
資料３

福祉・教育部会

施策区分 委員からの意見 担当課の回答

健康づくり・医療 　近年病床率が低下している中、入院
患者の増加や病床率を上昇させるため
にも、施策の目標に町外の病院へ行っ
ている町民が町立病院にかかることも
設定するよう検討していただきたいと
思います。
　また、職員などの人材確保にも配慮
しながら充実した医療体制の構築をは
かっていただきたいと思います。

　毎年、北海道から「地域の医療動向
等に関するデータ」が公表されてお
り、この中で上川北部区域の入院患者
の受療動向の中で、下川町民が下川町
の医療機関に受診している率が出てお
りますので、町民が町立病院に入院し
ている患者率を設定します。
　また、引き続きハローワークやホー
ムページ、就職説明会等により人材確
保に努めていきます。

学校教育 　高校に関しては、現在では金銭的な
支援が中心となっているため、金銭面
以外の支援内容も検討していただきた
いと思います。
　また、生徒と地域との距離感を近づ
ける方法や、地域へ下川商業高校をよ
り知ってもらう方法を検討し、高校と
地域とのつながりを強くしていただく
よう進めていただきたいと思います。
　小中学校については、今後の減少が
予測されている児童生徒数も考慮して
小中学校の施設の統合に関しても検討
していただきたいと思います。

　本年度、政策推進課において、高校
の課題研究の授業の中で、地域の団体
や個人（森の生活、観光協会、タウン
プロモーションなど）と連携して、地
域学習を行っています。商業高校から
「地域で育みたい子ども像を知りた
い」という意見もあることから、政策
推進課等と連携して、高校と地域との
つながりが深まる方法を検討したいと
思います。
　小中学校の施設統合については、来
年度、長寿命化計画の一環で老朽度等
を調査する予定ですので、それらの結
果を踏まえて検討したいと思います。
また、小中連携を今後も推進していき
ます。

生涯学習・スポー
ツ

　現状では公民館講座の実施が不十分
であることから、スポーツ少年団の指
導者不足などの課題に対応した公民館
講座を実施したり、生涯学習において
も各種講座等を活用し、学習機会の創
出を図っていただきたいと思います。
　また、町民の健康のためスポーツが
担う役割は大きいと考えるため、ニー
ズを把握し、より多く町民がスポーツ
を通した健康づくりが出来る機会を創
出していただきたいと思います。

　町民や各種団体から意見を聞き、公
民館講座などの学習機会やスポーツ活
動ができる機会を検討したいと思いま
す。
　また、マイプラン・マイスタディ事
業を継続し、自主的な学習機会・ス
ポーツ活動等を支援してまいります。

芸術文化 　施策目標値を満たし、たくさんの町
民の方々に文化活動に参加出来るよう
参加促進に向けた方法を検討していた
だきたいと思います。

　引き続き、参加促進に向けた方法を
検討していきたいと思います。

令和元年度総合計画審議会中間報告に対する回答表
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福祉・教育部会

施策区分 委員からの意見 担当課の回答

令和元年度総合計画審議会中間報告に対する回答表

高齢者支援 　ふれあい広場に関しては、費用面や
集客面、あけぼの園利用者と一般来訪
者との世代交流の困難さなどの様々な
課題があるため、社会福祉協議会と連
携しながら開催方法を総合的に協議し
進めていただきたいと思います。
　また、あけぼの園においても、人材
不足が課題であり、学生の確保も重要
視されます。他地域の専門学生とのつ
ながりを強め、あけぼの園への就職に
つなげる方法も検討していただきなが
ら、人材確保に配慮した運営をお願い
します。

　ふれあい広場については、これまで
多くの町民の方々と交流を深めてまい
りましたが、入所する利用者の方々の
介護度も高くなり、イベントの目的を
果たすことが難しく、また、介護事情
から、職員によるイベント協力が困難
になってきております。このことか
ら、次年度以降イベントの廃止に向け
た方向で実行委員会等に諮り進めて参
りたいと考えています。
　人材確保においては、これまでもハ
ローワークに募集掲載、福祉ジョブ
フェスタによる職場ＰＲ、福祉職場説
明会など実施してきているところであ
ります。今後も継続的に実施していく
と共に、ご指摘のありました他地域の
専門学校等から人材募集等について進
めて参りたいと考えています。

子育て支援 　引き続き現在の施策内容を進めてい
ただきたいと思います。しかし、入園
希望に対する適正な職員の配置が課題
であるため、こども園においても人材
確保に配慮しながら、子育て環境の充
実を図っていただきたいと思います。

　園児に対する適切な教育・保育の実
施、保護者が安心して子どもを預けら
れる環境及び安全安心で的確なこども
園の運営並びに保育士の技量向上とモ
チベーション維持を図るためには、十
分な人材の確保が最重要課題と認識し
ており、引き続き様々な確保方策に取
り組んでまいります。

2



快適環境・地域づくり部会

施策区分 委員からの意見 担当課の回答

土地利用・市街地 　多くの町民が市街地で生活するなど
比較的コンパクトな状況にあります
が、将来的な公共施設の再配置などに
あたっては、コミュニティの維持など
を考慮し、市街地への集約化を検討し
ていただきたいと思います。

　公共施設の再配置については、都市
計画マスタープランにおいても、その
一例が示されましたが、これはあくま
でも試案のひとつであり、実際の公共
施設の再配置を実施する場合には、
個々の施設について改めて町全体で検
討を進めて参ります。

道路・橋梁 　橋梁において、法律で義務化されて
いる点検結果に基づき補修をしていま
すが、多額の補修費用が生じることか
ら、事業費を平準化し計画的な補修を
実施しています。道路・橋梁ともに、
町民の安全・安心の観点からも引き続
き計画的な補修をお願いします。

　橋梁補修は構造部分の補修が多く、
補修の成果が目に見えにくい部分です
が、長期的に考えると、補修を行い橋
梁の寿命を延ばすことで、コスト削減
につながります。今後も計画的に補修
を進め、安全・安心な道路交通の確保
に努めて参ります。

積雪・寒冷対策 　除排雪事業者の人材不足、高齢化に
伴う流雪溝の管理が課題となっており
ます。関係機関・団体などと連携を図
りながら、課題解決に向けて一歩ずつ
取り組んでいただきたいと思います。

　現在、除雪事業者も新たな人材確保
に努力されております。諸事情により
流雪溝沿線で雪が堆積し、歩行者の安
全が確保できない場合は、町で対応し
て参ります。利用者の高齢化に対する
課題については、関係機関、団体等と
協議し検討して参ります。

上水道 　老朽化した下川浄水場の建設が予定
されておりますが、水道管についても
更新期を迎えていることから、計画的
な更新の検討をしていただきたいと思
います。

　水道管については、定期的な点検に
努めておりますが、水道管の更新は、
町の財政状況や簡易水道事業の運営状
況を踏まえながら計画的な更新を検討
して参ります。

公共交通 　路線バスやデマンド交通の利用者が
年々減少傾向にありますが、今後の目
標値とする指標を利用数だけで考える
のではなく、満足度にするなどを検討
していただきたいと思います。

　毎年実施しているアンケート調査に
おいて満足度の調査も行っていること
から、ご指摘のとおり変更するよう見
直しを進めて参ります。

消防・救急救助 　町民の生命と安全を守るため、「消
防・救急救助」施策は最も重要な施策
の一つであることから積極的に推進す
るとともに、消防団員の確保について
も引き続き努力していただきたいと思
います。

　町民の生命と安全を守ることは消防
の使命であり、今後も関係機関と連携
しながら推進していきます。
　また、消防団員の確保についても、
あらゆる機会に事業所や住民に呼びか
け、団員確保に努めます。

令和元年度総合計画審議会中間報告に対する回答表
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快適環境・地域づくり部会

施策区分 委員からの意見 担当課の回答

令和元年度総合計画審議会中間報告に対する回答表

防災 　近年、想定外な災害が全国的に起き
ていることから、町民の防災意識を高
めていく必要があります。そのため、
より多くの町民が防災訓練に参加出来
るよう検討するとともに、公区行事の
際には、地域担当職員などにより、地
域の避難場所を周知するなど、防災意
識の向上に繋げていただきたいと思い
ます。

　防災訓練の開催に関しては多くの町
民が参加できるよう検討を進めて参り
ます。また、避難所の周知に関しては
地域担当職員の研修を実施し、来年度
の公区の総会時において説明できよう
取り進めて参ります。

情報化 　全世帯に設置されている行政情報告
知端末の保守期限が近づいています
が、告知端末の更新には多額の更新費
用を要することから、スマートフォン
によるアプリ併用や大規模停電対応な
どを含めた新システムの構築の際に
は、多くの町民に行政情報を伝える方
法を合わせて検討いただきながら、総
合的に判断していただきたいと思いま
す。

　行政情報告知端末の更新にあたって
は、利用状況や事業効果、財政面など
の課題を十分考慮した上で、本町の実
情に合ったシステムを構築するととも
に、合わせて町民の皆さんへの情報提
供方法、内容の検討を進めて参りま
す。

地域自治・地域内
連携

　広報紙において、写真を多く取り入
れるなど、町民が読みやすいような工
夫がされていると思います。今後は、
難解な用語は出来る限り避け、町民の
誰もが理解しやすい文章を心掛けると
ともに、より多くの家庭で広報紙を受
け取っていただけるように、表紙の工
夫や魅力ある紙面づくりをお願いいた
します。

　広報紙の掲載記事には、難解な専門
用語等を用いるのを極力避けます。記
事の構成上どうしても専門用語等を用
いる場合は、注釈を入れます。また、
子どもからお年寄りまでが、理解でき
るような文章表現に心掛けるととも
に、広報紙を手に取っていただけるよ
う表紙のカラー化などについて具体的
な検討を進めます。

効率的・効果的な
行政運営

　議会活性化の取り組みとして、イン
ターネット中継や井戸ばた会議が実施
されています。インターネット中継
は、町民が気軽に好きな時間に閲覧す
ることが可能なことから、効果的な取
り組みだと思います。
　今後は、町のホームページから議会
のインターネット中継サイトへの誘導
を分かりやすく表示するとともに、井
戸ばた会議においては、参加者を増や
す工夫を引き続き行っていただきたい
と思います。

　今後予定されているホームページ更
新に併せ、トップページに議会事務局
の入口やバナーを設けるなど、簡易に
必要なページへアクセスできるように
してまいりたいと思います。
　井戸ばた会議ついては、日中開催や
託児室を設けるなど参加しやすい環境
を整えてまいりたいと思います。
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快適環境・地域づくり部会

施策区分 委員からの意見 担当課の回答

令和元年度総合計画審議会中間報告に対する回答表

　将来的に、役場庁舎など公共施設の
老朽化に伴う建て替えまたは改修など
により多額の財政負担が予想されると
ころですが、機能が類似する公共施設
は統合を検討するとともに、将来の財
政出動に伴う財政的な体力を蓄えてい
くためにも健全な財政運営をお願いし
ます。

　公共施設の管理運営の見直しにつき
ましては、第8次行政改革大綱、公共施
設等総合管理計画、行財政集中革新プ
ラン等に基づき、公共施設等管理運営
見直しのポイントなどの方針に基づ
き、管理運営の見直し、再編を進める
など、第6期下川町総合計画のローリン
グに連動し、見直しを進めて参りま
す。

　ふるさと納税において、新たなポー
タルサイトの活用やクラウドファン
ディング、返礼品の増加など、自主財
源の確保に向けて取り組んでいるとこ
ろですが、近年の納税額は横ばいで推
移しております。全国的に人気の海産
物などの特産品は無いものの、生産者
の顔が見える返礼品に対して魅力を感
じることから、ＰＲに工夫をしていた
だければと思います。

　現在、ふるさと納税返礼品カタログ
やインターネットサイトでの返礼品写
真をより魅力あるものとするため、ブ
ラッシュアップをしているところであ
ります。一部の返礼品紹介の写真に
は、生産者の顔が見えるようなものも
ありますが、それぞれの返礼品の魅力
発信には不十分と感じておりますの
で、今回のブラッシュアップと合わせ
て工夫してまいります。また、SDGsと
も関連付け、他市町村との差別化を図
り、地域振興の一助となるよう努めま
す。

広域行政の推進 　最近、国で公立病院の統廃合リスト
が公表されましたが、地域医療の重要
性を考慮し、近隣市町村共通の課題と
して、広域で連携を図りながら課題解
決に取り組んでいただきたいと思いま
す。

　本町は、広域連携による地域の魅力
づくりや課題解決等を目的に士別市と
名寄市を中心市とする圏域１１町村で
構成される定住自立圏で様々な取り組
みを進めており、その取り組みを進め
るためのビジョンの「圏域医療体制の
充実」の具体的な取り組み内容などの
下、地域を始め圏域医療の確保と充実
を図ってまいります。
　また、上川北部地区地域医療構想調
整会議の中で、各医療機関の役割分担
を行い、地域ごとに効率的で不足のな
い医療体制を構築して参ります。

健全な財政運営
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産業経済部会

施策区分 委員からの意見 担当課の回答

　農村活性化センター管理業務におい
て、昨年度の答申にもありましたよう
に、事業収支のバランスが取れていな
い状況が続いていることから、収支状
況を明確に把握するとともに、経営の
視点を持った運営をしていただきたい
と思います。
　また、宿泊や体育館利用料について
は、必要経費を勘案し、危機感を持っ
て早急に適正料金への見直しを検討し
ていただきたいと思います。

　町内各施設の利用料見直しに合わ
せ、料金の見直しを図るとともに、宿
泊、体育館利用については、利用の有
無を含め検討していきます。

　秀品率向上対策事業については、フ
ルーツトマトの秀品率を向上させるた
めに、補助金による支援をおこなって
いることから、秀品率や収量、生産額
などの目標値を明確に設定し、目標を
達成できない農家に対して、目標を達
成するために技術などの指導を行うな
ど、対策を考えていただきたいと思い
ます。

　当事業は、フルーツトマトの新栽培
方法の確立を図るとともに生産額と農
業所得の向上を目的としており、事業
開始から５年を経過し、収量及び生産
額、農業所得も向上されております。
　今後におきましては、目標を明確に
設定するとともに、目標未達成者にお
いては、事業実施主体である北はるか
農業協同組合青果生産振興会下川支部
とともに、改善策を考えてまいりま
す。

令和元年度総合計画審議会中間報告に対する回答表

農業
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産業経済部会

施策区分 委員からの意見 担当課の回答

令和元年度総合計画審議会中間報告に対する回答表

農業 　農産物加工研究所については、トマ
トジュースの原料である加工用トマト
の収量が減少している状況であり、今
後も減少することが懸念されます。
　老朽化した施設を今後どのような形
で運営していくかなど、施設の存続を
含めた方針については、設置目的や存
在意義を基本とし議論することが重要
であると考えます。
　今後の施設運営方針については、施
設の生産稼働が3ヶ月程度であることか
ら、生産稼働日数を増やす方策の検討
やトマトジュース生産販売に係る赤字
要因の追求と改善点の検討、生産者・
販売業者の意向を十分に確認するな
ど、様々な要素を検討・検証のうえ、
その他の関係機関と総合的に協議し、
決定をしていただきたいと思います。

　加工用トマトについて、現在生産者
からは販売計画数をまかなえる量の計
画を提出いただいておりますが、今後
は生産者の高齢化などもあり、入荷量
が緩やかに減少していくものと予測し
ております。減少する分については、
現在も加工用トマトの生産を依頼して
おります、道北なよろ農協との連携を
強化し、減少分をまかなえるようにと
考えております。
　今後の施設運営方針では、生産稼働
日数を増やすために研究所としての機
能を強化することを考え、また、生産
販売に係る赤字要因については、景気
動向など様々な側面があり、一概に述
べることが難しいですが、当初の設置
目的と存在意義から考えると、現状の
農業振興としての役割を維持するの
か、あるいは運営の移管等も含め、明
確な方針のもとで運営していく必要が
あると考えております。農産物加工研
究所は、トマト生産者の経営の一助と
して、当町の特産品として、また、地
域に雇用と経済循環を生み出している
役割があります。いずれにおいても原
料生産者及び各販売者、資材調達先等
に与える影響が最小限になるような形
でなければならないと考えておりま
す。

　新規就農者確保対策については、現
在は新規就農ではなく農業従事を希望
する方が多く散見されます。
　下川町の農業を維持していくために
は、農業者を増やすのも重要ですが、
農業従事者を確保することも重要で
す。そのためにも新規農業従事者に対
する支援策も検討していただきたいと
思います。

　現在の新規就農者の受入要件は夫婦
か共同経営者を有する者としています
が、都市圏で開催されている就農相談
会での傾向として農業生産法人への就
職希望者（新規農業従事者）が増えて
います。このことから、農業生産法人
へ就職を希望する方への情報発信や支
援等について、今後、検討してまいり
ます。
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産業経済部会

施策区分 委員からの意見 担当課の回答

令和元年度総合計画審議会中間報告に対する回答表

観光創造 　大企業はツアー会社を持っている
ケースがあり、関係性の深い企業に
は、下川町を北海道ツアーの一角に入
れるなどの提案をするなど、観光入込
客数を増やすため、企業と連携した取
り組みを進めていただきたいと思いま
す。
　また、最近では、釣りや川歩き、住
民発のお祭りなどのアクティビティや
ベントが増えつつあり、町外からの観
光客が町内で時間を使えるようになっ
てきたと感じます。
　これら民間の取り組みはまだ小さな
取組みのものもありますが、観光振興
計画に基づき、育てていくことが必要
だと思います。

　日経BP社と連携したビジネスツアー
や、横浜市戸塚区の区民を対象とした
ツアー、タウンプロモーション推進部
を通したくらしごとツアーを毎年度実
施しているほか、大手不動産八社会や
日本アロマ環境協会など、先方のニー
ズや双方の取り組みにかなったツアー
も随時開催しており、企業と連携した
取り組みは既に進めていますが、いず
れも観光を目的としたものではなく、
それぞれの施策の目的達成に向けて実
施しているものであります。
　観光を目的とするツアーなどは、町
内の民間事業者が実施していること
や、観光自体を本業としている団体が
あることから、競合や民業圧迫を避け
るため行政では実施しない方針であ
す。
　また、民間によるアクティビティや
イベントが実施されていることは、と
ても良いことであり、情報発信など行
政として実施できることは協力してい
きたいと思います。
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