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まちづくり懇談会の開催結果（概要） 

 

〇目  的：総合計画を住民の方々とともに作り上げていきたいことから、まちづくりに対

するアイデアなどを直接お聞きする場として「まちづくり懇談会」を開催する。 

 

〇開催日程： 

２５人、２０団体が参加 

 

〇出 席 者：町長、副町長、教育長、各課部局長 

 

〇事 務 局：企画財政課長、企画担当主幹、企画担当主査、財政担当主査 他１名 

 

 

 

開催日 開催時間 開催地区 参加者数 会場 

７月２１日

（水） 
10:00～11:30 

萩ヶ岡・北居辺・東居

辺・北門・上音更・豊

岡・勢多・清水谷地区 

３人 上士幌消防署研修室 

７月２８日

（水） 
10:30～12:00 

ぬかびら源泉郷・幌

加・三股地区 
１０人 糠平温泉文化ホール 

７月３１日

（土） 

10:00～11:30 
1区・2区・3の 1区・

3の 2区・13区 
４人 

上士幌消防署研修室 

13:30～15:00 

4 区・5 区・6 区・10

の 1 区・10 の 2 区・

14区 

５人 

８月 １日

（日） 

10:00～11:30 
7の 1区・7の 2区・

8区・9区・16区 
２人 

上士幌消防署研修室 

13:30～15:00 
11の 1区・11の 2区・

12区・15区・17区 
１人 

８月 ２日

（月） 
19:00～20:30 教育・文化・福祉団体 １１団体 上士幌消防署研修室 

８月 ３日

（火） 
19:00～20:30 住民活動団体 ４団体 上士幌消防署研修室 

８月 ４日

（水） 
13:30～15:00 産業団体 ５団体 上士幌消防署研修室 
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〇参加団体： 

[教育・文化・福祉団体] 

上士幌町民生委員児童委員協議会、音更地区保護司会上士幌分区、社会福祉法人上士

幌町社会福祉協議会、社会福祉法人上士幌福寿協会、社会医療法人 北斗 上士幌ク

リニック、上士幌町体育連盟、上士幌町文化協会、上士幌町連合ＰＴＡ、ひよこクラ

ブ、上士幌町学童保育所父母の会、上士幌町教頭会、 

 

[住民活動団体] 

市街地行政区長連絡協議会、上士幌地区連合会、上士幌平和運動フォーラム、上士幌

消防団  

 

[産業団体] 

上士幌町農業協同組合、上士幌町建設業協会、上士幌町商工会、株式会社 karch、帯

広信用金庫上士幌支店  

 

〇次 第 

１ 開  会 

２ 町長挨拶 

３ 第６期上士幌町総合計画の策定について     

４ まちづくりアンケート調査結果の概要について  

５ 上士幌町の財政状況について          

６ 意見交換 

 

〇会場毎の意見等（概略を掲載） 

区分 主な意見 

農村部 財政状況がある程度発展しているように見えるが、財政が悪化したときは、お

互い痛み分け出来るような形をお願いしたい。 

農村部 町民の目に見えるような改革をしてほしい。 

農村部 公共サービスについては、満足度が高くなってきていると思う。 

他町村と比べ人口は減っておらず、公共料金の平均が下回っている。 

農村部 新しい町民が増えていることで良いことと、懸念すべきことがある。 

農村部 上士幌高等学校について、将来的に２間口でやっていけるのか。 

先を見て２間口にできないようだったら、廃校にした方がよいのではないか。 
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区分 主な意見 

農村部 アンケート調査をインターネットで行ってはどうか。 

インターネットならもっと本音が出るのではないか。 

ぬかびら 他 都市間バスの乗車も含めて、ぬかびらの交通のあり方を検討をしてほしい。 

ぬかびら 他 道の駅やナイタイテラスのトイレは新しくとてもきれいだが、糠平温泉文化ホ

ールのトイレはきれいじゃないと観光客から指摘を受ける。 

ぬかびら 他 湖畔園地前のトイレの復活はないのか。 

ぬかびら 他 ログハウスについて、観光客からの需要があるため、平日のトイレの開放につ

いて検討をしてほしい。 

ぬかびら 他 糠平小学校の取り壊しが決まったみたいだが、重要なことなので、事前に通知

してもらいたい。 

ぬかびら 他 町と地域の連携が不足している。 

もっと関係を密にし、住民の声を聞くべき。 

ぬかびら 他 ５～６年前、災害時の広報車のスピーカーが聞こえなかった。 

広報車の入れ替えを検討してほしい。 

ぬかびら 他 停電になると携帯電波がなくなるから、防災アプリが役に立たないことが考え

られる。停電時にも情報を得られるように検討をしてほしい。 

ぬかびら 他 公営住宅の建設場所については、小学校の跡で進めてきているが、博物館跡地

がよいとの意見も根強い。今一度、協議をしながら進めたい。 

ぬかびら 他 市街地の商店街で wi-fiの整備を行ってきているが、ぬかびら源泉郷の温泉街

においても wi-fiの整備を行ってほしい。 

ぬかびら 他 携帯電波の不感地帯の解消を進めてほしい。 

ぬかびら 他 町内会長を通した意見を大事にしたい。 

市街地 ふるさと納税について、将来的に返礼品を増やすことや、特産品（加工品）の

研究など進める必要がある。 

市街地 将来的に人口を増やすには、上士幌の物を使ってくれる企業を呼び込んでいか

なければならないと思う。 

市街地 今後１０年間で、コミュニティ活動がうまくできていくのかが心配である。 

最近は、人と人との関係が希薄になってきているように感じる。 

市街地 移住者と一般町民との交流がコロナ禍の影響で出来ないため、知らない人たち

が多い。触れ合いたいけど触れ合えない。きっかけはないものか。 

市街地 隣近所との繋がりがなくなってきており、行政区での防災組織づくりをしよう

にもまとまることができない。町の防災担当者を中心に接点や活動を広げるこ

とはできないか。 
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区分 主な意見 

市街地 いろいろな農業の形の受け入れ態勢・窓口があってもいいのではないか。 

市街地 上士幌の特産品となる商品の開発が必要ではないか。 

市街地 役場庁舎の改修について、今はエアコンが必要な時代になった。 

庁舎や、商業施設、公共施設にはエアコンをつけてはどうか。 

市街地 上士幌高校の振興は重要だと思う。 

上士幌町独自で行う、今後の上士幌高校の振興策はあるのか。 

市街地 １１区の西団地の今後の利用方法はどうなるのか。 

市街地 役員の成り手不足が深刻になっている。 

市街地 引越で移動があった場合には、必ず区長に連絡するシステムを作ってほしい。 

把握ができず、班編成が大変である。 

市街地 上士幌帯広会を知らなかった。 

上士幌帯広会のようなものは、地元に戻る機会にもなるのかなと思う。 

市街地 行政区の区分けが分からなくなってきている。 

行政区によって大きさの違いがあるため、行政区の再編を考えてほしい。 

市街地 行政区に入れば、広報などが配布されるが、今ではインターネットでも見られ

るようになっており、わざわざ行政区に入る意味がなくなっている気がする。 

市街地 各行政区で様々な催しを考えてはいるが、コロナでそういったことができない

状況にある。 

市街地 役員の成り手がいないのは、日中働く人が多いところにもあると思う。役員の

成り手がいないから、区長がずっと同じになっている。そういった状態に危機

感を感じる。 

市街地 見守りは行政区で必要な活動になっている。 

災害はあまりないが、訓練は必要になってくると思う。 

市街地 高齢者を相手にしてどのように、まちづくりをやっていくのか。 

市街地 町財政が、うまくいっているという印象を受けた。 

市街地 コロナ禍であまり顔を出したくない気持ちはあると思うが、参加人数がいずれ

にしても少ない。地域でのコミュニケーションも減っている。今日の参加者の

数に表れているのではないかという印象を受けた。 

市街地 コミュニティが徐々に減ってきている。 

どこのアパートにだれが住んでいるか把握できない。 

市街地 ＩＴ化やスマホなど情報の進み方が早すぎて、行政と町民でかみ合っていな

い。 

市街地 懇談会にそもそも集まる人がいないのが、今後の課題ではないか。 
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区分 主な意見 

市街地 人口減少問題の取組でも上士幌町は成功例として挙げられており、今後の取り

組みも期待したい。 

市街地 常識が変わってきており、高齢者と若年層の考え方にずれが生じている。お互

いがお互いの気持ちになって常識をすり合わせていき、問題を解決していくた

めに、会話する機会・コミュニティが必要である。 

社会福祉協

議会 

引き続き、財政的な部分も含めてご支援いただきたい。 

体育連盟 コロナ禍で何もできない状態が続いており、今後どうするのか課題である。 

１０年先の健康づくりを頑張っていくしかないのかなと思っている。 

体育連盟 パークゴルフ場の草が長い、ボールが転がらないとの話がある。 

パークゴルフ場なのか公園なのか、どちらに重点をおくのか町として考え方を

出してほしい。 

ひよこサー

クル 

外遊びができる大きな公園がない。小さい子でも遊べる遊具、水遊びができる

等、総合的な大きな公園があればと思う。 

ひよこサー

クル 

町内で買い物が完結できるようにしてほしい。品ぞろえが少ないとの意見があ

る。 

ひよこサー

クル 

町内の店舗にて、店内通路が狭いため、ベビーカーでの買い物がしづらいと感

じることがある。 

上士幌町教

頭会 

子どもたちが歩く所に、歩道の設置をお願いしたい。 

上士幌クリ

ニック 

継続的な医療を展開していくには、医師の確保が必要である。二人体制で何と

かやっている。看護師も介護職も人材として集まりづらく、質の高いケアを求

める場合は、人材確保が課題になっている。 

連合ＰＴＡ 校舎内の冷暖房について、小・中学校は整備が進んでいるが、高校は保健室し

か設置がない。設置を検討してほしい。 

連合ＰＴＡ 子供たちを町として、どうなって欲しいのか。Ｕターンで帰ってきてほしいの

か、I ターンでもいいから出ていった先で、上士幌の魅力を発信できる子にな

ってほしいのか、そういったイメージがあるとよいのかなと考える。 

連合ＰＴＡ 子供たちに、本町でやれる仕事の魅力をどう発信し、仕事の種類をどう増やす

のかが課題である。子どもたちが、この町に住みたいと思えるきっかけづくり

になるのではないかと考える。 

学童父母の

会 

生涯学習センターのプレイルームがすごく暑い。 

冷房機の設置ができないこともあり、とても心配である。 
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区分 主な意見 

学童父母の

会 

大きな公園については、子育て世代は、何年も要望している。わざわざ離れた

町の公園まで行って買い物し、お金を落としていることをもったいないと感じ

る。 

学童父母の

会 

小児科専門の病院がないのが不便である。１時間近くかけて、音更や帯広に行

くのは、仕事をしている親として負担である。 

民生委員児

童委員協議

会 

次のなり手が少なく、民生委員の高齢化が課題である。昔は、現役を終えた方

がなっていたが、今は７０歳でも働いる方が非常に多く、担い手がいない。 

民生委員児

童委員協議

会 

今後１０年後を見据え担い手が少ないのであれば、多くの関係機関、町内会、

老人クラブ等と連携し、住民による安心したまちづくりを進める必要がある。 

上士幌福寿

協会 

人材不足である。全国的な問題で、すぐに解決とはならない。日本人だけでな

く外国人の雇用も進めていかなければならない。 

上士幌福寿

協会 

利用者に質の高いサービスを提供することである。その為に、ＩＣＴ化が必要

である。 

上士幌福寿

協会 

すずらん荘が築３５年となり、建物が老朽化している為、改修が必要である。 

文化協会 協会の構成は高齢化しているので、これから若い躍動感あふれる若い人の参加

を心から期待している。 

地区連合会 組合員の減少が課題である。 

平和フォー

ラム 

コロナの影響により、加盟している各組合の士気も保たれているか把握できて

いない。思うように活動できていないのが課題である。 

行政区長連

絡協議会 

コロナで、行政区長役員会を開催していない。 

そのため、各区長からの要望なりをまだ調整しきれていない現状である。 

消防団 第２期工事における団員の駐車場の整備お願いしたい。 

消防団 １０か年計画に際して、各団の車両更新をお願いしたい。 

消防団 １０年後、商店街がどうなるのか。お年寄りは隣町への買い物等は困難である。 

消防団 大型免許保有者の退団が多くなっており、大型免許保有者の育成が課題であ

る。 

商工会 商店の後継者の不足が課題である。 

商工会 会員の高齢化が進んでおり、新しいことへの対応がなかなかできない。 

現金決済から、キャッシュレス決済への対応も大変である。 
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区分 主な意見 

農協 農業の大規模化に伴い農機も大型化しているため、町道から農地に入る際の取

り付け道路の幅が狭い。危険な状況にあるため、対策を考えてほしい。 

建設業協会 １０年後は、今ある事業者数が半分になってしまうのではないか懸念してい

る。また、働き手不足の課題もある。専門職のため働き手がなかなか増えない。 

建設業協会 ここ数年、大きな公共工事が続いていたために、今後はそういう大きな仕事が

無くなってしまうのではないかという不安がある。 

㈱karch 国道や道道の雑草が気になっているが、町の管理ではないから手をつけないの

ではなく、町のイメージアップのために花壇整備も含め、こまめな管理を検討

いただきたい。 

帯広信用金

庫 

高齢の事業者が多い中で、後継者の課題が大きな問題となっている。 

 

 


