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1

　第6期総合計画案を読ませていただきました。

　当団体は、これからもぬかびら地区のごみ拾い、資源回収等に取り組ん

でまいりますので、今まで同様のご協力をお願いいたします。

　清掃活動および資源回収等に取り組んでいただき、ありがとう

ございます。行政として、引き続き活動への支援を実施してまい

りますので、今後ともよろしくお願い申し上げます。

無 町民課

2

　第6期上士幌町総合計画、基本目標「だれもが健康で活躍できるまちづく

り」に対し、今後につきましても、当団体として「地域共生社会」実現に

むけて、各関係機関、団体並びにボランティアの方々など、多くの方のご

協力とご支援をいただきながら、地域福祉の向上を図るため各種事業に取

り組みます。

　地域福祉コーディネーター及び生活支援、コーディネーター（地域支え

合い推進員）を配置して、小地域福祉活動の推進と活性化及び介護予防・

日常生活支援総合事業を推進し、支え合いのまちづくりに向け、隣近所で

の見守りや声かけ、日常生活のお手伝い、地域サロンなどの居場所づく

り、自主防災組織・災害ボランティアセンターなど、地域でのつながりを

大切にする活動を推進していきますので、ご指導・ご協力をお願いしま

す。

　地域福祉活動により町民の皆様の生活を支えていただき、あり

がとうございます。行政としても、引き続き連携および支援に取

り組んでまいりますので、今後ともよろしくお願い申し上げま

す。

無 保健福祉課

3

　P.52　起業（企業）支援の１企業立地環境の整備「○既存企業の振興を促

進し、雇用の創出を促します。」と表記されていますが、施策内容に生業

に必要な設備更新、または新設に関する支援を加えて頂くことをご検討頂

けませんでしょうか。

　企業への支援については、様々な支援の方法があり、本町とし

ても様々な側面から支援を実施しているところです。

　総合計画は、町の各施策の大枠の方向性について記載しており

ますので、いただきました具体的な取組についてのご意見は、担

当課と共有するとともに、各事業実施時に、参考意見とさせてい

ただきます。

無 商工観光課

4

　P.90　住宅、宅地の４空き家対策の推進「○空き家に関する情報提供に努

めます。」「◇住宅情報データベースの構築と情報発信」と表記されてい

ます。本件については各方面からその必要性を指摘する声が寄せられてお

り、大いに期待を寄せているところであります。以下についてお聞かせく

ださい。（イ）運用開催時期、（ロ）空き家には、店舗および店舗付き住

宅も含まれるのか、（ハ）本件、情報は町内外および、個人、事業者も含

めて入手できるものか。

　住宅情報については、移住定住ワンストップ窓口や移住定住促

進情報サイトにおいて、情報発信を行っているところです。土地

や住宅、店舗、町内者、町外者、個人、法人に限らず、情報を得

ることが可能です。しかし、登録件数が少ないことが課題となっ

ていることから、今後とも、住宅情報の収集・発信の充実に努め

てまいります。

無 商工観光課
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5

　上士幌町は、将来を見据えた様々なまちづくりに積極的にチャレンジし

ており、その成果として人口減少に歯止めをかけるなど、まさに過疎化に

苦しむ自治体にとってのモデルになっていると思います。竹中町長のリー

ダーシップもさることながら、手足となって働いている職員の皆さまに敬

意を表します。

　一方少しばかり残念なのが、町民の憩いの場である本格的な公園が無い

ことです。住宅対策や子育て支援などにより上士幌町に魅力を感じて移り

住んでくれた子育て世代の声としてよく聞くのが、公園に対する不満（要

望）です。ぜひ、ご検討ください。

　町民の憩いの場である本格的な公園がないとのお声があること

は承知しているところです。公園整備については、計画のP.104

～105に記載しているとおり、今後、どの年代の方も利用できる

公園の整備を進めてまいります。

無 建設課

6

　商工業の後継者問題も非常に重要な課題だと感じています。空き店舗が

ほとんどないのも「元気まち上士幌」の証ですが、後継者のいない後期高

齢者が経営する事業所（店舗）が多いのが実情です。全国の自治体に共通

する難しい課題ではありますが、上士幌町だからこそ考えられる アイディ

アと実行力で果敢に挑戦してください。当団体も、社会奉仕の立場からで

きる限り応援させていただきます。

　町内の商工業者への支援については、計画のP.46～47において

事業承継支援について記載しているとおり、今後ともニーズに応

じた支援に努めてまいります。

無 商工観光課

7
　文化活動の相互理解のもとで香り豊かな文化を育てる方向を確立してほ

しい。

　計画のP.118 ～119に記載されているとおり、各種文化活動の

支援を行っており、引き続き町民の皆様の芸術文化活動を促進

し、豊かな芸術文化に触れるまちづくりを進めてまいります。

無 生涯学習課

8
　高齢者福祉に関しては一定程度満たされているが、真に安心できる相談

窓口を開設し、不安を持たない環境を確立してほしい。

　高齢者福祉についての総合的な相談窓口は、ふれあいプラザ内

の地域包括支援センターとなっています。より一層の周知徹底に

努め、町民の皆様が安心できるまちづくりを進めてまいります。

無 保健福祉課

9
　土日も空いている屋内の広場の充実をしてほしい。（児童館みたいなも

の）

　生涯学習センターわっかは、様々な世代や立場の町民等が集

い、世代間交流が生まれる場として建設されました。土曜・日曜

日も開館しておりますので、親子でご利用ください。

無 生涯学習課
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10 　総合的な屋外公園がほしい。

　総合的な屋外公園については、計画のP.104～105に記載されて

いるとおり、どの年代の方も利用できる公園の整備を進めてまい

ります。

無 建設課

11

　ベビーカーやお年寄りのカートが通りやすいような大きなスーパー（赤

ちゃんをリクライニングできたり、こどもが立ったまま乗れるようなカー

トの充実）

　店舗の通路が狭いとのお声があることは承知しているところで

す。いただきました具体的な取組についてのご意見は、担当課や

商工会とも共有し、皆様が買い物しやすい商店街形成に努めてま

いります。

無 商工観光課

12
　スポーツセンターにおむつ替えや、授乳スペースがないので設置してほ

しい。

　総合計画では町の各施策の大枠の方向性について記載しており

ます。いただきました具体的な取組についてのご意見は、担当課

と共有するとともに、各事業実施時に、参考意見とさせていただ

きます。

無 生涯学習課

13

　安全安心な飲用水について、給食センターにおける硝酸態窒素等による

水質汚染が基準値の10mg/１に迫っています。亜硝酸態窒素については、

ブルーベイビー症候群（メトヘモグロビン血症とは、血液中の酸素を運ぶ

役目をする赤血球のヘモグロビンが、酸素の運べないメトヘモグロビンに

変化した割合が高くなった状態で、乳児メトヘモグロビン血症は「ブルー

ベイビー」とも言われる）や発がんの原因物質であり、早急な対策を要求

します。給食センターは基準値内ではあるが亜硝酸態窒素はビデオでも発

がん等の健康被害が懸念されるため、子どもたちや同井戸水を利用する住

民の健康を守るため、採水水源の代替と並行して土壌汚染に歯止めをかけ

る根本的な対策をお願いしたいです。

　昨年末には広尾町の赤潮問題や、清水町では同問題に関して住民から健

康被害が発生したと報じられました。また土壌汚染は対策を講じてもその

効果が表れるまで長期にわたるため、十勝川水系の最上部に位置する上士

幌町が先導してこの問題に取り組んでいただきたいです。

　現在、給食センターに給水している浄水の水質検査項目の中

で、硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素の数値は水道法による水質基準

値内となっていますが、担当としてもこの数値の変化については

確認しています。この項目の検査の頻度は、水道法により概ね３

か月に１回程度とされているところですが、本町では毎月検査を

行い、水質の状況を確認しながら浄水施設の運転を管理している

ところであります。

　万が一、水質基準値を満たさなくなることが予測される場合に

ついては、直ちに違う水源からの浄水に切り替えて給水すること

も可能となっております。

　また、この項目の変化の原因についても、現在、調査を行って

いるところであり、安心で安全な水道水の供給に努めてまいりま

すので、ご理解とご協力をお願いいたします。

無 建設課
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14

　 意識調査のアンケートでは環境問題に対しては高くなく、関心度も低下

傾向にあることにも懸念を感じます。（中略）

　町内の買い物で例を挙げると脱プラをすることは現在困難です。町内の

商店において量り売りや包装材や使い捨て資材をなるべく使わない仕組み

があると良いのではないでしょうか。まだまだ使えるものをそのままゴミ

として埋め立てるのではなくリサイクル基地を設け必要な方が持って行く

仕組みがあったらいいのではないかと考えています。（中略）

　また、以前はあったようですが、家庭におけるゴミ削減に対して、生ご

みコンポストの助成の復活や、規模を大きくした取り組みを希望します。

そうした生活に直結した活動があると、町内外におけるアピール、意識改

革の一助となるのではないでしょうか。（後略）

　環境問題については、本町でも以前より様々な側面から取り組

んでまいりましたが、SDGｓ未来都市に選定され、より一層推進

持続可能なまちづくりを推進していくこととしています。町民の

皆様とともに、様々な観点から持続可能な社会の構築に取り組ん

でまいります。

　なお、環境保全や自然保護に関する施策の方向性については、

P.100～101に記載されていますが、農業や林業をはじめ各個別施

策分野においても、さまざまな形で持続可能な社会のありかたを

踏まえた事業の展開を図っています。個別具体的な取組について

のご意見は、今後の事業実施の際の参考意見とさせていただきま

す。

無 町民課

5
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15

　相対評価の「学力向上」を目指す事は結構ですが、合わせて学力が向上

した先の具体的な「目的・目標」をしっかりイメージさせる教育を行って

いくことが必要不可欠だと思います。何のために勉強をするのか？なりた

い自分になるために何が必要なのか？そこが定まってこそ必要な物（知

識・技能・思考力・判断力・表現力・家庭学習・学力・肩書・人脈 etc）が

具体的に見えてくると思うのです。

　人生において大切なのは、「自分で定めた目標に対してどうだったか」

を判断基準とする絶対評価であり、誰かが勝手に定めた目標を達成するこ

とを至上命令とするのではなく、「自分軸」をしっかり持てるよう子ども

たちに教えていける学校教育であって欲しいと思います。その先に「学力

向上」という副産物があるような教育であって欲しいと思います。社会で

生きる力＝学力ではないと思います。

　「誰一人取り残すことのない教育活動」という言い回しも個人的に気に

なる部分があり一見前向きともとれますが、取り残される側も「誰一人取

り残さないんだろ？なんとかしてくれよ。」と依存心を発揮しそうな言葉

に感じています。あくまでSDGｓ主導のもとスローガンとして掲げている

ことも承知していますが、教える側にとってもあまり言い回しとは思えな

いため「ひとりひとりが輝ける場を創り出す教育活動」などに言い回しを

変えた方が個々人の個性を前向きかつ色々な捉え方として考えることが出

来るスローガンになると思います。

　本町では、教育目標を達成するため、「上士幌町教育ビジョ

ン」策定し、「目指すこども像」を実現するため、教育施策に取

り組んでいます。

　本計画では「誰一人取り残すことのない教育活動」という表現

は用いておりませんが、ご意見については、「上士幌町子ども教

育ビジョン」における取組に通じる内容と考えており、今後の参

考とさせて頂きます。

無 教育推進課

6
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16

　学校や親が先回りしていじめなどを未然に防ぐことを悪いとは言いませ

んが、起きてしまったことを「どう解決するか？」ということも社会に出

てから必要となる大切な能力だと思います。あくまで解決するのは問題の

当事者であるべきですし、いじめに関してはいじめる方もいじめられるほ

う双方の言い分をしっかり聞いた上で解決策を決めていく必要があると思

います。いじめ＝悪いことと簡単にくくれないと思うのです。（大人の社

会でも「いじめ」は存在しますし、いじめられる方にも相応の原因がある

ことも多いです。いじめを容認するということではなく「議論」が必要だ

と思っています。）私は、問題はどんどん起きた方が良い経験を積める

「場」ができると思っているので、寛容な精神で子ども達にいろいろやら

せてみるのもよいと思います。大人が対応するのではなく、あくまで当事

者主体の対応を推奨していただきたいと思います。

　本町では「上士幌町いじめ防止基本方針」を策定し、大切な命

を失うことのないよう、いじめの未然防止や早期発見に努めてい

ます。ご意見は、今後の参考とさせて頂きます。

無 教育推進課

17

　教職員の指導力向上の部分について、兎にも角にも「自分主体」であっ

て欲しいと思います。思い違いであれば申し訳ありませんが、教育に係る

皆さまの目線が親や世論に向いてしまい本来最も目を向けるべき「子ども

達」に向いているのかと疑問に思うことがあります。例えば冒頭にあった

「学力向上」ですが、これを本当に求めているのは子ども達なのでしょう

か？そうであれば反論の余地はありませんが、毎日息子が持たされる「宿

題」も子ども達が 自発的にやりたいと やっているものでしょうか？息子の

友達は「（宿題）やらないと お母さんに怒られるから・・・。」と我が家

で宿題をやっていました。教える側、教わる側が主体性を発揮できる教育

の場であって欲しいと思います。

　学校教育において、子ども達の主体性を引き出すことは重要で

あると考えており、計画においてもP.123や126において主体性を

引き出すことを記載しています。教職員が子どもたちの主体性を

引き出すことができるよう、今後も指導力向上に努めてまいりま

す。

無 教育推進課

7
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18

　学校は同世代の多種多様な子ども達が同じ建物の中で一緒に過ごすとい

う、人生においても かなり特異な時期ですが、そこから得られる経験や学

びはかけがえのないものです。 その時期に障害を持つ子達を特別支援学級

という枠組みでくくり、触れ合う時間やコミュニケーションをとる機会が

失われているのであれば非常にもったいないと思います。子ども達のコ

ミュニケーション能力・適応能力を信じて多様性を学ぶ場であって欲しい

と思います。（敢えて分けることで差別を助長する可能性も孕んでいるた

め。）

　本町では、すべての子ども達の可能性を引き出す「個別最適な

学び」と「協働的な学び」を実現できるよう、特別支援学級と普

通学級との交流学習など、様々な学びの機会を工夫しながら取り

組んでいます。ご意見については、今後の参考とさせていただき

ます。

無 教育推進課

19

　社会をより良くするために、その根本にあるものは、主体性であると言

えます。その主体性を育むための重要な軸の一つが 教育であると思いま

す。教員でありながら、学校教育の改革を実施実現させた工藤勇一先生が

いらっしゃいます。他の組織や学校の改革も手がけられている方です。著

書に『学校の「当たり前をやめた。生徒も教師も変わる！公立名門中学校

長の改革」』、『子どもが生きる力をつけるために親ができること』等、

他にも多数出版され、講演も多数です。ぜひお見知りいただき、この上士

幌町でも実践につながることを強く望みます。

　ご意見は今後の参考とさせていただきます。 無 教育推進課

20

　古くからこの地で商いをしてきた地元企業などの歴史を掘り下げて、子

どもたちに聞かせるような機会を作って、地元で働いてくれる若手の育成

につながるような活動をお願いしたいです。地域の暮らしを支えるのは行

政もそうですが、地元に根付いて商いをする地元企業の役割も大きいで

す。高齢化が進み若手の労働力不足を解消できるような取り組みを協力し

て実施して行きたいです。

　小中学校では、ふるさと学習の推進に取り組み、ふるさとへの

誇りと愛着の醸成に努めています。

　上士幌高校では「上士幌学」という授業を通じて、町のことを

深く学ぶ機会が提供されています。また地元企業と連携したキャ

リア教育の支援に取り組んでいます。今後も町民の皆様のご支

援・ご協力をお願いいたします。

無 教育推進課
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パブリックコメントの意見と回答一覧

意見

番号
意見 回答

計画修正

の有無
担当課

21

　地産地消とともに、可能な範囲で無農薬野菜の推進、「砂糖」や「食品

添加物」などを摂取しない食品を給食や学童の食事などに取り入れていた

だきたいです。税金で補助される学校給食は給食の食材の決定も町民の関

心ごとであり、どのような食材を大量に購入するかという事が、そのまま

社会へのメッセージにもなります。十勝管内でいうと帯広市が食育推進基

本条例の策定に向けて議会と行政とで勉強会を進められており、日本国内

においても社会や環境に配慮されたオーガニック給食が各地で少しずつ広

まりつつあります。給食メニューでは、栄養バランスを考えて頂いている

とは思いますが、菓子パンや、味噌汁に牛乳の組み合わせ、市販のお菓子

やデザート等、育ち盛りの子ども達の栄養摂取の観点から考えると疑問に

感じてしまう献立もあるように感じます。同じ食べるなら、子ども達の健

康にとって本当に大切な食事とは何なのかを最重要と捉えて提供してほし

いです。

　食育については、本計画ではP.40～41、70～71、122～123な

どで触れられています。また、個別計画では、「上士幌町食育・

地産地消促進計画」を策定しており、食育や地産地消を促進して

います。

　具体的にどのような食品が子どもにとって望ましいのかは、

様々なご意見があり、科学的かつ社会的な検討状況を踏まえなが

ら対応してまいりたいと思います。

無 教育推進課

22

　学童のおやつに関しては、子どもの健康を第一と考えるならば、市販の

スナック菓子や、お砂糖たっぷりのお菓子やアイスよりも、おにぎりや干

し芋、ゆでとうきび、蒸しパン等、なるべく自然に近い形の 体にいいもの

が望ましいのではないでしょうか。市販の甘いお菓子や口当たりの優しい

おせんべいであれば、 むしろ提供不要と考えます。（後略）

　現在は、コロナ禍により実施しておりませんが、これまで、食

育を目的とした児童による食事作り、手作りおやつ、農園で育て

た野菜等を収穫して調理する取組を実施してきました。また、現

在は、衛生管理等の面から個包装のおやつを活用する必要があり

ますが、パンやヨーグルトの提供など内容や量等について、可能

な範囲で工夫して提供しております。今後も、いただいたご意見

も参考にさせていただき、素材等にも配慮したおやつの提供に努

めてまいります。

無 生涯学習課
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23

　給食を食べる時間について、時間が30分に満たないため、決してゆっく

り噛んでいただく時間は無いのではないかと感じてしまいます。例えば準

備を含めて一時間を給食に当て、その後休み時間を過ごせるゆとりを持て

ると、心身ともに良いのではないかと思います。咀嚼は、食べ物の消化吸

収を高めるだけでなく健全な骨格の形成、脳の発達に不可欠です。

　様々なことに言えることですが、私たちにとって何が本当に大事なこと

なのか？を考えたときに、身体に良くないものを食べ、毎週の病院通いに

時間を費やすよりも、まずは健康であり、自分らしく幸せに生きられるこ

となのではないかと思います。

　十勝管内にも、健康を根本から考え、講演や治療されているお医者さん

もいらっしゃいますので、周知、実践につながることを望みます。

　健康な生活を送るために、健全な食生活は欠かせません。特に

成長期の子どもにとっては健康な心身を育むために欠かせないと

同時に、将来の食習慣の形成にも大きな影響を及ぼすものであり

極めて重要です。学校では、給食も含め様々な教育活動の時間を

確保しなければなりませんが、そのような中でも、喫食時間を確

保、活用しながら、食に関する正しい理解や適切な判断力を養え

るよう学校、栄養教諭、給食センターが連携して給食指導に努め

てまいります。

無 教育推進課

24

　私たちの暮らしている地球がなくなってしまったのでは、たくさんの良

い政策を実行しても元も子もないのではないでしょうか。SDGｓに限った

ことではありませんが、たくさんの項目が細分化された時に、根本的な問

題が見えにくくなり易いと感じています。次の世代に自信をもってバトン

タッチできるように「本当の幸せとは何か」を追求するとともに、人間は

地球上すべてのものから恩恵を受けて命をつないでいることを忘れてはい

けないと思います。それは自然や、他者への思いやりだと感じています。

自分の行動に責任を取れる人間であるために、広い視野で、 是非、 世界の

次世代に誇れるまちづくりを一緒にしていけたらと考えています。

　第６期上士幌町総合計画まちづくりテーマは、「未来につなぐ

笑顔かがやく　元気まち上士幌」としています。次世代に繋いで

いくことは私たちの使命でもあり、持続可能なまちづくりにより

一層努めてまいります。

無 企画財政課
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