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１ 調査の概要
（１）

調査の目的

このアンケートは、
「第６期上士幌町総合計画」を策定するにあたり、上士幌町で活動している各
団体の抱える問題や、まちづくりに関する意見や提案等を把握し、計画に反映するために実施した
ものです。

（２）
対

調査対象・方法等
象

上士幌町内の各団体

調査期間

令和２年 10 月

調査方法

郵送にて配布・回収

回収状況

配布数 64 票

回収数 37 票

回収率 57.8％

（３）集計・表記方法
・設問ごとに回答者数を n=○○ で表示しています。
・複数回答可の集計においては、回答者がその選択肢を選択した割合を算出しており、その割合の
合計は必ずしも 100.0％になりません。
・自由記述の回答は、個人が特定される恐れのある内容については編集して掲載しています。また、
回答者の実際の記述事項を整理・要約して掲載しています。類似の内容についてはまとめ、回答
数を（ ）で示しています。
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２ 回答のあった団体

産業団体

住民活動団体

教育・文化・福祉団体

ぬかびら源泉郷観光女性部

特定非営利活動法人 上士幌コンシェルジュ

上士幌町スポーツ少年団本部

株式会社 karch

上士幌ライオンズクラブ

上士幌町老人クラブ連合会

上士幌町林業振興対策協議会

上士幌消防団

サポートセンター白樺

上士幌町建設業協会

上士幌地区連合会

上士幌町社会福祉協議会

上士幌町商工会

上士幌町青年会

お話会「カッコウ」

上士幌町商工会 女性部

上士幌町開発研究会

上士幌町遺族会

株式会社生涯活躍のまちかみしほろ

学童保護者の会

十勝大雪森林組合

上士幌クリニック 老健かみしほろ

糠平温泉衛生組合

ボランティアみどり会

JA 上士幌町青年部

上士幌町文化協会

全国林野関連労働組合北海道地方本部 東大雪分会

母子寡婦会
上士幌町民文芸誌編集委員会
上士幌町教頭会
よちよちひよこサークル
音更地区保護司会上士幌町分区
上士幌町民生委員児童委員協議会
上士幌町連合 PTA
社会福祉法人上士幌福寿協会
認定こども園ほろん
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３ 設問別調査結果
【問１】困っていること、悩んでいること
貴団体で、現在困っていることや悩んでいることは何ですか。
あてはまる項目すべてに○をつけて、具体的な内容をお書きください。
困っていること、悩んでいることについて尋ねたところ、
「会員の減少・不足」が最も高く 56.8％、
次いで「会員の高齢化」48.6％、
「役員の担い手不足」35.1％と続きます。

＜困っていること、悩んでいること＞
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n=37

問１の選択肢の内容について記入していただいたものを、下記の通り分類しています。
分類

内容

会員の減少・不足

少子化に伴い、少年団の減少

団体名
上士幌町スポーツ
少年団本部

看護師、介護士の離職率は高くはないですが、退職があっ
た場合の補充は難しい状況です。
住民の数が減少し、ゴミ拾いの範囲が狭くなってきてい

上士幌クリニック
老健かみしほろ
糠平温泉衛生組合

る。
介護・看護の人材が不足しています。

社会福祉法人上士
幌福寿協会

各企業の担い手不足により、会員の加入が少なく、地域社
会に対する「感謝と奉仕」の気構えを持つ人材が不足してい

上士幌ライオンズ
クラブ

る。
昨年、結成 50 周年の節目をむかえ、会員内の世代交替、 商工会 女性部
先代からの会員（部員）の方の協力減少、若い世代の部員の
加入減少、自身の商売（家業）とイベント、行事への参加協
力のバランス、負担の割合を自身の中でどこにウエイトを置
くか、奉仕活動へのボランティア精神、意欲の温度差、人手、
部員の負担を考えるとイベント協力内容の縮小を視野に入
れつつ、バランスをとっていくのが、かなりたいへんである。
高齢化も進み会員も年々減少又世代交代もむずかしい状

上士幌町遺族会

況
支援員の減少。

サポートセンター
白樺

会員が個々の知人に声掛けをして加入拡大を図っている
が、なかなか人が増えない。高齢により辞めていく会員に対

ボランティア

み

どり会

して、新規加入者が追い付いていない状況にあり、いつまで
継続できるか不安である。
ポスト縮減・人事異動等により、29 名から 24 名に組合員 全国林野関連労働
が減少し、これに共ない役員も３名が異動となってしまいま

組合北海道地方本

した。当局は、人事サイクル３年を基本として、いわゆる 1/3

部

規模の人事異動が横行されていることで、組合組織体制の確
立に大きな影響を及ぼしており、職場において円滑な業務運
営、技術継承、人材育成、心の健康に問題を来している。
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東大雪分会

分類
会員の減少・不足

内容
入園する子供が増えたので集まる子供の人数が減ってし
まい活動が小さくなった。（現在多くて子供５人程度がいつ

団体名
よちよちひよこサ
ークル

も集まる人数です）
一般会員の会費納入は各行政区長に依頼しているが、行政
区加入率の低下などにより納入者は減少している。
景気の低迷などの影響から全体的に新規採用の抑制がな

上士幌町社会福祉
協議会
上士幌地区連合会

され、労働者が減少していることから会員も減少の一途をた
どっている。

会員の高齢化

会員の減少に伴い行事への参加が減りつつある。

JA 上士幌町青年部

職員の高齢化に対し、新たな若い世代の入職が進んでいま

上士幌クリニック

せん。

老健かみしほろ

高齢化に伴い、今後の担い手不足が心配である。

糠平温泉衛生組合

旧商工会青年部 OB で組織しているが、会員の高齢化と減 上士幌町開発研究
少により、思う様な活動ができていない。

会

事業所によっては高齢化していますが、補充が困難です。 社会福祉法人上士
幌福寿協会
支援員の高齢化。

サポートセンター
白樺

会員の高齢化および担い手不在により廃業予定者が相当

上士幌町商工会

数存在する。
一部の会員について高齢化及び後継者不在による事業継
続難しい状況にあり、５年先、10 年先を見据え、検討課題と

上士幌町建設業協
会

なっている。
総体的に高齢化に伴う活動の鈍化。

上士幌町文化協会

組合員（森林経営者）の後継者がおらず、高齢化が進んで

十勝大雪森林組合

いる。

会員の加入率の
低下

介護人材の新卒採用が困難です。介護福祉士養成校の学生
数も減少を続けており、今後もますます厳しくなることが予

社会福祉法人上士
幌福寿協会

想されます。
農家の加入が減ってきている。

上士幌町青年会

人材センターへの会員加入率の増加を図っているが、短期

株式会社生涯活躍

間での増加が難しい。

のまち

かみしほ

ろ

役員の担い手不
足

報告等が煩わしいと感じているのか、事務局または会長を
やりたがらない。会員も高齢化しており、新規の会員に役員
を担ってもらいたいが、重荷に感じ会員になりたがらない。
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上士幌町老人クラ
ブ連合会

分類
役員の担い手不
足

内容

団体名

役員（15 名）の任期は２年であり、毎回役員の担い手不足 上士幌町社会福祉
に苦慮している。社会福祉協議会の会議・行事等は平日の日

協議会

中に行われることが多いため、常勤で働いている方は役員に
なるのは難しい。どうしても高齢者が多くなるが、60 歳を過
ぎても働いている方が多い。
役員不足で悩んでいる。

上士幌町文化協会

近年（以前からも）教頭の担い手不足という課題がある。 上士幌町教頭会
学校数の減少により、会員数が減り、組織が縮小してきてい
る。
民生委員は民生委員法第 20 条により全国の市町村に必ず 上士幌町民生委員
配置され厚生労働大臣の委嘱を受け活動します。民生委員へ

児童委員協議会

の相談は幅広くあり、内容も多岐にわたるため、非常に活動
内容が大変であるというイメージを持たれる方が多く、担い
手が不足し高齢化が進んでいる。
小学校で役員を務めた方が、中学校でも役員を務めてい

上士幌町連合 PTA

る。特定の方が役員を務め負担となっている。
役員の担い手不足（役員の就任条件が難しく、担い手を育
てづらい）

特定非営利活動法
人

上士幌コンシ

ェルジュ
本町では保護監察処分になった者などは、滅多にいないた
め、主な活動は普及啓発の取組となるが、犯罪を犯してしま

音更地区保護司会
上士幌町分区

ったものと係わりその更生を行うとなると相当ハードルが
高いため、中々なり手が見つからない。

活動の停滞・縮小

母子家庭の方の寡母になり高齢化により脱退、若い方の加

母子寡婦会

入がなく会員数が減少し活動も停滞している。
今年度は新型コロナの影響で、ほとんどの奉仕活動が中止
になっている。

上士幌ライオンズ
クラブ

会員減少により、会費収入も減少しており、活動資金が不

上士幌地区連合会

足している状況にある。また、コロナの為、会議で集まりに
くい。
直営及び協力事業体の現場作業者が減少傾向にあり、森林

十勝大雪森林組合

整備事業（植栽、下刈作業等）の進捗に影響が出ている。ま
た、コロナ関連、海外経済の減退による国内物流の停滞から
木材需要も減少している。
自主事業の停滞（新型コロナの影響もあり、通常の営業が
できない）

特定非営利活動法
人

上士幌コンシ

ェルジュ
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分類
活動の停滞・縮小

内容
コロナ以前より、部員同士のスケジュール調整がなかなか
つかず、活動や交流が減ってきている印象です。
町民文芸誌の充実には幅広い町民からの投稿が必要であ
るが、ここ数年投稿者が減少しており、かつ投稿者が固定（限

団体名
ぬかびら源泉郷観
光女性部
上士幌町民文芸誌
編集委員会

定）している。

運営費・活動資金
の減少・不足

各家庭から 100 円の会費を集めているのですが、イモ焼き 認定こども園ほろ
会などのイベントを計画しても、炭や薪など地域の方や保護

ん

町 民 等 へ の 認 者のみなさんに頼りっきりになってしまう事があります。
知・周知の不足

地域住民へ認知・周知がまだ不足している。町に埋もれて
いる利用者にもっと利用して欲しい。
社会福祉協議会などで、町民への周知と会員の募集に協力
していただけるとありがたいと思う。

サポートセンター
白樺
ボランティア

み

どり会

設立して間もないことから、会社の認知も不足している。 株式会社生涯活躍
のまち

かみしほ

ろ
上士幌町出身者が少なく、町民とのコミュニケーションの

株式会社 karch

取りかたが課題。

その他

福祉有償運送（移送サービス）のドライバーの人材確保に

上士幌町社会福祉

苦慮しており、ボランティアの人数も頭打ちとなっている。 協議会
仕事や家庭と両立して、組織活動に参加すること。繁忙期

JA 上士幌町青年部

が異なる団体と共同事業を企画する際は、その開催時期に頭
を悩ませる事もある。
職員の不足（自主事業の企画運営を行う人材の不足）

特定非営利活動法
人

上士幌コンシ

ェルジュ
特にありません。

学童保護者の会
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【問２】今後の活動の予定、抱負
貴団体として、今後の活動の予定や抱負などについてお聞かせください。
今後の予定、抱負としては、既存の「事業の維持・強化」に努めるという内容が多くなっていま
す。また、令和２年からの新型コロナウイルスの影響で、活動が制限されていたことから、コロナ
の感染拡大が続く中での活動の在り方、あるいはコロナの終息後の活動について言及している団体
もいくつかみられます。
分類
団体の維持・強
化・再編等

内容
徐々に世代交代はしていますが、日頃から何か活動してい
ることもありません。観光に携わる会としての存在意義も含

団体名
ぬかびら源泉郷観
光女性部

め、存続 or 再編、はたまた・・・を考える時期に来ている
と感じます。
職員、役員の育成、雇用

特定非営利活動法
人

上士幌コンシ

ェルジュ
会員を増強し、高齢化の影響で出来ない事業の円滑化を図
る。

上士幌ライオンズ
クラブ

若い方の加入を増やし、今の現状に合った活動をしていき

母子寡婦会

世代交代をしていきたいと思っています。 新しい母子寡母
会に出来る様していきたいと思っています。
新たな「書き手」の発掘が必要となっている。

上士幌町民文芸誌
編集委員会

青年会の構成として、農協、役場、農家がメインの会員と

上士幌町青年会

なっているが、他の団体の会員も増やしていきたい。
会員の高齢化により組織の見直しを検討（解散も含めて） 上士幌町開発研究
会
森林・林業・木材関連産業の基本政策の推進に向けた取り

全国林野関連労働

組み、国有林野事業の推進に向けた取り組みを中心とする。 組合北海道地方本
2020 秋年闘争の態勢を確立するとともに 2021 春季生活闘争 部

東大雪分会

に向けた各種取り組みなど、本部指令を踏まえ、東大雪分会
は職場課題等の前進に向けて、組織体制の確立を図り取り組
みを強化していく。
介護予防及び介護サービスを必要とする高齢者と家族が
安心して利用できる事業所を目指します。無駄のない効率的
な経営と安定した経営が確立できるよう努めます。
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社会福祉法人上士
幌福寿協会

分類
事業の継続・強化

内容
委託事業の継続。

団体名
特定非営利活動法
人

上士幌コンシ

ェルジュ
介護サービスを必要とする高齢者と家族が地域で自立し
た生活ができるよう支援します。個人の尊厳を確保し、質の

社会福祉法人上士
幌福寿協会

高い介護サービスを提供できるよう努めます。支えあう地域
福祉増進に寄与するよう努めます。人創りが良質な介護サー
ビスの提供に不可欠であることを認識し、そのための努力を
行います。
商店街振興計画を軸とした事業者支援および利用者利益

上士幌町商工会

性の向上。
保護者や先生と連携をとりその都度子ども達の為にでき

学童保護者の会

る事をやっていこうと考えています。
現状を維持しつつ、より地域に貢献できる施設を目指しま
す。

上士幌クリニック
老健かみしほろ

例年、バスによる研修旅行、忘年会や総会で、会員相互の

ボランティア

み

親睦をはかっている。ボランティア活動に参加することで、 どり会
家の外に出るきっかけとなり、日々の生活にメリハリが生ま
れている。また、地域や社会とつながっているという充実感
がある。このボランティアは、ある程度高齢の人でも負担に
ならずにできる作業内容なので、幅広い年齢層の人に気軽に
会員になっていただきたい。
会費の減少などにより厳しい状況にあるが、今後とも町の

上士幌地区連合会

支援を受けながら積極的な活動を行っていきたい。
今後とも地区内森林における適切な森林整備を促進する

十勝大雪森林組合

と共に、森林認証材の流通拡大に努めることで地域林業の活
性化を図って参りたい。
従来の文化祭を中心に活動を促進したい。

上士幌町文化協会

今まで通りの活動を継続してゆきたい。

糠平温泉衛生組合

農家戸数維持のための後継者対策事業や、JA ならではの農 JA 上士幌町青年部
業体験型の食育や、新しく家族で楽しめるイベントを企画す
るなどして、農業の維持や、農村としての住み良い環境作り
に貢献していけるのではないかと考えています。
今までの活動を継続させていく。

よちよちひよこサ
ークル

犯罪予防の啓発を行うことにより、青少年の非行や犯罪の
抑止に努める。

音更地区保護司会
上士幌町分区
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分類
事業の継続・強化

内容
高齢者世帯、特に独居の世帯が増加している中で、家庭へ
の訪問や見守りを中心につながりを持ちながら地域福祉活

団体名
上士幌町民生委員
児童委員協議会

動を行っていきます。
引き続き町の行事に積極的に参加し、本年度（60 周年）を 上士幌町建設業協
期に、更に町の発展に寄与する。

事業の拡大

園児や児童だけでなく、大人の方達への読み聞かせ等行っ

会
お話会「カッコウ」

ていきたい。
女性部としては、団結、協力しあえるいい関係を長く続け

商工会 女性部

たい。部員さんが、参加して楽しい、息抜き、リフレッシュ
できる場所、取り組みを作ってあげれれば、ご自身への商売
にもリセットしながら、元気に意欲的に取り組んでいただけ
るのが願い。女性が大好きな事（食べる、見る、話す）、女
性目線で時代の波にのった新しい事を活動の中に取り入れ
ていきたい。※女性部オリジナル商品を開発したい。

団体の周知

まだこのサークルを知らない町民、新しく移住してきた人
などに周知させ、加入人数を増やす。
少年団の周知。

よちよちひよこサ
ークル
上士幌町スポーツ
少年団本部

イベントの実施

コロナ影響で開催できなかったイベントを行っていきた

株式会社 karch

い。

コロナへの対応

新型コロナの影響がない状況になり次第、従来の奉仕活動
を行う。新型コロナの影響下で、出来る奉仕活動を行う。

他の団体との連
携

上士幌ライオンズ
クラブ

コロナ禍の中で、可能な取組を着実に行っていきたい。

上士幌町教頭会

教育の転換点に来ている。今までの取組を見直し、子ども

上士幌町教頭会

たちにとってより良い学びとなるように、町内、管内とも連
携して新スタイルの学びを構築していきたい。
高齢者も、障がい者も、認知症患者も、誰もが生きがいを
持って生活できるような地域共生社会の実現を目指して、行

上士幌町社会福祉
協議会

政とのパートナーシップを強化するとともに、福祉関係機
関・団体等と連携・協働して活動する。

まちづくり活動

地域の課題や福祉ニーズの把握に努め、支え合い、助け合
いの地域づくりに取り組んでいく。

その他

コロナ禍でなかなか活動が出来ないが、今後お祭り等が復
活したら、手工芸品等の販売をしていきたい。

上士幌町社会福祉
協議会
サポートセンター
白樺

教育講演会を開催予定。町への要望書提出。交通安全活動。 上士幌町連合 PTA
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【問３】行政に期待する支援
上士幌町では、住民と行政が連携を深め、ともにまちづくりを進める「住民と協働のまち
づくり」に取り組んでいますが、貴団体の活動を充実する上で、行政（上士幌町）にどの
ような支援を期待しますか。次の中から３つまで選んで、番号に○印をつけてください。
最も割合が高いのは「地域に貢献する活動を行う上での経済的支援（補助金など）
」で 43.2％、次
いで「住民などへの、貴団体の活動内容や各種情報の広報・PR 支援」、
「リーダーなどの人材育成や
研修の実施」、「町との話し合いや交流機会の提供」、「活動運営に役立つ情報の提供」という４つの
項目が、21.6％で同じ割合となっています。
＜行政に期待する支援＞
0

20

60 %

40

地域に貢献する活動を行う上での
43.2

経済的支援（補助金など）
住民などへの、貴団体の活動内容や
21.6

各種情報の広報・PR支援
リーダーなのど人材育成や研修の実施

21.6

町との話し合いや交流機会の提供

21.6

活動運営に役立つ情報の提供

21.6

活動や会議などに利用できる場所の提供

18.9

活動の成果がまちづくりで活かされる
16.2

仕組みづくり
組織づくりや活動運営についての

16.2

相談体制の充実
町内の各種活動団体やグループ相互の

13.5

交流機会の充実

その他

10.8

＜「その他」の主な記述内容＞
・現状で十分です。町の施策実施に貢献したいと思っています。
・子ども達が快適安全に過ごせる場所づくりの提供。

・介護人材の確保に関する支援

・活動の内容を充実させられるような人材、補助。
（子供への様々な遊び、学びの提供の面で）
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【問４】まちづくりへの意見、提案
貴団体の立場から、上士幌町の今後のまちづくりへのご意見・ご提案がありましたら、
お聞かせください。
（記載される方の個人的なお考えでも結構です。）
まちづくりへの意見としては、
「町や他団体との連携」では、各団体が町や他の団体との連携によ
り事業を進めていきたい、そして「町の取組への評価・感謝」では、これまでの町の取組を高く評
価する一方でさらに充実させていきたいという内容が述べられています。また、
「保育・教育、学校
設備」では、子どもの保育・教育に関わる事柄についての要望が、
「町への要望」ではバリアフリー
化などの要望が挙げられています。
分類
町や他団体との

内容
サークル、園、保健師との交流、つながり。

連携

団体名
よちよちひよこサ
ークル

社会奉仕団体として、地域貢献できることがあれば、行政
より提案してほしい。「地域貢献できる団体・社会奉仕でき

上士幌ライオンズ
クラブ

る団体」の連絡会議をつくり、地域・行政・イベント等に参
加しやすくしてほしい。
役場さんとも一緒に知恵をしぼっていきたい。

商工会 女性部

現在、町との連携は円滑にできており、業務の中での地域

上士幌クリニック

貢献はできていると思いますが医療・介護活動により地域に

老健かみしほろ

広く健康や予防実施支援等に関われているかと考えると不
十分な部分があると思います。マンパワーの問題はあります
が、町や町民からの要望について我々によせられるものがあ
ればお教え下さい。

町の取組への評
価・感謝

上士幌は、まちづくりにおいても先頭を走っていると思い 上士幌町建設業協
ます。この勢いは、そのままに、そして豊富で貴重な資源を

会

生かした物事をまちづくりに取り込まれると良いと思いま
す。
平素より弊会の事業運営に対しまして格段の御計らいを

上士幌町商工会

賜わりまして、本稿をお借りし厚く御礼申し上げます。
女性が明るく元気に活躍できる町、いくつになっても新し
い事にチャレンジしようと思う、そんな意欲、機会を後押し
していただける行政であって欲しい。現状でも色々な面での
サポートがあります。それをよく知り、うまく利用させてい
ただきたい。
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商工会 女性部

分類
町の取組への評
価・感謝

保育・教育、学校
設備

内容

団体名

現在、後継者対策や食育事業へのご支援を頂く事で私ども JA 上士幌町青年部
の目標とする活動を継続できていることに大変感謝してお
ります。今後は、新たに家族イベントや農業実習生の定住を
目的とする事業、町の特産品を作るなどして農産物の消費拡
大を図るような事業などが求められるのだと個人的に思っ
ています。もしもこの先 JA がそのような企画を進めようと
する時に、町として、JA と協力して進めていく価値のある事
業であれば、企画運営のご支援を頂ければ幸いです。
こども園の部屋を増やす。
（人数に合ったスペースの確保） よちよちひよこサ
また、施設だけでなく保育の内容、方針の質を上げてほしい。 ークル
こども園、小学校、中学校、高校、生涯学習センター、図

上士幌町連合 PTA

書館に空気清浄機能のある冷暖房を設置する必要があると
思います。
小学校から学童までの距離が長すぎて行くまでの間の交 学童保護者の会
通事故がないか本当に心配です。特に冬場は路面の凍結で車
のスリップ、子ども自身が転んで車道に出てしまうのではな
いかと考えてしまいます。また学童到着まで１時間以上かか
ってしまう子もいるので小学校から学童までもっと近い場
所にしていただけたら、と思っています。
こども園から高校までの教育の充実・支援は多大なもの 上士幌町教頭会
で、子どもたち、保ご者、教員も恩恵を受けています。この
ことを、特に保護者は理解し（理解させるように説明が必要
です。例：紙芝居とか）我が子の子育てについて自覚するこ
とが望ましい。端的に言えば、ふるさと納税における全国か
らの善意（様々な解釈はあるが…）により、我が子、我が家
は助かっている。だから、我が子は大人になったとき、自立
した社会人となり、全国の善意に対して恩返しをするような
子育てをしてほしいと願っています。お金の出所に関心をも
ち、その提供者に感謝する気持ちがなければ、残念な人を育
てることになります。それでは身につける物がブランドで
も、心は貧しく他人に優しくできない利己の人になってしま
います。親自身が多くの見知らぬ人々に感謝し、我が子を責
任もって育てていこう！という方向へと導いてほしいと思
います。上士幌町で育った子どもたちが、全国各地で悠々と
活躍し、その子達の口から「ふるさと納税のおかげで、我が
家はとても助かりました。今の自分があるのは、上士幌町と
ふるさと納税をしてくれた、多くの皆さんのおかげです。」
と、話してくれるような未来図を、期待したいですね。他者
貢献、利他に生きる子どもたちを育てるために移住者の皆さ
ん、子育てをする皆さん、これから子育てをする皆さんに、
お金の出所をしっかり伝え、責任をもって子育てをするよう
にしてはどうでしょうか？50 年後の未来は、今の子どもたち
が主役ですから…。
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分類
町への要望

内容
ノーマライゼーションの理念のもと、バリアフリー化に取
り組んでいただきたい。公共施設だけでなく、商業施設など

団体名
上士幌町社会福祉
協議会

の民間施設も店内は車イスで買い物ができるようにゆった
りとし、駐車場も高齢者、障がい者、子育て中の方に配慮し
た施設にしていただきたい。
市街地の中心に、子どもから高齢者まで交流し楽しめる公
園を整備していただきたい。
町民が暮らしやすい、やさしい町、安心な町にして欲しい

母子寡婦会

と思っています。
広々とした公園、遊具、砂場、水場がほしい（皆が集まり
たいと思える場所）

よちよちひよこサ
ークル

スーパーを充実させてほしい（ドラッグストア、ベビー用
品もあるていどおいてあるととても良いと思う）→物がない
と近隣の町へ買いに行かないといけない。
屋内で幼児、乳児が常時遊べる、過ごせる場所がほしい。

町の取組の整理

誰もがこのまちの取りくみや良さが伝えられるよう情報

株式会社 karch

を整理してほしい。
町の資本参加企業の事業予定が明確にならず、重複する事

人材の育成・活用

特定非営利活動法

業があるため、事業計画が難航したため、実施事業予定を明

人

確にしてほしい。

ェルジュ

人事の活性化を行うため、地域おこし協力隊等の人材派
遣、紹介を検討してほしい。

上士幌コンシ

特定非営利活動法
人

上士幌コンシ

ェルジュ
町内で育んだ人材を町内に残すために、町内企業に「上士

上士幌町連合 PTA

幌出身枠」のような採用枠を設ける施策など実施できないで
しょうか。

その他

若い世代の文化的活動を期待します。

上士幌町文化協会

「モノづくり」の創出、育成。

上士幌町民文芸誌
編集委員会

多世代、他業種間の交流がもっと増えたら良い。子供・子
育て世代、高齢者、移住者、各団体、それなりに楽しく活動
していると思うが、あまりつながりが無いのではないか。
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上士幌町民生委員
児童委員協議会

４ 調査票
～上士幌町のまちづくりにご協力下さい～

まちづくり団体アンケート
貴団体について、お聞かせください。
※記入欄に書ききれない箇所がある場合は、別の紙に記載して提出頂いても結構です。
団体名
記入される方の
お名前と役職

ご氏名

［役職：

］

・活動している人数（会員、または組合員数）：

人

・活動内容：
主な活動内容に
ついて、簡単に
お書きください

【問１】貴団体で、現在困っていることや悩んでいることは何ですか。
あてはまる項目すべてに○をつけて、具体的な内容をお書きください。
1. 会員の減少・不足

2. 会員の高齢化

3.会員の加入率の低下

4. 役員の担い手不足

5. 活動の停滞・縮小

6. 活動拠点・施設の不足

7. 運営費・活動資金の減少・不足

8. 町民等への認知・周知の不足

9. その他

具体的な内容

裏面もよろしく
お願いします。
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【問２】貴団体として、今後の活動の予定や抱負などについてお聞かせください。

【問３】上士幌町では、住民と行政が連携を深め、ともにまちづくりを進める「住民と協働のまち
づくり」に取り組んでいますが、貴団体の活動を充実する上で、行政（上士幌町）にどのよ
うな支援を期待しますか。次の中から３つまで選んで、番号に○印をつけてください。
1. 住民などへの、貴団体の活動内容や各種情報の広報・ＰＲを支援
2. 活動や会議などに利用できる場所の提供
3. 町内の各種活動団体やグループ相互の交流機会の充実
4. 活動の成果がまちづくりで活かされる仕組みづくり
5. 組織づくりや活動運営についての相談体制の充実
6. リーダーなどの人材育成や研修の実施
7. 町との話し合いや交流機会の提供
8. 活動運営に役立つ情報の提供
9. 地域に貢献する活動を行う上での経済的支援（補助金など）
10. 特に支援は期待していない
11. その他（

）

【問４】貴団体の立場から、上士幌町の今後のまちづくりへのご意見・ご提案がありましたら、
お聞かせください。（記載される方の個人的なお考えでも結構です。）

ご協力ありがとうございました。
返信用封筒（切手はいりません。）に入れ、令和２年１０月２６日（月）までにご返送ください。
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