まちづくりに関するアンケート結果報告
●意見・要望

除雪は皆さんの通勤通学の時

除排雪体制の整備
住民への除雪協力

2

雇用の安定と促進

企業誘致の推進
技能協会等事業者への支援

3

農産物ブランド化
の支援

ブランド商品のＰＲ
安全・安心な農産物生産販売

4

高齢者介護サービス
の充実

介護保険サービスの実施
高齢者福祉サービスの充実

5

地域公共交通の確保

路線バスの運行維持
乗合タクシー等の導入

６

国民健康保険、後期高 保険事業の安定的運営
齢者医療の安定的運営 保険制度等の周知・啓発

7

農業者の育成

8

商店街の活性化の支援 商店街関係組織の支援

9

高齢者の生きがい活動 ゆめりあ部会等の活動整備
老人クラブ等社会参加の促進
の充実

防犯意識の啓発
地域防犯活動の支援

10 防犯体制の充実

︵

違いが生じることをご理解願いま

す︒

道路の雪山を排雪してほしい︒

お金がかかるのはわかります

歳代女性︶

が︑毎年雪はねで苦労しています︒

︵

道路幅が狭い住宅地では︑雪

雪には︑除雪よりも多くの機械や

で車道が狭くなりますが︑排
除雪後の残雪量が左右の住宅

人員を必要とし︑時間も費用もか

かります︒

道路の積雪状況により実施を判

断し︑例年２回程度の排雪を行っ

歳以上男性︶
除雪は︑作業を効率的に行い︑

ます︒

ていますので︑ご理解をお願いし

ますが︑道路両側に残る雪の量に

公平な除雪を心掛けて行ってい

て行っています︒

するため︑あらかじめ順路を決め

少しでも早く道路交通を確保

50

が少ないです︒

で違いすぎます︒向い側は雪

いします︒

関前の雪は︑各家庭で処理をお願

大変ご迷惑をおかけしますが玄

分ける除雪をしています︒

200

除雪状況

雪

除

除雪の際︑各家の入り口に置
かれる大量の雪︑高齢者はも
ちろん各家庭では大変困っていま
歳以上女性︶

第５次総合計画の体系による医

間に間に合うよう︑交通量が

す︒︵

療や福祉︑農業︑商業などの分野

少なく作業効率の良い夜間から早
朝にかけて実施しています︒

項目から︑まちづくりで重点す

重点すべき施策は？

を望む声がトップ

除雪体制の充実
歳以上の

人を無作為に抽出

町では︑毎年３月に
町民の中から
し︑
﹁まちづくりに関するアンケ
ート調査﹂を実施しています︒
人︵回収

べきものを回答していただきまし
２年連続の大雪となったことも

限られた時間で作業を行わなけれ

率 ％︶の皆さんから︑まちづく

町内全域で除雪を行うと一晩に

ていますので︑その一部を要望に

あり﹁除排雪体制の整備﹂を望む

約 キロメートルもの距離になり︑

対する回答と併せて紹介します︒

商店街消費拡大事業の支援

ばならないことから︑左右にかき

担い手の育成及び確保
農業開発公社の支援

意見が１位となりました︒

た︒

回答いただいた町民
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りに対する意見や要望が寄せられ

59
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除排雪体制の整備

1

主な取組
施策名
順位

30

44.7

まちづくりで重点とすべき施策順位

2

通学路だけは歩けるように除
雪を望みます︒交差点もおそ
ろしい状況です︒
︵ 歳代男性︶
雪捨て場の近くに住んでおり︑
排雪のダンプが危なく︑子どもの
下校が心配です︒歩道の除雪をお
願いします︒
︵ 歳代男性︶
町では︑歩道用除雪車︵ミニ
ロータリ︶２台で通学路や主
キロメート

要公共施設のある歩道の一部を除
雪 し て い ま す︒︵ 約
ルあります︒
︶
市街地で歩道を除雪する場合は︑
車道と歩道の間に雪の堆雪スペー
スが必要なため︑西２線や南４号
線のような広い道路でなければ︑
逆に車道幅が確保できなくなりま
す︒
また︑除雪車の台数からも︑今
のところ歩道除雪路線の拡大は難
しい状況です︒
道路状況の把握に努め︑積雪状
況により︑適切に除雪や排雪によ
る道路の拡幅を行い︑歩行者や通
行車両の安全を確保していきます︒

乗合タクシー

毎日︑通学で利用する学生に

は定期券があればいいなと思

います︒部活で帰りのタクシーを

利用できないので︑片道分定期と

歳代女性︶

かあれば利用しやすいです︒

︵

定期券の発行や運行時間など

の要望については︑地域公共

交通活性化協議会で検討します︒

この協議会は︑行政区長︑老人

クラブ︑商工会や社会福祉協議会

など︑幅広い委員で構成され︑公

共交通のあり方について定期的に

協議しています︒

乗合タクシーは︑今年の４月か

ら本格運行したところであり︑こ

れからより良い地域公共交通にし

ていきたいと思います︒
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30

11

40

乗合タクシー

30

歩道除雪状況

排雪状況

歩道の凹凸
子供が歩いて国道 号の新十
津川橋を渡り通学するのです
が︑除雪で歩道のレンガが欠けて
凸凹しているので︑歩きやすいよ
歳代女性︶

うに整備してほしいです︒
︵
新十津川橋の維持管理は国が
行っており︑町では国に補修

電

してもらうよう要望しています︒

節
菊水区の通りのナトリウム灯
について︑防犯の事もありま
すが︑電灯の数を現在の ％は減

以前から検討していますが︑町の
経費負担及び収集時間の関係から︑
しばらくの間︑現在の収集方法で
実施したいと考えております︒
ご不便をおかけいたしますが︑

歳代女性︶

新しくして残してください︒

中央公園のターザンロープを

園

ご理解ご協力をお願いします︒

公

︵

菊水区の公園︵中央公園︑菊水
児童公園︶の遊具が︑かなり古い
ので︑整備して欲しいです︒
歳代男性︶

公営住宅

公営住宅への入居を希望して

︵

公園の遊具などの施設の改修
計画に基づき改修する予定です︒

いますが︑なかなか入居でき

計画を策定しており︑今後は

農村地区ではほとんどステー

また︑中央公園の遊具は︑設置

み
ション収集が実施されていま

から 年が経過し危険な状態にあ

ご

すが︑年々高齢者世帯が増加する

ったため︑利用状況から︑木製遊

らしても良いと思います︒

施設を有効利用して︑水銀灯

と思われるので︑各戸の戸別収集

具については昨年撤去し︑鋼製複

現在︑トップ団地︑文京団地︑

この箇所は︑平成 年に既存
２灯式から︑電気代が安く︑害虫

に出来ないでしょうか︒

合遊具については︑ジャングルジ

歳代男性︶

望者が多いことから順番待ちとな

しょうか︒
︵

公営住宅の新築計画はあるので

ません︒

誘引を軽減できるナトリウム灯１

歳以上男性︶

灯式に改修しました︒

ターザンロープは︑新たに設置

っており︑それ以外もほぼ空き住

︵

青葉団地については︑入居希
に伴い︑ステーション収集か

する予定はありませんが︑児童館

平成

の景観や防犯上の問題が生じる可

ら戸別収集に変更となりましたが︑

宅がない状況です︒

％消灯する件ですが︑街並み
能性がありますので︑行政区と協

にありますので是非ご利用くださ

また︑公営住宅の新築計画は現

居希望者に照会を行っています︒

空き住宅が出た場合は︑順次入

収集の経路の関係から一部の地区

いと思います︒

公平性の観点や高齢化の問題を

協力をいただいております︒

議の上︑間引き等も含め検討した

年度からのごみ有料化

ムと滑り台に更新しました︒

中央公園
い︒

40

30
については︑ステーション収集の
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歳以上男性︶

菊水区の街路灯
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︵
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30

30
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4

在ありませんが︑耐用年限が経過
し︑老朽化の進んでいる公営住宅
について︑今後の改修計画を策定
しているところです︒

進しています︒
戸の実

助成額は︑１戸当たり から
万円で︑これまでに５棟
績があります︒

買い物
お店やバスの本数が減り︑４
月からは移動販売車もなくな
り︑病院や買物に不便を感じてい
ます︒せめて移動販売車でもあれ
ば幸いです︒毎日の食料が本当に
困りますのでよろしくお願いしま
歳以上女性︶

町外から新十津川町に就職す

てくれるサービスを行っているお

なお︑電話等で注文し︑配達し

特産品のＰＲ
地元では米︑メロン︑ミニト
マトなどの特産品があるのに

ぎなどの特産野菜もピンネ農協ス

トアで販売しています︒

町内には道の駅はありませんが︑

町特産品をくじら館で販売してお

いかの塩辛などを販売している店

り︑役場の近くにハムソーセージ︑

道の駅のように気楽に立ち寄れ

もありますのでぜひご利用くださ

販売されている店がありません︒
る所があれば︑名産品も買う事が

い︒

歳代女性︶

歳以上

気軽に行ける︑運動サークルを︒

夜のサークルもほしいです︒

ゆめりあの行事が少ないです︒

文化スポーツ

出来るし新十津川町の名前も︑も
歳代男性︶

っと知られると思います︒
︵

︵

います︒

ターで団体による活動が行われて

は︑スポーツセンターや改善セン

また︑夜の運動サークルとして

力増進室が利用できます︒

個人的な運動専用室として︑体

ん︒

ていますが︑夜の活動はありませ

活動の﹁ゆめりあ部会﹂を支援し

の町民を対象とした生きがい

ゆめりあでは︑概ね

50

す︒
︵

以前︑移動販売について検討
し︑運行経費と利用者数等の
見込みから︑移動販売車の運行は
現状では難しいとの結論になりま
したが︑現在︑高齢者や障がい者
の見守りの体制づくりに取り組ん
でおりますので︑その中で買い物

60

対策についても検討する予定です︒

る独身者の住宅に空きが少な

店がありますので︑利用してはい

アパート

いです︒滝川市でアパートを借り

います︒

ストアで季節限定ですが販売して

ミニトマトについてはピンネ農協

ネ農協ストアとくじら館で︑

お米とメロンについてはピン

町特産品

24 40

かがでしょうか︒

で︑アパートを増やすと良いと思
います︒
︵ 歳代男性︶
町では︑
平成 年度から︑
﹁共

60

このほか︑生しいたけ︑軟白ね

60

70

て通っている若者が多いと思うの

青葉団地
同賃貸住宅建設促進事業﹂を

17

実施し︑民間アパートの建設を促

5

30

