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教育委員会社会教育グループ　☎７６-４２３３問合せ

令和３年度 新十津川町青少年健全育成町民会議の概要

理　念

役　割

組　織

未来に夢を持ち　子どものしあわせなまちにしましょう
【町民憲章】

●青少年健全育成運動の啓発と雰囲気づくり
●青少年健全育成のつどいの実施
●青少年健全育成のための情報交換と研修
●青少年健全育成活動への支援と協力
●青少年健全育成の広報活動

○社会教育委員の会　○社会福祉協議会　○民生委員児童委員協議会
○行政区長会　○保護司会　○安全・安心推進協会　○スポーツ協会
○文化協会　○女性団体連絡協議会　○校長会　○青年協議会
○老人クラブ連合会　○新十津川小学校　○新十津川小学校ＰＴＡ
○新十津川中学校　〇新十津川中学校ＰＴＡ　○新十津川農業高校
○新十津川農業高校ＰＴＡ　○大和区 ○橋本区 ○みどり区 ○菊水区
○青葉区 ○中央区 ○文京区 ○弥生区 ○花月区 ○総進区 ○徳富区

事　業

●青少年健全育成のつどい
●町民会議だよりの発行（広報掲載）
●野外慈善ビールパーティー巡視
●健全育成ポスターの作成、配布
●青少年健全育成のための環境整備
●新入学児下校指導
●安全パトロール（小学校一斉下校時）
●不審者情報の発信（役員、理事への提供）
●町民会議役員・理事を対象とした研修会

６月 13 日
６、８、11、１、３月
７月 24 日
５月、11 月
随時
４月、8 月
９月 25・26 日
随時
11 月 10 日

新十津川町青少年健全育成町民会議

理事会の構成機関および団体

理事会を中心として全町民と連携して事業を行います。

理　事　会 事務局会議

中止

中止

総務課企画調整グループ　☎76-2131問合せ

　満足度が高い施策は、重要度についても高い傾向にあります。
　なお、重要度の１位は「除排雪体制の整備」で、満足度は 44 位（昨年 17 位）でした。今までのアンケー
ト傾向としては、大雪の年に順位が下がる傾向にあります。

　町では、毎年３月に 18歳以上の町民から 600人を無作為に抽出して「まちづくりに関するアンケー
ト調査」を実施しています。（回収率 47.3％）
　アンケートでは、町の好きなところ、自慢できるところや最上位計画である総合計画に基づき進め
ている 59施策について、重要度と満足度を評価いただきましたので、その結果をお知らせします。

まちづくりに関する町民アンケート結果

●町民の満足度が高い施策【上位５位】

●満足度の推移

●新十津川町の好きなところ・自慢できるところ【上位５位】

満足度
1 位

1位
H28 H29 H30 R1 R2

2 位

3位

4位

5位

6位

2位

3位

4位

5位

2位 疾病予防対策の充実

疾病の早期発見と健康管理

医療受診体制の充実

学校給食の充実

子育て支援の充実

2位

4位

8位

6位 得きっずカードの配付、子育て支援センターの運営

第３子以降給食費全額助成、地元産農産物の利用

高校生までの医療費無料

ワンコイン（500円）がん検診

妊婦・中学生以下インフルエンザ予防接種無料

重要度 施策名 令和２年度の主な取り組み
＜全 59施策＞

　満足度１位の「疾病予防対
策の充実」は、妊婦・中学生
以下のインフルエンザ予防接
種や 65 歳以上を対象としたイ
ンフルエンザ予防接種の助成
額増額が要因と考えられます。
　過去５年の経過を見ますと、
病気の予防や医療に関する項
目が上位を占めています。

　１位は今回も 10 年前の調査
でも「緑が多く、自然が豊か」
で、自然の豊かさが町の魅力
であることがわかります。ま
た、町では特に、子育て環境
と教育の充実に力を入れてお
り、10 年前に比べて順位が上
がっています。

疾病予防対策の
充実

疾病の早期発見と
健康管理

医療受診体制の
充実

学校給食の充実

アンケートでは 14項目中３つまで回答いただいています。

子育て支援の充実

順位 Ｈ23 項　　目
1 位
2位
3位

5位
4位

1位
4位
2位
6位
5位

緑が多く、自然が豊か
子育て・教育環境がよい
生まれ育ったまち・ふるさと
医療・福祉環境がよい
「ゆめりあ」などの公共施設が整っている
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