スーパー、飲食店、理容美容が多く、不便がない。 

必要な物は入手できる環境にある。 

施設が充実している。 

スーパー、銀行が近くにある。 

飛行場や病院、大小の商店が比較的にこじんまりにまとまっているので便利だと思います。 

スーパーや飲食店が集約されており、便利、体育館が新しく、スポーツ施設が充実している。 

 

 

◆そう感じない理由 

問８③ そう感じない理由 

空洞化してきている。 

最低限な物しか買えない。 

どちらかというとバイパス道路沿いの店の利用頻度が高い。 

買い物食料品では不便を感じないが、服や家具などは釧路や帯広、札幌まで行かないと揃わない。 

バイパス沿いの店に行ってしまう。 

タクシーが少ない。 

地元商店街等が減少し、空洞化が進んでいるような気がする。 

信号で右に曲がるまで時間がかかるとこがある。 
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問８③ そう感じない理由 

空き家対策等の新規事業者の手続きを見ていたことがあるが、全く市街地活生につながっているとは思えなかった。 

バイパスばかり発展して利用しづらい。 

あまり用事がない。銀行くらい。 

現在の町の中心部がどこなのか。東武が遠く感じるので町中に住んでいる人が利用しやすい町に。 

過疎化を感じる。 

バイパスの方が便利。 

買い物などは郊外の大型店舗へ行くことも多く、利用しづらくは無いが、便利かな？とも思う 

お店が少ない。子供が歩いて行けるところにない。 

車がない人は移動が不便 

空き店舗が多く、景観的によろしくないかな？〇〇銀座的なアーケードの様な建物があると中心街の話題性化になりませんか？ 

郊外に店舗があるので外の利用が多い 

昔と比べると一本道に沿って用事を足すことができない 

車が無い人は店が遠いと不便だと思う 

店などがあっちこっちにバラバラで、車が無ければ利用ができない 

公共サービスや銀行などが距離が離れていて車がない人にとっては移動が不便であるため 

買物に行っても近い場所で全部が買いそろわない。 

中心市街地というよりバイパス沿いに変化しつつあります。中心市街地は空き家が数あり不安を感じます。 

 

 

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 

道路の陥没等あまり放置されず直していただいていると感じるため。 

有志の方々感謝です。 

管理がいきとどいていると思うが河川が氾濫した場合、流木などは大丈夫か？ 

町内会活動で行き届いている。 

河川がしっかり管理されていると感じます。 

よく工事しているのを見かける。 

まあまあ綺麗だと思います。 

毎年定期的に維持管理されている様に思う。 

河川敷等きれい。 

河川等にゴミがない。 

春のゴミ拾いや公園の草刈など大変行き届いていると思う。 

春や秋にシルバー人材センターの方等が花壇整備をしているから。 

以前よりは清潔感が感じられる。 

車で走っている時に見えてるだけの景観で言えばキレイに見えます。 

予算関係で仕方ないと思っている。 

シルバー人材センターの方がいつもきれいにしている所を見かけるから。 

川の周りがきれい。 

まあまあきれい。ゴミ拾いも頻回にしてほしい。 

道路がきれい。 

特にこれはひどいと感じたことがない。 

道路の清掃が行き届いている。 

きれいだと思う。 

標津川沿いの散歩道などこのような所がもっと増えるともっと嬉しい。 

築堤の草刈。 

清掃、草刈など良いと思う。 

あまり汚いと思わない。 

地割れなどの工事を見かけるので、維持するために働きかけているのかなと思います。 

汚れていることはないと思うので。 

年に何度か町内会掃除をしている。町の中の道路などはきれいだなと思います。 

財政を考えたら適当と思う。 

いつもきれいに見える。 

除雪の対応はしっかりしている。 

町内会の活動がよくされている。 
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問９② そう感じる理由 

ごみ拾いをしている人をよく見かける。草も伸びすぎていない。 

汚いと思ったことはあまりない。 

町と町内会が頑張っている。 

町のはずれの方は草が伸びて交差点を見渡しずらい時もあるが、それ以外は十分だと感じる。 

きれいに管理されていると思う。 

業者が清掃しているのを見る。 

除雪などがすぐに対応してくれると感じるため。 

橋を通ると川沿いの芝生がいつも草刈りされていてきれいな状態だと感じる。 

非常にきれいにしてくれている印象。 

バイパス通りは定期的に清掃、草刈りがおこなわれています。 

雑草や河川の汚れが気になったことが無く、適切に管理されていると感じる。 

 

 

◆そう感じない理由 

問９③ そう感じない理由 

一部分にやっているように見える。 

大きな道路でもひび割れが目立つ。 

舗道が斜めになったりデコボコで歩きづらい。 

町の中心部は整備されているが、外れると汚いところがある。 

裏の林が道を造るため、木を切られたから。 

道路の穴埋めがイマイチ。 

舗装道路の悪化が目に付く。 

道路などにごみが多い。 

道路がガタガタしている所がある。 

一度歩いて散策してください。きれいとは言えません。 

マラソンを開催している町なので、河川敷でランニングできるように整備すべきと思う。 

河川敷が整理されてない。他の町は公園などがある。 

枝払いなどしてほしい。 

除雪後の道路状況が悪く、直しも不十分。道のゴミがとても多い町。 

やっているところはやっている。全然やっていないところはやっていない。 

自宅前の側溝の流れが悪いが、改善されない。過去役場へも連絡したことがある。 

舗装の穴ぼこが多い。 

住宅地の舗装整備が遅い。除雪が遅い。 

側溝など汚い。 

道路のひび割れがずっとそのまま。 

側溝清掃は個人的にしています。排水されないので雨が降ると詰まっています。草刈も個人的にしています。 

墓地公園は整備されているが、道路土手の雑草やごみが散乱していて非常に見苦しい。 

道路に穴が空いているところが多すぎる。 

全体的に道路が悪い。 

郊外のごみなどの不法投棄問題が結構目につきます。河川敷の散歩道の整備が良くない。 

町内会まかせのように感じる。 

標津川河川敷の利用状況が外の町からみると行われていない。 

子供のころは川を見てて美しいものに感じてました。今は木がみだれしげっている。 

道路の両側に花を植えているがセンスがない。雪が解けてくると道路のデコボコ道が多く、いつも早く整備してほしいと毎年思う。 

中心から外れると草が車道側まで生えてきてる。 

側溝にゴミが落ちているのを見たことがある。 

大型のトラックが通過すると地震かとびっくりすることが度々ある。 

雑草や道路の痛み具合が気になる。 

他の町に比べたらきれいにされていない。捨てゴミが多い。 

道路脇の草刈りは町として行うことになっていますが、頻度が少ないので脇に鹿などの動物がいても発見しずらく危険です。 
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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 

公園があり、比較的きれい。 

どこに行っても「緑」があり、手入れもされている。 

町の中にあまり緑がないが、外れるとたくさんある。 

自然があっていい。 

まあまあ綺麗だと思います。 

公園など子供が遊べる場所が充実していて助かる。 

緑が多い町。 

緑が多い。 

要所要所での景観がいい。 

シルバー人材センターの方たちの道路沿いの花壇がキレイです。 

街路樹や公園など身近な所に桜やつつじ、ナナカマドなど植えられていて、季節ごとに美しい花や実を咲かせてくれるから。 

ちょうどよい緑の多さと思っている。 

所々に植えられている花だんがとてもキレイです。 

多いと思う。 

丸山公園から東中団地にかけての通りが美しいと感じています。 

近所の公園はキレイ。 

町の中で花を植えたりして、掃除もしているのでこれでいいなと思っています。 

公園が充実。 

緑は多いと思う。 

緑がたくさんある。 

公園がたくさんある。 

緑は多いと思う。 

公園などは草刈りなども手入れされていると思う。 

財政を考えたら適当と思う。 

桜の木をボランティアの人が公園に植えている。 

中標津は子供が少ないので公園などはすいていることが多い。 

桜などきれいに咲いている。 

周囲に緑が多いので町内の街路樹は少なくていい。 

十分手入れされていると感じる。 

私の行くところはそこそこ管理されている。 

色々な動物が家の周りを走り回っていて楽しいから。 

所々緑があったり公園があって良いと思います。バイパスの桜も毎年きれいで桜が咲く時期にバイパスを通るのをいつも楽しみにし

ています。 

街路樹や道路脇の花など、とてもきれいで満足している。 

ゆめの森、森林公園、各町内会にある公園などきれいに管理されています。 

周囲の景色が良い。 

各家の回りは管理されている。 

花壇など整えられている。 

河川のまわりや公園に緑のある町だと感じる。 

 

 

◆満足していない理由 

問 10③ 満足していない理由 

車移動が多いためあまり気につかない。 

美観を感じないので。 

ソーラーパネルが多すぎ。 

緑に関しては問題ないが、色どりは悪く思う。子供の遊具の充実も願う。 

公園が少なく、きれいでない。遊具が少ない。 

公園の草が伸びている 

森林公園のパークゴルフ場は不要。折角近くに良いコースがあるので。ゆめの森公園に甘えるべき。 

手入れが不十分で、車の見通しが悪い。 

道立ゆめの森公園のようにきれいに工夫して整備されていると感じる公園がない。 

自然の中で私物の樹木が町道や電線に絡んだりしているのを見掛けるがなんとかならないものか。 
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問 10③ 満足していない理由 

住宅地の公園について、排水が悪く降雪後は２～３日使えない。砂場の砂が汚れている。 

四季を楽しめるように桜の木や紅葉がキレイに見える木を増やしてほしいです。 

緑町に小さい子供たちが遊べる公園がない。 

宅地造成のため林がなくなっている。 

ソーラーパネルが増えすぎて緑がない。 

市街地の緑が少ないと感じる。 

せめて町民の一人一人が自分の家の周囲について感心をもってもらっては。 

家の周辺もきつねがいたり、嫌な感じです。家の道路木の管理が悪く、落ち葉だらけ。大変な思いをして道路を掃除しています。 

桜の木が少ない 

中心地にもっと緑があってほしいと思います。 

街路樹だが、少し大きくなったら枝切りして枯れさせての繰り返し。松は大きくなりすぎたとバッサリ切ってしまった。もっと考えてやっ

てください。 

近隣公園のアスファルトの脇からの草が出ていて目立つ。春になると道路側の草が目立つ。花でも植えたら良い。 

 

 

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 

運転免許がなくなればそう思うが、今は感じないと思う。 

廃止せず継続していただいている。 

普段は利用しないがバス停で待っている人を見かけると以外と利用している人が多いと感じた。 

バスが大型過ぎる。３０人も乗っていないのにもっと小型化しては？ 

自家用車を利用するのでわからないが、便利なのではないかと思います。 

町の中では利用できている。 

経営は大変かと思いますが、必要であると考えます。 

バスの回数が増えればいいが、人口的に無理だと思う。 

近くにバス停がある。 

バスが通っていいと思います。 

阿寒バスが走るから。 

ずっと車のない生活ですが、時間に余裕があれば普通に暮らせます。 

最近知り合いから教えてもらって、買い物に初めて利用しましたが、とても便利だと思います。 

今後は高齢者が多くなり、バス停が近くにあったら助かると思う 

バスなども安く広範囲 

利用したことはないが、近くに新しいバス停が出来たので車が運転できなくなったら利用したい。 

利用することがないのでよくわからないが現状で十分なのではないかと感じる。 

町内を何便か走っているようなので、不便ではないと思います。 

各方面のバスがあり良いと思う。 

行きたい場所には行ける。 

 

 

◆そう感じない理由 

問 11③ そう感じない理由 

公共交通がどこを走っているのかわからない。 

本数が少なく、バスのみの利用で生活するのは難しさを感じる。 

バスの利用はない。 

車での移動がほとんどで近くをバスが通ってない。 

乗る機会がないのでわからない。 

停車場所が少ない。バス以外も出来てほしい。 

公共交通を使ったことがないからよくわからない。 

利用したことがないから。 

むしろバスは必要か？公共タクシーなど面白いかも。 

特に札幌出張の時は釧路～中標津間の最終便が早い時刻なので、出張の後泊も必要となる。 

乗りたい時間に運行していない。マイクロバス（１０人乗りくらい）にして便数を増やせばいいのにといつも思う。１人か２人しか乗って

いないのにもったいない。 
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問 11③ そう感じない理由 

バスには体が不自由なため乗れない。 

地元密着型の公共交通特にバス路線を期待。少し物足りない。 

本数が少ない。 

人口からして仕方ないが利用時間の不便さが目立つ。 

本数が少ない。ただ、車を利用する町なのでそんなに必要もない。学校まで遠い子供が利用できる環境を作ってほしい。 

時間がわかりにくい。 

特に町のバスが乗りづらい。 

自分は利用していないが、高齢者のマイカー使用率が高いことを考えるとバスは便利ではないのかなと考えた。 

絶対必要ない。すべてタクシーにすべき。 

本数が少ない。 

バスを利用したことがないが、不便だと思う。 

近くにはバス停がないので乗るとした場合どこから乗ってよいかと考えます。 

このままではバス自体がなくなってしまうのではと不安。 

計根別居住者としてはバスの本数が少ない。 

わかりづらい。 

中標津町でバスを利用したことがない。 

バス停が遠い。 

待機時間が少し長いと思う。 

バスの便数が少なく、ルートが偏っている。 

乗ったことがない。 

利用者を考えると難しいかもしれませんが、もう少し便を増やしてもらえるとより便利な暮らしを送ることができると思います。 

町内移動に不便。 

車が使用できなくなった場合を考えると現在の公共交通では年寄りは生活できないと思う。 

利用したことがない。 

本数が少ない。 

今は車移動なのでバス利用はしていないが、現状を見ると便利とは思わない。 

バスの本数が少ないし、待合所も無いので現状のままでは不便。 

普段バスは利用しないが時間等不便そう。 

バスの便数が少ないと思うが、利用する人も少ないから仕方がないと思う。 

自分は利用しないが、高齢者から病院や役場の行き来が不便と聞いたことがあるから。 

郡部のバス運行時間、本数などが生活リズムと合っていないように思う。 

あまり移動に使うことがありませんがバス以外にもサービスがあった方がいいと感じるため。 

バスの本数が足りない。買物がゆっくり出来ない。急いで買物出来ない。 

今の町内循環バスでは交通手段の無い者にとってはとても不便な路線となっています。路線、時間帯を見直すと良いかと。 

バスの本数が少ない。大きいバスではなく、小型車で数を増すと良いと思う。大通り北１、北２、３の通りの脇、花を植える所に草が

ボウボウ。 

 

 

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 

羽田空港直行便があるのはありがたい。羽田便の本数がもう少し増えると嬉しい。 

中心部から車で 10 分、バスの感覚で使えるためとても便利です。 

札幌、東京に行くときに便利。 

キレイで自慢できる施設。 

街のすぐそばにあるからとても便利。 

居住地からすごく近くて入口に入るとすぐにカウンターがあり、初めて利用した時は感動しました。東京便をもう一便くらい、他地域

の便もあればもっといい。 

十分な便数だと思います。 

最近は利用がないが、出張していた時期は便利であった。今は出張医の先生も利用して病気の人たちにはありがたい。 

札幌・東京が身近に感じる。 

不便していない。もう少し空港内の店などを充実させてほしい。 

短時間で札幌・東京への移動が可能。 

利用しないが空港は大切だと思う。 

空港を利用する機会が少ないので良くわからない。 
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問 12② 満足している理由 

無駄な時間なく都市に行くことができるのですばらしいと思う。 

空港の存在は大きいです。 

札幌便が３本も飛んでいるが、そんなにいらない気もしている。 

札幌までの移動時間が短い。 

空港が近いので便利。 

飛行場が近く、札幌などすぐいける。急用に便利。 

駐車場が無料。東京、札幌便があってよい。継続してほしい。 

千歳行きの便が多い。羽田行きの便がある。 

空港を利用できるだけでとても便利です。 

札幌と東京便があるので充分です。 

利用に不便ない。 

町の中心から空港までの距離が近くて満足しています。 

ちょうどいい便数だと思う。 

交通手段が車しかないので、何かと空港があった方が便利だと思います。 

東京直行便がある。千歳からの乗り継ぎが便利。 

千歳に行ければ OK。 

とにかく市街地から近いのが一番。きれいで周辺整備も手が行き届いていて自慢です。 

駐車場が無料で良い。玄関近くまでお客を迎えに行きやすい。 

街から近い。 

町の規模に充分。 

国内外にもすぐ飛んでいける便利性がある。 

空港までの交通、道路状況、空港の駐車場、特に不便だと感じたことはない。 

駐車料金が無料なので長期に実家に帰ることができる。 

駐車場と搭乗口が近くていいが、満席で利用できない時があって残念だった。 

あまり利用する事はないのですが、町から近くてよい。 

市街から近く、札幌、東京便があるため便利だと思う。 

市街から空港が近い 

町がこんなに近い空港は本当になかなかありません。札幌はもちろん、東京便がある事は本当によいと思います。 

駐車スペースが広い 

空港が近い 

町の各施設も含め距離が近いのでそこは便利です。 

羽田まで直行便がある。もう少し本数が増えるとよりよい。 

 

 

◆満足していない理由 

問 12③ 満足していない理由 

丘珠便が便利だった。 

東京便の時間が中途半端。 

値段が高く感じる。 

直行便でいける場所が少ない。 

丘珠～中標津間が廃止になってとても不便になった。復活してほしいと強く願う。 

羽田便に関して、中途半端。早便を１本増やしてもらえると利用者が増えると思います。 

便が少ない。 

丘珠便を復活させてほしい。 

ANA の価格が高く、LCC など競争率を上げてほしい。 

もう少し内地に行く飛行機を増やしてほしいです。 

丘珠空港の発着やもっと行先や便数が増えると使いやすい。 

東京便が少ない。 

丘珠空港の路線がないから 

最終便の時間が早すぎる。東京便は午前中に出発してほしい。 

札幌中心部への利便性が不便。道外への便も少ない。 
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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 

水道水がきちん届いているため。 

何も不安視していないため。 

美味しい水です。 

断水や汚れがほとんどない。 

きれいな水だから。 

美味しい。 

ブラックアウトの時でも利用出来た。 

問題なく使える。 

安全・安心な水と思っている。 

断水したことがないから。 

水がおいしい。 

何も不安が無く利用できる。 

山、川があるから心配ない。 

大きな事故がないため。 

水質を含め、困ったことがない。 

いつでも水が出る所。 

水質が良く、断水などもほとんどない。 

水道水はおいしい。 

蛇口にフィルターをつけた方がいいのかなと思っています。 

断水になったことがないので感謝しています。 

特に不便や不安を感じることが無い。 

いつもおいしい水をありがとうの気持ちです。 

地震などに強いと思うから 

全く心配せずに使用できることです。 

水で何かを感じたことがない。 

冷たくておいしい水です。 

不安を感じたことはない。 

地震があった時も水道水は止まらなかった。ありがたいことである。 

つめたくておいしい。 

いつもおいしくいただいている 

定期的に漏水の検査をしてくれているから。 

水圧も安定しているので。 

水量が多い。断水が少ない。 

特に不便なく利用できているため。 

水がおいしい。断水することがない。 

水道水を汚いと感じたことがない 

飲み水にしても安全だし、良いと思う。 

日常、心配なくお水がすぐ出て、使えることは本当にありがたいです。 

生活に困らない水質だと思う。 

 

◆そう感じない理由 

問 14③ そう感じない理由 

地域による。差が大きい。 

金額が高いです。もっと安く出来ないのですか？ 

基本料金が高い。 

おいしくない気がしています。 

停電になると水が出ない。 

塩素のにおいがきつい。 

夜など、どの家庭でも使っていそうな時間帯に水圧が弱くなることがある。 

飲料水は購入している。 

水道管の老朽化が心配。 

人口減少に伴い、今後さらに水道料金の改定があるのではと思っています。 
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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 

十分だと思う。 

整備が行き届いている。 

利用したことがないが、たくさんあって良いと思う。 

春の彼岸の時などきれいに駐車場の除雪がされており助かります。 

街の景観には影響していない。 

身近にあるから。 

幅が十分である。 

満足して利用しています。 

雑草を定期的に刈り取っていて１人で歩いても恐くないように管理しているから。 

不便を感じたことはない。 

困ったことはない。 

あまり利用しないのでわからないが、まあまあ良いと感じている。 

私は持っていませんが、地域の方にとっては良いかと思います。 

街中にある。 

いつもきれいに見える。 

さらに合葬墓を早く建立してほしい！ 

お参りしやすい。 

草刈など整備されている。 

高台にあり、町内を一望できるから。 

 

 

◆満足していない理由 

問 15③ 満足していない理由 

市街地に必要ないので移設すべき。 

道が悪い。 

駐車場が狭い。 

徐々に縮小してよい。 

行くときは足がないので不便です。 

共同墓地の設置を望む。 

主要な園路は簡易舗装でも良いので整備してほしい。 

道路がでこぼこで駐車場のスペースが整備されていない。入口までの土手が雑草とごみだらけ。 

室内納骨堂があればいい。 

他人の土地を車で出入りして墓地に行っている。 

町で共同墓地も考えてほしい。子供が近くにいなかったり、お寺にお金がかかり、また、お墓を建てても後々困るので。 

車の駐車場が狭く、道路幅がせまい。舗装にしてほしい。 

高齢化社会になりうる今、野外墓地では不便性を感じます。今度屋内墓地の検討をしてみても良いのでは。 

 

 

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 

住宅地のため、周りの住宅も似たような家族構成なので、安心感がある。 

道路に面していますが、うるさいと感じたことが全くないため。まわりに公園もあるため。 

周りが良好です。 

公共施設などが充実している。 

色々施設があるから。 

静かで良い。 

特に不便は感じていないため。 

格子状防風林がとても良い。 

商業施設に近い。 

住みやすい。 
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問 17② そう感じる理由 

静かなところ。 

コンビニが徒歩圏内。 

町内会の人々の協力が大変良いと思います。 

町内会でごみ拾いの日を設けたり中学生がボランティアで川の清掃等をしてくれているから。 

清潔感がある。 

緑が美しいまちなみであると思います。 

公共施設が近くにある。 

静かで良い。 

医療、福祉施設、スーパーが近くにある。 

コミュニケーションが多い 

皆いい人です。 

公共施設が近い。買物に便利。 

この町が大好きで自然がいっぱいで美しく満足です。 

特に自然が身近に感じること。 

地域の人が仲良しである。 

近所の人が家の周りをきれいにしたり、花を植えたりしてとても気持ちよく住んでいる。 

自然豊かだし、静かなので住んでいてとても住み心地がいい。 

自然を身近で感じることができ、生活に不便を感じないため。 

近くにコンビニやスタンド等急を要する時に便利で安心感がある。 

近くの方々はルールを守ってご近所に迷惑をかけないように住環境に気を付けて生活している感じがします。 

高齢の方が多いが、集まりがある時はみんなが集まり楽しくできている。 

 

 

◆そう感じない理由 

問 17③ そう感じない理由 

道のデコボコや砂ぼこりがひどい 

運転マナーが悪い。歩行者マナーが悪い。 

家から学校までが遠く子供の登校が心配。スクールバスの導入を検討してほしいです。 

舗装されていないところが多いので町全体が汚い。砂っぽい。 

防犯があまりしっかりしていない。 

病気になった場合はバスの本数が少ないため車のない人は大変である。 

冬季の除雪が悪い。 

スラリー臭がひどい。 

夜は暗い。 

高齢化が進んでいる。空家の増加。 

道路の舗装がしていないので大きな車が通るたびに砂煙が舞い上がりなんとかしてほしいと願っている。町役場に言いに行ったが

６年経ってもしてくれない。 

飲み屋がうるさい。出勤時によっぱらいがいる。 

近所にごみ屋敷のような空き家がある。 

ポイ捨てゴミが目立つ。 

車がないと不便。コンビニや店まで遠い。 

道路のひび割れがありすぎる。 

前面の道路が舗装されていなく、雨が降ると少し斜面のため土が流れて道路が悪い。早く直してほしい。 

路上駐車が多い。 

 

 

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 

広報などで情報や知識を得られている。 

受付の人が丁寧だ。 

だいたいネットで調べてわかる。 

給与所得者なので理解している。 

不明な点は自分で調べる。 
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問 25② そう感じる理由 

町のホームページでわかる。 

毎月広報などを通じて情報発信している。 

健康保険等は町広報にて年金はすでに受給している。 

変更になったこと等よく知らせてくれる。 

新聞や中標津町だよりで情報がわかる。 

困ったら役場に相談できる。 

町役場に行けば丁寧に教えてくれる。 

関係書類やチラシ等を郵送していただいているから。 

年金に関しては町の広報で相談窓口の告知がある。 

新聞、テレビ、町の広報。 

 

 

◆そう感じない理由 

問 25③ そう感じない理由 

情報をあまり聞かない。 

自分から行動しないと情報が得られないように感じる。 

目にする機会が少ない。 

町民への周知があるのか？と思うほど知識不足。町民全てがよく理解していない。 

会社員の奥様方や国保以外の人の健康診断や保証など全く情報ゼロ。国保の人だけが町民じゃないですよ！ 

年１定期便が来るが、よくわからない。わかりやすく書いてほしい。 

相談する所がわからない 

すべてがわかりにくい。 

役場の職員の中に非常にめんどうくさそうな態度で応対する人間がいて相談しにくい。 

自分から手続きにいかないと知らないでいると、いつまでももらえないことがあった。 

会社で事務をしているのである程度知る事ができるが、そうではない人はあまり知らないのでは。 

制度が難しすぎる。 

入手方法がわからない。 

自分の勉強不足もあると思うが、良くわかりません。 

どのように検索するかわからない。 

年金の書類の内容が難しい。もう少しわかりやすく。 

町の HP に情報が足りない。 

今後の手続きなどに不安を感じる。 

情報が得られないままいつの間にか変わってしまっている。 

自ら調べる行動をとっていないため、情報は得られていない。 

 

 

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 

中標津産のものをよく食べる。 

スーパーで地元の野菜を買える。 

店で売っていれば地元産を選んでいる。 

スーパーで中標津の物を見るとうれしく思う。 

乳製品や加工品など多く見かける。 

地元の産物が多く流通している。 

各企業が力を合わせていると思う 

お中元やお歳暮の時期にも贈答品として取り扱っているから。 

贈り物等として中標津のものを中心に贈っている。 

基幹産業だから。 

中標津町のこれというものがわからない。 

スーパーなどで豊富に陳列されている。 

スーパーに地場産の物が売っているから。 

身近というより愛着を感じます。値段が少し高くなるのは仕方がない。 
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問 28② そう感じる理由 

牛乳がおいしい。 

食肉加工センターでソーセージやハムを作れるのでいいです。 

スーパーで町内産の商品を見掛ける。 

地元産の品をわかりやすく置いてあって買物がしやすい。 

乳製品、特に牛乳はそう感じる。 

地元でしか買えない品を親戚に送っている。 

愛着を感じる。 

地元の畜産物をスーパーなどで見るため。 

スーパーに地元の物が置かれている。 

祭りやイベント等での提供、スーパー等での地元産の生産物の販売を良く目にするため。 

スーパーで町の牛乳、野菜などがポップなどで大きく紹介されているのでよく買って食べています。 

地産製品が充実している。 

中標津やその周辺でとれた農産物をスーパーで見かける。また、それらを使った料理を提供する飲食店も見られる。 

 

 

◆そう感じない理由 

問 28③ そう感じない理由 

地元産の製品がわからない。 

値段が高くあまり買っていない。 

なぜ地元にある工場ともっと連携できないのか。日本一のチーズの街を目指せるのに。 

地元産が少ないように思う。 

日頃地元の産物を手にしない。地方の格安の物に目を向けるから。 

地元産の PR が町民に足りないような気がする。 

これと言って全国的に有名な産物がない。 

地元かどうか意識しないで購入している。地元産をアピールしていないような気がする。 

ヒット商品がない。おすすめできるお土産がない。 

コストがかかっているため仕方がないと思うが、値段が高い。日常的に手が伸びにくい。 

牛乳など中標津産はほかに比べて価格が高い。 

別海の牛乳やアイスクリーム、チーズはよく目にしますが、中標津のものは印象が薄い気がします。 

中標津牛乳くらいしか記憶にない。 

乳製品以外はあまり感じたことがない。 

道の駅の様に一つの建物に中標津農業高校産をまとめて売る施設がほしい。 

どこで売っているかわからない。 

 

 

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 

地域の特色を生かしたイベントを行っていると思う。 

北海道らしい町だと思います。住む前はよく観光に来ていました。 

夏祭りや冬祭りはいいと思う。 

スーパーにある中標津産コーナーが多くなり便利。 

温泉が豊か。 

努力を感じる。（夏祭り、開陽台、景観条例など） 

色々と工夫しているなと感じる。 

十分ではないがそれなりにあるかと。 

町のイベントに楽しく参加させてもらっている。 

数がすくないが、そこそこ満足。 

新しいメニューを考えて発表したりじゃがいも祭りなど積極的に行っているように思う。 

景観、食は北海道でも上位であると思います。 

道東の自然をみてもらうだけで感動している人が多い。 

場所がいい。 

空気が澄み、食べ物もおいしい。 

体験型のランチウェイもあって中標津らしいと思う。 
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問 32② 満足している理由 

通年イベントがあると思う。 

よくやっている方だと思う。ただ、絶対的なイベントがない様に感じる。 

おいしいものがある。 

町から少し車で走ると春は森緑があり、秋は紅葉がきれい。山菜や地場産もあり、又、魚介類も新鮮でおいしい。商工会の人たちが

観光祭りなどをして町を盛り上げている。 

景観は開陽台など素敵だと思いますし、地元ならではのイベントも定期的に開催していて良いと思います。 

色々なイベントを考えてくれて実行してくれている。 

乳製品の種類、パン、焼肉屋さんもたくさん、おそばがおいしい。食べ物屋さんが結構あります。困りません。 

製品が充実している 

ゆめの森公園などがある。町民参加のお祭りがある。 

 

 

◆満足していない理由 

問 32③ 満足していない理由 

観光イベントのマンネリ化。 

空港周りを利用しないのは本当にもったいない。道の駅を含めて。 

これ！といった名物がない。 

商工祭りはお盆に戻した方がいいと思う。 

工夫すれば特に食に関してもっとアピールできる。 

資源の発掘に力を注いでほしい。 

祭の目玉がない。中心となる名産物がない。 

手伝いとしての義務化させられているサークルや少年団などが多い。イベントの回数＝強制させられる数という背景もあります。 

ラーメンと焼肉しかない。 

一部の人たちで盛り上がっている。 

開陽台のみ。他の景観に特色がない。 

地元住民は満足できるイベントが多いかもしれないが、町外から人を集めるには「北根室ランチウェイ」の整備、PR を自治体として

取り組んだ方がよい。 

中標津名別がほしい。 

もっと中標津の特産品を今の時代に合ったアピールをしたり、イベントの工夫がないとインパクトに欠けると思います。 

イベントなどが少ないのでは？ 

魅力を感じない。 

特に記憶に残っている事例がない。 

中心になる場所がない。 

道の駅がない。 

特徴がほしい。 

もっとお祭りにしても持ち上げられるはず。 

観光祭りなどに限って言えば大きくなりすぎて人とあまり触れあえない。 

北根室ランチウェイが地元の人の認知度が低い。森林公園、ゆめの森公園等に花の名や木の名前の写真付き解説があれば何度

でも季節ごとに行きたくなる。 

地元の食材等は安く手に入れたい。イベント等は年齢が高くなるにつれて興味が無くなってくる。 

理解はしているがソーラーパネルの乱立が景観を著しく悪くしていると感じる。また、「中標津といえば！」と言った何かがなく、イベ

ントも町全体で一体的なものもあるのかわからない。 

雪まつりの氷像は見ごたえがあるが、その他の観光資源に魅力を感じない 

 

 

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 

雇用はきちんとされているのではないか。 

特に不安がないため。 

季節労働者が失業していない。 

酪農の新規参入の取り組みに満足。 

働き口はたくさんある。 

雇用の確保については良くポスターや冊子を見かける。 
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問 34② 満足している理由 

酪農を中心に短期かもしれないが雇用が生まれている。 

福祉的就業ができる場所はまだまだ足りていないと感じます。 

雇用の場の充実。 

それなりにお仕事が有るかと思います。 

ハローワークなどが機能していると感じる。 

この町の大きさにしては働く所はある方だと思います。 

若者が多い。 

 

◆満足していない理由 

問 34③ 満足していない理由 

若年層の雇用の充実が必要。 

賃金が安い。 

対策はされているように思うが、結果が出ていないように見える。 

人材不足で確保できない。 

６０～７０代のまだまだ働ける人たちが充実できる場が有れば良いかと思う。 

若い人が働ける職場がどうしても少ないと思われる。地方はどこもそうだと思うが都会の学校を出た若い人が戻ってきて地域を盛り

上げられたらいいのにと思う。 

雇用に関する説明会などの充実を図ってほしい。 

子供がいると働けない企業が多い。 

働き手が少ない。 

どの様な雇用対策をしているかわからない。 

パートしかない。 

建設業や運輸業などの若い人材の不足はなぜか。 

60 歳以上の仕事があまりない。 

高齢者施設に関わる人手不足が増加。雇用者と求職者のミスマッチが解消されていない。 

通年雇用の事案が少ない。 

農業、大型商店のほかの産業がない。 

正規雇用の場が少ない。職種と賃金が見合わない。 

福祉系等人手不足が伺われます。 

冬場仕事がない人が多い。 

どこの企業も人手不足な感じがする。エクセルやワードなどのパソコン教室や講座、働きたい業種に関する事が学べる教室や講座

をもっと増やして、働きたい気持ちがあるが技術がないという人を育てるシステムを充実させてほしい。 

 

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 

特に問題がないため。 

町立病院がある。 

先生が丁寧。 

病院が多いので良いと思う。 

ドクターヘリもある。 

大病や大けが以外は今の所、事足りている。 

産婦人科の先生はすばらしい方だと思います。 

救急受入病院がある。 

少ない人手で頑張っていると思う。 

地域医療、救急の充実に満足している。 

町立病院があるので一応安心している。病院がなくならないよう願っています。 

町立病院が対応してくれるから。 

主人が休日でも手術をしてもらって助かった事があります。 

子供を遅い時間に歯科で見てもらえた。 

早く来てくれる。丁寧な扱い。 

具合が悪い時に病院にかかったらだいたいは治ったり解決するため。 
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◆満足していない理由 

問 35③ 満足していない理由 

病院が少ない。 

医師や看護師、介護士は足りているのか。 

医療が充実していない。 

中標津町内のどこの病院も全く信用していません。去年２箇所にひどい対応を受けました。 

午後の受付があってほしい。（病院全体） 

病院の医師が少なすぎる。 

町立病院を充実してほしい。 

核となっている町立病院の固定医の充実があってこそ、満足な医療体制なのです。 

大きな病気は釧路までいかないといけない。 

専門医がいない。 

医者の数が少ない。 

行くたびお医者さんが違う。不安に思う。 

福祉が充実していない。 

病院が少ない。 

常駐の医師が少なすぎる。管内の中核の病院なので町外からの患者を自由に受診させるべきと思います。 

町立病院の医療の充実を図るべきだと思う。 

町立病院は出張の医者が多く、いざと言う時に困る。 

出張医が冬来ない時がある。 

医師不足。 

医療従事者が少ない。 

地域医療だけでは補えない科がある。 

病院が休日の時、医療が心配。 

午後の診療が少ない。 

大病は釧路に行かないといけない。 

 

 

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 

児童館をはじめとする、子育て相談の場がある。 

児童館等、他の地域よりも充実している気がします。 

子供の姿を見て。 

子供がのびのびしているから。 

外で遊ぶ子供たちをよく見かける。 

自然もあり、ゆっくり育児できる。 

自分が子供のころに比べると見守り隊の方々が居て安心しています。 

施設（児童館）等が充実していると思うから。 

治安は良い町と感じている。 

税金を払うのに必死で一緒に居れる時間が少ない。子供だけで過ごすには不安はない町であると思います。 

農業高校が頑張っていると感じます。 

事件は聞いたことがない。 

私の周囲ではなんとかやっているので。実態はそうではないのかもとも思うが。 

あまり不満を聞かない。 

安心して育てられる環境だと思う。 

報道では色々驚くことがありますが、子供が少ないので大事にしたいですね。 

田舎特有の雰囲気があります。 

親子そろって公園の遊び場で子供達を見守っている。 

保育園がしっかりしていると思う。 

不便はないし、危険な事もない。 

公園、児童館、幼稚園等で子どものにぎやかな声が聞こえて来た時大切に育てられていると感じる。 

住んでいるまわりがとても良い環境である。 

周りにいるお子さんを持っている方々は安心して育てられているのではないかと感じる。 

近所の方たちとの挨拶や会話があり良い。 
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問 37② そう感じる理由 

地域的な安全性や環境は良いと思う。 

平和、安全、安心して生活しています。 

教育施設が充実している。 

塾や習い事をしている子供が多い。 

公園やしるべっとで遊んでいる姿を見かけるため。 

 

 

◆そう感じない理由 

問 37③ そう感じない理由 

近年不審者がいると聞くので防犯を強化してほしい。 

概ね安心して育てられていると思うが、一人親家庭等では虐待やネグレクトが疑われることがあるのでは。 

標津町の様にサポート体制を整備してほしい。 

児童館の充実。場所が遠く利用したくとも利用できない。お金の使い方を考えてほしい。 

税金が高い。家賃が高い。 

こどもを地域で見守っているという空気が感じられません。 

教育に不安を感じる。 

知らない人と接しない世の中になってきて、親以外の人からの関りが薄く、子供らしく育ちにくいと思う。 

障がいのある子どもへの支援がもっとあって良いと感じる。他地域とも連携・共有してもらいたい。 

中標津は学力が低いので学習面が心配です。 

周りは自然で安全ですが子供たち同士が集える場所が遠い。 

教育が不十分。 

 

 

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 

高齢者サークルなどがある。 

自由に生活が出来ていると思う。 

高齢者対象のグループ活動があると聞きます。 

私の父母がそれなりに老後を楽しんでいるから。 

介護施設などは多い方だと思う。 

ボランティアでも軽仕事のできる場所などが簡単に見つかる施設などが有ればいいと思う。高齢者の自殺する人が居る中には、定

年後の時間の使い方で精神的不安定になる方が居る。 

ケアマネジャーさんが良くしてくれる。 

パークゴルフや習い事等は町の大きさの割に充実している。 

これからもっと充実していくべきことです。 

畑の貸出など。 

老人ホームの充実、保健福祉サービスの充実。 

１次産業や自営業の方達が周りに多くいらっしゃるので生涯仕事をされている方が多いと感じる。 

例えばシルバー人材センターなど。 

１人暮らしながら動けるので、現在のところは大丈夫ですが、災害時など心配です。 

サロン活動など。 

何事もなく、安心ではないが生きがいをもって暮らしている。 

自由にそれぞれ出かけて楽しむ場所がある。 

個人差があるかもしれませんが、私の周りのご高齢の方は皆、元気に過ごしていて楽しく生活している感じがする。 

自然や温泉もあり、健康的に生活できると思う。 

平和、安全、安心していますが、生きがいは人それぞれ価値観が違うと思います。 

経済的に安心。 

働いてパークゴルフしている。 
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◆そう感じない理由 

問 39③ そう感じない理由 

高齢者が出掛ける機会が少ない。 

周りの方は今は生きがいを感じている様に見えるけど将来的に不安そうに見える。 

施設があまりにも少ない。 

高齢化が進み不安を感じる。医療高齢者施設不足に不安。 

保険料が高い。 

施設の充実。 

高齢者を活用させる場が少ないと思う。 

車がないと生活できないし、娯楽がなさそう。 

集まる場所がない。 

高齢者対象のものがどれだけあるかわからない。 

税金が高すぎる。 

車がないと生活しづらいと思う。 

動けなくなった時、地域外の配達などの充実をはかってほしい。 

行くところがない。用がない。 

病院が少ない。 

死ぬまで住み慣れた家で生活できる環境が整っていない。 

高齢者施設の先行きが不透明で生活設計ができず不安。 

若者との交流不足。 

施設をもっと作るべき。 

生きがいを持つほど交流する場所がないと思う 

自分で出かける事のできない人はだんだん交流が少なくなる。 

安心ではないと思う。 

高齢者に今度こんなことやあんなことがあるって知らせることってあるのですか？ 

交通など高齢者の使いやすさがあまり感じられないため。 

高齢になるにつれてとても不安になっていると思います。独居の人達にはもっと安心感がほしいと思います。 

空気もよく静かで、住み慣れた人はいいと思うが安心して暮らしてはいないと思います。病院やりんどう園のような施設が少なく、入

所したくても入所できない。 

車の運転が出来なくなると人との接点も減少するので、移動の負担等を考えると生きがいを見つけるのは難しいと思う。 

 

 

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 

施設が複数あるため。 

デイサービス等があるから。 

十分だと思います 

学校もある。 

障がい者の人たちが働く場が何か所もあって他にくらべて多い方なのかなと思う。 

仕事をしている人が増えたように感じます。 

整っていると満足するのではなく、今後もどんな人でも安心してくらせるようになるといい。 

就労の場がある。 

最近働ける場所が増えたと思う。 

第３者から見ると町では努力されていると感じる。 

特別支援学校があり、幼少期からの支援体制、サービスが他地域よりも充実していると感じる。 

色々な施設や制度があり、障がい者への対応が充実しつつあると思う。 

学校や施設があり充実していると思う。 

就労場所も数ヵ所有る様ですし、住む場所も有ると聞いています。 

働き場所などはたくさんあっていいと思う。 

体を動かす場が増えてきている。 

教育や雇用環境の場がある。 

働く場所や居場所が確保されているように思う。イベントにも参加し、楽しんでいる様子を見る。 

障害者サービス施設の利用者を見かける。 
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◆そう感じない理由  

問 41③ そう感じない理由 

重度障がい者サービスはまだまだ改良する部分があるように思う。 

多様な障害に対応できていない。 

町民全体の意識は低い。 

やっている感はあるが、それでは充分とは言えない。 

増えてきているのは確か。 

介護タクシーがあれば良い。 

町民に情報が少ない。わからないのが本音です。 

どこでどんなサービスが受けられるのかわからない。 

印象に残る障がい者サービスがあまり思いあたらない。 

実態が把握できていない。 

ユニバーサルデザインをあまり見かけない。 

仕方がないが、グループホームなどが少なく感じる。 

段差がたくさんある。 

目や耳が不自由な方が生活するにはまだ不便な街な感じがする。 

 

 

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 

相談したことがあるため。 

対応してくれる。 

民生委員や人権委員、無料弁護士などの活用ができる。 

福祉施設が結構ある。 

相談に乗ってもらえる。 

支援施設の方達のイベントや活動は目にすることが多い。 

町では出来る限りのことをされていると思う。 

いろいろなイベントがある。 

福祉活動はしていると思う。イベントや商店などでの販売など。 

相談できる施設があったと思うので、何か相談したい時はその施設に相談すると安心かなと思っている。 

ショートステイがある。 

 

 

◆そう感じない理由 

問 43③ そう感じない理由 

どこにあるかわからない。 

福祉の支援を受ける状態ではないため相談先を知らない。 

一部の人や団体だけしか参加していない。 

有るのかもしれないが、存在がわかりにくいかもしれない。 

制度をもう少し周知してほしい。 

今まで支えてもらう機会がなかったのでわからない。 

相談窓口が役場しかないと感じているから。 

何も相談できない 

田舎で村社会なのでどこへ行っても知り合いがいる。プライベートな相談は難しい。 

どこに相談するかよくわからない 

そういった制度があるのかさえわからない。 

相談のことは耳に入ってこない。 

身近には感じない。 

どこに相談したら力になってくれるかがわからない。 

気軽に相談出来る人材がいない。 

感じたことがないため。 

情報量が少なく、初めての相談はしづらいのではないかと思う。 
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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 

学校が新校舎になったりしている。 

子供の姿から感じる。 

十分だと思います。 

１クラスに２名の先生が居るのでいいと思う。 

しるべっとでたくさんサークル活動が行われているし、３月に発表する場もある。 

学校の体制に不満はありません。 

学校生活があるから。 

計根別学園などは良いと思う。 

学童保育がある。 

道路で会うと挨拶してくれる。 

孫を見てきてそう感じます。 

身近には子供たちが少ないので挨拶されたりすると元気に返したりしていますが、ご苦労されている方も居られると思います。 

空気、水、広い大地にめぐまれた環境で学習できている。 

学校が多い。 

部活やスポーツなど活躍が見られる。 

それぞれの少年団活動の活躍を耳にする。 

学習環境が良い。 

 

 

◆そう感じない理由 

問 45③ そう感じない理由 

校舎や備品など古いままではなく、時代に合わせたものに修理、補充していってもらいたい。 

常識ない子が多い。 

高校も他へ行ってしまう。 

町全体の学力が低いと報道されているから。 

授業中に外に出たり、いなくなったり等の話を良く耳にする。 

小学校の位置が悪く、通学時間が長い子たちが多い。 

素行不良の子供が多い。 

学習の選択肢が少ない。 

子供たちがわがまますぎる。 

欲を言えばもっとできることはある。 

もっと前からオンラインを使えるようにしておくべきだったかもしれない。 

少し勉強にゆとりがある様に感じる。 

指導者の育成、人数も少ないのでは？ 

スポーツ少年団等は数が少なく感じる 

 

 

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 

しるべっとなどで公演が定期的にある。 

都合によるが参加することが多い。 

コンサートなどがあり利用しています。 

しるべっとで時々やっている。 

しるべっとのイベントがよい。 

文化会館での鑑賞機会が多い。学校活動の発表機会が多い。 

充実しています。続けてください。 

大きな会場が有り、足を運びやすくて良いと思う。 

頑張って文化活動を広げようと努力しているなと思う。 
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問 50② そう感じる理由 

色々な方を呼んでいるなと思う。サークルもたくさんある。 

情報誌を読んで。 

しるべっとの存在は大きいです。 

色々な芸術鑑賞をする機会がある。 

文化の日には色々発表会があると聞いている。 

イベントの宣伝などをよく見かける。 

発表機会は充実していると思う。 

町の文化祭など 

しるべっと等で開催については知りつつ、実際に出向くのは多くはありません。 

文化会館の利用状況からみて。 

世代ごとの発表会など。 

しるべっとの広告はよく見る。 

充実していると感じる。 

何度か鑑賞した。 

色々催しが多いと思う。 

発表会の機会が毎年行われている。 

しるべっとで鑑賞、芸能発表も良くしている。 

毎年何かしら演劇やコンサートなどの舞台が来ていると思う。 

文化祭や子供ステージなど大変かと思うが、企画してくれて見に行くのも楽しみ。 

しるべっとでよく開催されていると感じる。 

文化、芸術の鑑賞の機会を今以上に多くしてほしいです。そこから色々な事が生まれるのでは？ 

有名人をよく招いている。 

有名人を招致するイベントを引き続き行ってほしい。 

 

 

◆そう感じない理由 

問 50③ そう感じない理由 

見たいと思う発表が少ない。 

あまり参加していない。 

少なすぎるから。 

そのような機会があるのかどうかすら知らない。 

鑑賞したいものが来ない。 

見る機会がない。 

あっても知らない。 

昔はうちの子も大人の中で活動させてもらっていましたが今はあまり見ない 

そういう事があまりない 

 

 

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 

生活していく上で性差別は感じない。 

男の育休について、まだ浸透していませんが仕組みがつくられたのは良いことだと思います。 

家庭内暴力が少なくなっていると思う。 

男女の差別はなくなってきているように感じる。 

一部の人に下に見られていることがわかる発言をされるが、認めてくれる人の方が多い気がするから。 

完全ではないが、そう感じる。 

女性の参画がまだ少ないように思うが、以前よりは増えてきていると思う。 

町議や町の会社等でも女性を多く目のあたりにするようになった。 

女性町議や女性役職者が増えている。 

イベントなどには自由に参加できている。 

不満を聞いていない。 
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問 54② そう感じる理由 

表面的にはその様に見えますが、陰では不都合な事例が有ると考えられます。 

女性があらゆる所で活躍できていると思う。 

女性の活躍出来る場所が増えてきている。 

男女平等は良いと思うが、それぞれに合う仕事や適切、不適切があると思います。 

職場で産休を取っても大丈夫と言ってくれた。 

完全な平等は不可能と考えるが、現状男女の住み分けはできていると感じる。 

 

 

◆そう感じない理由 

問 54③ そう感じない理由 

管理職に女性があまりいない。 

いまだ男女差別がある。 

企業全体が古い田舎くさい考えで指導している。 

パートの人は女性が多い。 

女性経営者がほとんどいない。 

社会における女性の主要ポストに就く割合がまだまだ低い。 

日本全体がまだまだ。中標津に限ったことではない。 

中標津だけじゃなくて日本全体がまだまだ遅れている。女性は仕事をして家事をして子育てをしてと大変だけど子供になにかあった

時仕事を休んでもなんの保障も出ないし、クビになるリスクも高い。子育てする女性を雇う会社にもメリットがあるようにならなければ

変わらないと思う。 

男性が育休を取るシステムが根付いてない。女性が働く時「子供はどうするの？」と聞かれ、大体子持ちは働けない。 

働く女性は大変だと思う。 

田舎はどうしても力仕事が多いため。 

平等になっていると思えないからこういう質問が出てくると思うから。 

私の会社では今だに朝は女性社員がコーヒーを入れるのは当たり前。飲み会でもホステスを要求される。 

古い考えの年寄りがはびこっている。 

農業はまだ男性が多い気がする。 

育児、介護は女性という意識がまだまだまだ根強い！ 

色々な経営者の話を聞くと全く感じない。 

役場だって男が多い。採用時男女同等にしていますか？ 

男性優位は感じる。 

どちらかといえば女性があまり活躍できていないのでは？ 

男性優位な考え方の人達がいるため 

女性で結婚後も働く人は少ない。 

 

 

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 

北方領土は日本の領土だと思うから。 

北海道の中でも近い地域なので。 

小さいころからニュースで国後島を見ていた。 

近いから。 

歴史的に日本の領土。 

返ってほしいが詳しく知らない人達にわかりやすい説明がほしい。 

新聞にたびたび返還活動の様子が取り上げられているから。私の生まれた地域はそれほど情報が多くなかったように思う。 

そのような事案に携ってきたので語り部など良く学校等で目にするようになった。 

返還について興味がある。 

そう感じなければ忘れられてしまうことと思います。 

昔から興味がある。 

領土が戻ってきてほしい。 

日本の国だったのだから返してほしい。 
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問 59② そう感じる理由 

隣接地域の問題なので。 

国後が見えるから。 

運動が盛んに行われている。 

北方領土は一日も早く返してほしい。 

年に一度北方領土に行く人がいるので。 

元島民です。 

歴史的な観点から。 

エリカちゃんを見掛けることが多い。 

日本の国だったから。 

目にする機会があるから。 

地理的に近いから。 

漁業のことでトラブルがあるため。 

身近に引揚者もいるし、日本の領土である。 

以前から北方領土問題が話題になり、いつになったら解決されるのかなという感じです。 

すぐ近くに北方領土がある為。 

主人の母が島民でした。北方墓参も行きました。 

地理的に北方領土問題を提起し続けなければいけないと思う。 

 

 

◆そう感じない理由  

問 59③ そう感じない理由 

ロシア人と接したことがない。 

今は新型コロナ問題でそれ所じゃない。 

解決するようには思わない。 

解決しないのに身近に感じられるはずがない。 

長年続けている返還運動の成果が上がっていない。 

領土は戻らないと思っているから。 

90％諦めの気持ちがある中で流れ的に運動しているだけでどんどん他人事のような気持ちになりつつある。別な目線に立って考え

る時期かな？ 

何十年も同じ事の繰り返しで前進してない。 

島が見えない。（以前は直接見える町に住んでいたので） 

内地に住んでいる期間もあり、あまり身近に感じていない。 

北方領土は本当に返還されるのかな？ 

無理な問題だと思う。 

あまりにも年月が経ちすぎてしまったから。 

返還の見通しは暗いのであきらめている。 

千島の返還がなされるか不明だから。 

話が発展している気がしない。 

もし島が返って来たとしても住みたいとは思わない。 

看板を見掛ける程度。 

距離が近いというだけで身近だと感じたことがない。 

領土問題に関心のある人とない人がいるのでは。 

問題提起を続けることは大事と思うが、具体的な対策もなく、主張を続けても平行線であると思う。 

北方領土の情報（現在の状況など）が少ない。 

日本人はもう住んでいないから。 

 

 

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 

広報などを通じて情報を得られている。 

広報誌、HP 等情報発信していると思います。 

ホームページにだいたい載っている。 
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問 62② そう感じる理由 

十分な情報だと思います。 

広報誌でわかりやすい。 

HP は良く見ている。 

広報誌等でわかりやすい。 

ホームページ、ツイッターなどどこにいても閲覧できるツールを利用している。 

広報を読んでいる。 

広報中標津を見ると情報が良くわかる。 

広報はわかりやすい。 

町役場の職員は聞けば丁寧に教えてくださる。 

広報紙に色んなことが載っている。 

広報やラジオ、新聞で得ている。 

役場の方が親切に対応してくれるから 

中標津広報や FM はなで知ることができる 

情報誌や HP である程度は情報集めが出来ている。 

色々な面から情報は得れていますが、役場は何度行ってもにがてなところです。 

 

 

◆そう感じない理由 

問 62③ そう感じない理由 

オープンを感じない。古くさい。 

HP を見やすく、わかりやすくしてほしい。 

広報やホームページで告知しているのかもしれないけれど知るときは知人からの口コミなどで知ることが多い。 

税関係の知識をもう少し高めたいと町民は思っていると思う。内容がわからずただ支払っているだけ。 

広報の内容が少ない。 

そもそも情報が私の様な末端の町民に入ってこない。 

ホームページを見直してもっと充実した使いやすいものにしてほしい。 

情報提供に対する積極性を全く感じない。役場に行った際に如実に感じる。 

ホームページの作り方が下手。 

もっとネット社会をうまく利用すべき。 

自分が利用していないだけだと思うが、よくわからない。 

町内に住んでいながら広報誌以外何の情報も得られず広報車が回って走っているが何を言っているのか聞き取れない。止まりなが

ら流してほしい。 

 

 

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 

各窓口が離れていないのですぐにわかる。 

案内も優しく対応してくれる。 

目的のある時に迷うことなく行けるから。 

受付で丁寧に説明してもらったから。 

入ったらすぐわかる。 

仕事上身近な存在だから。 

役場で働いている人たちはとても親切である。 

以前はどうも対応がイマイチだったが、今はどの課も親切にわかりやすく満足しています。 

案内図もあるし問題ない。 

わからなくても聞くと親切に教えてくれる。 

昔よりはよい。照明と窓口の人が暗く感じる。 

わかりやすく係の人が親切に対応してくれる。 

窓口対応は親切に対応してくれていると感じるから。 

わかりやすいが感じは悪い。 

町役場の方は年金の事などわからない所はわかりやすく教えてくださる。 

窓口は会社の顔。対応がいいと気持ちいいものです。 

町内に転入してきた時、役場の窓口の方が親切に対応してくれた。あと、窓口の方だけではなく、警備の方が婚姻届を出す時に丁
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問 63② そう感じる理由 

寧に対応してくれてうれしかった。 

あまり行くことはありませんが、親切だと思いますが、雰囲気が苦手です。 

計根別支所なのでわかりやすいですが、本町に行く必要性が少ないので職員の顔がよくわからない 

 

 

◆そう感じない理由 

問 63③ そう感じない理由 

説明がわかりづらく損した事があった。 

雰囲気が悪い。 

駐車場側の玄関にわかりやすい案内がほしい。 

聞けば考えてくれるけど、利用しやすいとは思わない。役場の人がやりすぎかなと思うくらいでちょうどいいと思う。 

わからないから聞いているのに面倒な顔をするから町民は聞けないでいる。利用しやすいわけがない。 

雰囲気悪いです。シーンとしていて、笑顔もあいさつもない。人間性の教育からお願いしたいです。「クビ」というシステムが無いから

か、横暴な態度の男性も目立つ。 

たまにしか利用しないので窓口がわからない。 

暗い。前時代的。 

混雑しているときに順番がわかりづらいので番号札を発券してほしい。 

不親切。もっと親切に特に年寄りは何回も聞かないと理解しづらい。 

暗い。不親切。 

利用はしたいが、対応が冷たい。みんながそうではないが、一人そういう方がいると行きたくない。 

去年の夏、役場の室内の異常な湿度の中、職員さんは大変だなーと感じました。働く方の事務所の環境を整えて良い仕事をたくさ

んしてほしいです。 

人によって態度が悪い。 

元気がない。 

あまり利用しないが、どの時にどの窓口に行けば良いのかよくわからない。 

職場の雰囲気が暗く感じる。対応がよくない。 

 


