
「第６次広尾町まちづくり推進総合計画」（原案）

に対するまちづくり意見公募の結果【全体版】

募 集 期 間 令和２年６月２９日（月） ～ 令和２年７月２７日（月）

意 見 の 件 数 ３９件（１人） 意見の受取方法 郵送１人

No. 町民の意見の概要 該当箇所 町の考え方 原案の修正

１ あと何年ぐらいで道の駅の

計画ができそうなのか。高

規格道路が広尾市街まで

整備されないと難しいの

か。

重点プロジェク

ト①道の駅を創

るプロジェクト

重点プロジェクトは、前期５年（令和３年

度～）の間に着手することをめざすもので

す。プロジェクトを進めるにあたっては、産

業・経済などの関係機関からメンバーを

集めプロジェクトチームを組織して検討す

る方針としています。オープンの時期は、

実現に向けて順調に検討が進んだとして

も後期（令和８年度～）にずれ込む可能

性があります。高規格道路は、現在広尾

市街までの延伸に向けて要望活動を継

続していますが、事業化が決まり整備が

進められたとしても供用開始まで１０年程

度かかることが予想されますので、道の

駅の検討は先行して行う必要があると考

えます。（企画課）

なし

２ サンタランドの前に分かり

やすい看板がないので作

ってほしい。

重点プロジェク

ト③「サンタラン

ド」の魅力向上

プロジェクト

サンタランドの魅力を向上させるアイデア

として参考にさせていただきます。（水産

商工観光課）

なし

３ 延長保育の拡大と企業型

保育所の創設を考えてほ

しい。

重点プロジェク

ト④ひろお子育

て力向上プロジ

ェクト

延長保育については、プロジェクトの具体

的な方法の中に、「③病児保育や延長保

育など保育サービスの充実を図る」と記

載があります。企業型保育所について

は、地域や企業の皆さんとともに検討を

進めていくことができればと考えます。

（広報ひろお５月号「ご意見箱のコーナ

ー」に町の考えを掲載しています。）（子育

て支援室）

なし

４ 保育士間の人間関係を考

えてほしい。

重点プロジェク

ト④ひろお子育

て力向上プロジ

ェクト

保育士に限らず、職場の人間関係や仕

事を行う上での連携については、研修な

ども取り入れながら、個々の職員の力を

最大限に発揮する組織体制の構築に努

めています。（総務課、子育て支援室）

なし



No. 町民の意見の概要 該当箇所 町の考え方 原案の修正

５ 自然を楽しむ体験メニュ

ーも大切だが、フィットネ

スクラブとか体を鍛えるス

ポーツ施設が広尾町に少

ないので作ってほしい。

重点プロジェク

ト⑥「賑わいと

健康」創出プロ

ジェクト

「賑わいと健康」創出プロジェクトは、自然

体験を想定した健康増進の取組です。ご

意見にある（屋内の）トレーニング環境に

ついては、既存の青少年研修センターの

トレーニング室に加えて、施策３-２-①

「生涯学習と社会教育の推進」の具体的

な方法の中に、「総合型地域スポーツクラ

ブを設立する」とあり、幼少期からスポー

ツに慣れ親しむ体制を創出する中で、子

どもから大人までが基礎トレーニングを学

ぶ機会を確保し、日常的に体を鍛える環

境を整える考えです。（社会教育課）

なし

６ ５年、１０年先の広尾町の

将来を見据えて養殖漁業

に今以上に取り組むべ

き。

施策１-１-①水

産業の振興

広尾町において実施可能な養殖技術（海

面、陸上）があるのかどうか、継続して検

討していく必要があり、「資源管理型漁業

の推進」として計画に記載しています。

（水産商工観光課）

なし

７ フクハラに次ぐ大型ショッ

ピングモールを建設して

ほしい。（ＧＵ、ユニクロ

等）消費者の欲しい物が

広尾町に無い。（バリエー

ションが無い）

施策１-２-①商

工業の振興

大型店の誘致についての役場の考え方

としては、本社が町外にある大型店を誘

致しても町内の購買力（資金）が町外に

流れてしまうことになるため、町内の資金

を地域内で循環させるためには、町民に

はできるだけ町内（本店が町内にある）商

店で買い物をしてもらうよう消費喚起を促

進しています。また、その地域ならではの

街並みや商店街などを形作るのは、地域

に根付いた商店や飲食店であり、例示し

ていただいたような大型店やコンビニが

増えてしまうと、まちの特色が消え、都市

の縮小版のようなまちになってしまう可能

性があります。買い物の利便性を考える

と、ご提案のような品揃えが豊富な大型

店を求める気持ちは理解できますが、町

内商店の魅力や特色に磨きをかけ、競争

力を高める取組を商工会や事業者ととも

に進めていくことが大切であると考え、計

画にはそのような方向の具体的な方法を

掲載しています。（水産商工観光課）

なし
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８ サンタランドを全国の人に

知ってもらう為に、広尾サ

ンタランド振興委員会を作

っては。（アピールをして

多くの物を全国の物産展

に町をあげて売り込みに

行く。）

施策１-２-②観

光・サンタランド

の振興

目標と具体的な方法の中に、「サンタラン

ドを盛り上げる民間団体を育成する」とあ

りますが、これはサンタランドの価値や基

本理念を町民に再認識してもらうため、そ

の精神を多くの人に広めることを目的とし

たボランティア組織を想定しています。ご

提案のような「全国に向けてアピールす

る」という方向性とは少し異なりますが、

町民のサンタランドに対する熱が少し冷

めているという指摘を受けて、町民のサン

タランドに対する想いを再び高めるため、

町民による町民のための組織の結成を

支援していきたいという考えです。（水産

商工観光課）

なし

９ 外国人労働者の企業へ

の受け入れをもっと推進

すべき。

施策１-２-④雇

用・労働者対策

の推進

外国人の受け入れについては、現在、各

産業や企業で個別に取り組んでいます

が、町内を一元化した受け入れ体制の構

築を求める声もあります。商工会や産業

団体などとも協議を重ね、外国人を労働

者として積極的に迎え入れる体制を整え

ていく考えです。（水産商工観光課）

なし

１０ 求人情報を町のホームペ

ージに掲載しては。

施策１-２-④雇

用・労働者対策

の推進

９で回答した労働者の受入れ体制が整備

されれば、求人情報も一元化され、ホー

ムページなども活用した情報発信が可能

になると考えます。また、施策１-２-①「商

工業の振興」には、町内商店等の求人情

報を商工会が集約してあらゆる媒体で情

報発信を行うという内容も記載されていま

すので、働きたい方が手軽に情報を得る

ことができる取組を推進していくことが重

要と考えます。（水産商工観光課）

なし
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１１ フェリーの復活と推進に向

け、東京、大阪、苫小牧、

石巻間の定期航路の開

設をしてほしい。

施策１-２-⑤十

勝港の整備と

利活用の推進

定期航路の開設は現在の第５次まちづく

り推進総合計画にも掲げられており、何と

か実現したいと考えていますが、どのよう

なポートセールスが効果的であるかにつ

いても高規格道路の広尾市街までの事

業化の推進とともに考えていく必要があり

ます。「フェリーの復活」というご提案です

が、実現性を考慮するとフェリーにこだわ

らず、農産品などを移出する貨物船の誘

致を中心に取組を推進していく考えです。

（港湾課）

なし

１２ 出産祝い金の他に、他町

村に倣い子育てに必要な

物をプレゼントしては。

（例：ベビーカー等）

施策２-１-①子

育て支援の充

実

少子化を緩和するためのアイデアとして

参考とさせていただきます。（子育て支援

室）

なし

１３ 地域包括支援センターの

課の拡充と、ひとり暮らし

の人への相談窓口の創

設を検討すべき。（ひとり

暮らしの人以外の人も）

施策２-１-②地

域福祉の推進

住まい・医療・介護・予防・生活支援が一

体的に提供される「地域包括支援システ

ム」について、今後もより一層の充実を図

っていくことが大変重要と考えます。相談

体制については、この施策の具体的な方

法の中に、「３．相談支援体制を強化す

る。」とあり、「コミュニティソーシャルワー

カーを配置し相談支援体制を充実させ

る」と具体的に記載しています。（保健福

祉課）

なし

１４ 「老人」という言葉をなく

し、名前を変えては。（例：

パワフルクラブ）

施策２-２-①高

齢者・障がい者

福祉の充実

元気で行動的な高齢者（＝アクティブシニ

ア）には、老人という言葉は似合わないと

いう意見が多くあります。老人クラブの呼

称を変えるなど、元気な高齢者が集って

積極的に活動できる場をつくっていくこと

が重要と考えます。（保健福祉課）

なし

１５ 講師を招いて障がいにつ

いてのセミナーを開催し、

町民の理解を深めては。

施策２-２-①高

齢者・障がい者

福祉の充実

障がい者が地域社会の中にスムーズに

溶け込むためには、多彩な交流を重ねる

中で障がい者への理解を深めていくこと

が重要と考えます。また、障がい者の一

般就労を促進するためには、企業や事業

所、従業員（職員）が障がい者への理解

を深める必要があります。ご提案のセミナ

ーについては、目的を達成するための一

なし
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つの方法として参考とさせていただきま

す。（保健福祉課）

１６ 乳がん検診について、ク

ーポン券の発行、がん検

診の対象年齢の引き上げ

（４０歳以上→１５歳以上

にする。）、早期発見の為

の呼びかけなどを行って

は。

施策２-３-①健

康づくりの推進

乳がんの集団検診に適さない若年層に

対しては、自己検診の推奨と自覚症状が

ある場合の早期受診の重要性を啓発して

いく考えです。（広報ひろお５月号「ご意見

箱のコーナー」に町の考えを掲載してい

ます。）（健康管理センター）

なし

１７ 町立病院で出産や人工透

析をできるようにしてほし

い。

施策２-３-②地

域医療体制の

充実

産婦人科を作ることは難しい面が多々あ

りますが、例として白糠町では助産師を

町職員として採用し、産前産後ケアを行う

事業を始めました。こういう取組も参考に

しながら、安心して子どもを産み育てるこ

とができる環境を整えていきたいと考えま

す。（健康管理センター）

人工透析については、南十勝５町村で協

議し、各町村の財政負担により大樹町の

森クリニックを南十勝の人工透析医療の

拠点施設と位置付け開院した経緯がある

ため、当面はこの体制を維持する考えで

す。移動に係る交通費の助成も行ってお

り、計画では通院の負担を緩和する支援

を継続して行っていく内容となっていま

す。（保健福祉課）

なし

１８ 学校の授業が終わった後

に、児童がわからない問

題を先生が教えては。（放

課後勉強）

施策３-１-②小

中学校教育の

充実

すでに広尾小学校と広尾中学校では放

課後や長期休業に、希望者に対し補習的

な学習支援を行う取組を実施していま

す。成績下位層の底上げが課題であり、

家庭学習の定着とともに学力向上に向け

た取組として継続していきます。（管理課）

なし

１９ 広尾高校に部活動の有名

な先生を外部から招へい

しては。

施策３-１-③高

校教育への支

援と交流

広尾高校は道立高校なので、町が直接

教員人事に関わることができません。教

員人事については、担当教科のバランス

を考慮しなければならず部活動を主に考

えることは難しいとは思いますが、平成３

０年度に陸上部の指導で実績のある教諭

が広尾高校に着任し、指導レベルが格段

に向上した例があります。縁がありタイミ

なし
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ングがあえばレベルの高い指導者を教諭

として迎えることは可能と考えます。計画

では、外部指導者の招へいを選択肢に入

れるなど、総合的な高校の魅力化を図っ

ていく内容となっています。（管理課）

２０ 音楽の町～広尾をもっと

前面に出しては。防災の

面から見ても生涯学習セ

ンターのような施設は絶

対必要である。（財政が厳

しいに関わらず）

施策３-２-①生

涯学習と社会

教育の推進

生涯学習については、大規模集中型から

個別分散型への転換を図り、公共施設の

空きスペースや空き家・空き店舗の活用

も図りながら活動場所の確保を図る考え

です。また、文化活動の発表の場、芸術

鑑賞の会場などについては、児童福祉会

館では不十分（ステージが狭いことやバッ

クヤードが無いことなど）な場合がありま

すので、大規模なイベントについては、広

尾中学校や広尾高校の体育館を使用し

たり、大樹町の生涯学習センターを広域

利用したりなど、計画では今ある施設を

最大限に活かした活動形態とする計画と

なっています。（社会教育課）

なし

２１ 色々な物（落語、ロック、

吹奏楽等）に触れ合う為

にコンサートホールは必

要だと思う。

施策３-２-③芸

術文化の振興

なし

２２ 学芸員を採用しては。 施策３-２-④文

化財の保存、

継承

計画には、学芸員の採用は盛り込んでお

りませんが、町民のまちの歴史や文化財

への興味・関心を高める取組を展開し、

次世代に語り継いでいくことをめざす内容

となっています。博物館や図書館を学び

の拠点とし、理解を深めた町民を組織化

することで、より継続的な取組となるよう

進めていく考えです。（社会教育課）

なし

２３ ボランティア団体を結成し

ては。

施策３-２-④文

化財の保存、

継承

なし

２４ 認知症検査で１回でも引

っかかったら、免許を返納

してもらっては。

施策４-１-③交

通安全・防犯対

策の推進

免許返納を強制することはできませんの

で、施策４-２-①「道路整備・公共交通の

確保」の１０年後のめざす姿に掲げた「車

が無くても困らないまち」をめざし、公共

交通の利便性を高めていく考えです。（住

民課、企画課）

なし

２５ スーパーが音調津地区や

野塚・豊似地区に出向き、

訪問販売を行っては。

施策４-１-④安

心で便利な買

い物環境の整

備

今年からコープさっぽろが音調津地区な

どで移動販売車による訪問販売を行って

います。買い物の利便性向上という面で

は対象地域の方にとってはメリットが大き

いと思いますが、役場としては既存の町

内商店にも配慮しなければならないの

なし
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で、７の回答に記載したとおりの取組を進

めていく考えです。（水産商工観光課）

２６ 大型スーパーを本通にも

建設しては。

施策４-１-④安

心で便利な買

い物環境の整

備

７の回答と同様 なし

２７ 開発の裏の住宅のでこぼ

こ道（舗装されていない

所）を舗装してほしい。（道

がゆがんでいて危ない）

施策４-２-①道

路整備・公共交

通の確保

ご指摘の箇所は、令和２年度の予算で設

計を行い、令和３年度以降、複数年をか

けて工事を進める予定です。（建設水道

課）

なし

２８ 本通５丁目の公衆トイレ

が掃除されていなくて汚

い。町内の人に限らず、

町外・道外の人も使うた

め、しっかり毎日掃除して

ほしい。

施策４-２-③環

境衛生の向上・

資源リサイクル

ご指摘のようなことが無いよう、管理を徹

底して行います。（住民課）

なし

２９ 他市町村のように子ども

達が遊べるような遊具を

増やしてほしい。

施策４-３-②公

園・緑地など土

地の適正利用

町民アンケートによると子どもの遊び場に

対する満足度が低い結果となっています

ので、計画では新たな公園を整備すると

ともに既存の公園の使用環境の向上を

図る内容となっています。また、重点プロ

ジェクトの④ひろお子育て力向上プロジェ

クトにも記載していますが、子どもの遊び

場（屋外、室内）の整備に向けて子育て

中の町民の参加を得て協議を行う方針で

す。（企画課、住民課、建設水道課）

なし

３０ 街灯のデザインを町民公

募にして新しく役場で選ん

では。

施策４-３-③自

然環境の保全

と特色ある景観

づくり

景観デザインについて、町民公募を取り

入れるという手法は有効だと考えますの

で、参考とさせていただきます。（建設水

道課）

なし
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３１ 「町民の参加意識が低い」

とあるが、役場職員の考

えから既存概念を捨てて

ほしい。町民任せにする

のではなく、役場の人もも

っと考えてほしい。前例が

無いと何も出来ないという

のは無責任すぎる。もっと

役場の人も町の人に寄り

添って一緒に考えてほし

い。出来ないと言っている

ようでは、いつまで経って

も良い事は出来ない。

施策５-１-①町

民参加のまち

づくり

この施策は、主権者である町民がまちづ

くりに参加しやすい形をいかに作るかとい

う方向性でまとめられたものです。この施

策の「施策を進めるにあたっての役割」に

は、各主体の役割を示しており、町民の

役割の欄には、「まちづくりの「お客様」で

はなく、行動する「主体」としての意識を持

ち、まちづくりに積極的に関わる。」と記載

しています。町民や団体、事業者が役場

と一緒になってまちづくりを自分事として

考えることができるよう、きっかけづくりや

仕組みづくりを進めていきたいという考え

です。ご指摘の「町民任せにせず役場職

員がもっと考えて」や「前例が無いと何も

出来ない」、「もっと町民に寄り添って」な

どのご指摘については、町民の意見を丁

寧に聞く「広聴」と、役場が持つ情報をき

ちんとお伝えする「広報」が不十分である

ことが考えられます。町民からの要望事

項への対応は、役場の力だけで解決でき

ることと、他の団体や事業所などの理解

や協力を得ないと出来ないことなど多岐

に亘るため、各種調整が必要となる場合

が多くあります。実現までに時間を要する

場合、説明が不足すると「やる気がない」

ように見えてしまうことがあるかもしれま

せん。したがって、施策 5-1-③「広報・広

聴、情報公開の充実」にもあるとおり、町

民が意見を出しやすい環境を整えるとと

もに、あらゆる媒体を活用した情報発信

を強化し、町民との信頼関係を構築する

なかで、「開かれた町政」をめざすことが

求められています。（企画課）

なし
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３２ まちづくり意見公募の資

料の内容が難しいと思う。

誰にでもわかるように詳し

くまとめ直してほしい。

施策５-１-①町

民参加のまち

づくり

まちづくり意見公募の資料は、専門的な

内容の時は分かりにくいことがあるかもし

れません。出来る限り分かりやすい資料

の作成に努めていきたいと思います。今

回募集した「第６次まちづくり推進総合計

画」は、策定過程で広尾高校生に参加し

てもらったり、広尾中学校３年生と懇談し

たり、１０代の若い人たちの意見を反映さ

せるべく取り組んできました。今回の概要

版と計画原案の資料は、まちづくりの全

ての分野を包含しているためボリューム

が多くなっていますが、記載内容につい

ては中学生や高校生でも分かるような表

現に努めたので、じっくり読んでいただく

と、この先どういう方向性でまちづくりを行

っていくのかが分かってもらえると思いま

す。（企画課）

なし

３３ ひろお未来塾について、

良い事はすぐには出来な

いので、５年、１０年先の

広尾町を考える上でも継

続した方が良い。

施策５-１-②ま

ちづくり人材の

育成

概要版の８頁に「まちを学び、人を育て

る」というタイトルで、人材育成に関する１

４の事業を紹介しています。まちづくりの

推進力を発揮するのは何と言っても「人」

なので、あらゆる分野で活躍する人材を

育てる事業を展開する内容となっていま

す。（企画課）

なし

３４ （人材育成の）「ビジョンが

あいまい」とあるが、あい

まいなら、一からまた作れ

ば良いと思う。

施策５-１-②ま

ちづくり人材の

育成

概要版の８頁にまとめた各種人材育成事

業に共通することは、若い世代から地域

で活躍する世代までが、地元の事を深く

知り、自分の町のことを想って行動する

人（＝「活動人口」）を作っていくことです。

このことが新たなビジョンとして貫かれて

いるという考えです。（企画課）

なし

３５ 数年に一度の町民アンケ

ートを毎年実施し、１年に

４回実施すべき。また、抽

出調査を全数調査に変え

るべき。

施策５-１-③広

報・広聴、情報

公開の充実

平成３０年度に実施した 1,400 人を対象と

した抽出アンケートは約 120 万円の費用

が掛かりました。全数調査にして回数を

増やすとさらに多額のコストがかかるの

で、安易に回数を増やすことには慎重に

ならざるを得ません。そもそも目的は、町

民の意見を丁寧に確認する事なので、ウ

ェブサイトのお問い合わせフォームの活

なし
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用や、公共施設に設置したご意見箱への

投書、町内会を通じた要望の提出、町政

懇談会で意見を述べるなど、色々な方法

を組み合わせて効率的に町民の意見や

考えを聞く取組を推進する考えです。な

お、町民アンケートは、計画の各施策に

掲げた成果目標（５年後、１０年後）の達

成状況を確認するため、５年おきに実施

することが望ましいと考えます。（企画課）

３６ 「町の財政が厳しい事を

職員が認識していない。」

とあるが、財政が厳しいの

はどこの市町村も同じ。役

場職員のやる気がないの

では。

施策５-２-①効

果的・効率的な

行財政運営

３１の回答と同様 なし

３７ 若い町職員は、もっと上

の人に自分の意見を出す

べき。

施策５-２-①効

果的・効率的な

行財政運営

若い職員の意見や考えが役場の業務改

善や施策に活かされることはとても良い

事だと思います。風通しがよく、新しい事

に挑戦する気持ちが持てるような職場環

境になるよう努めます。（総務課）

なし

３８ 「行政改革に理解をしてい

ない人がいる。」とある

が、説明会をもっと増やし

てほしい。

施策５-２-①効

果的・効率的な

行財政運営

この施策には、「まちの財政を学ぶ勉強

会を開催する」とあります。また、施策５-

１-②「まちづくり人材の育成」には、「まち

を学ぶ講座」や「テーマを設定した集中講

座」などを盛り込んでいます。あらゆる年

代、あらゆる立場の町民や役場職員など

が、まちの現状やこれからのまちづくりに

ついて共に学んでいくことをめざす内容と

なっています。（総務課、企画課）

なし
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３９ 「移住促進の取組を継続

してきた。」とあるが、仕事

をリタイアした人など、い

ろいろな世代の人が年代

に関係なく広尾町に移住

してもらえるように、もっと

役場の人がプランを考え

アクションを起こしてほし

い。

施策５-２-②移

住・定住・交流・

関係人口の創

出

「もっと役場の人が」という考えが移住者

を受け入れる取組の輪が広がらない要因

となっています。移住希望者を仲間として

受け入れるのは町民一人ひとりであり、

町内会であり、商店であり、保育園や学

校などであります。役場の仕事としてだけ

ではなく、町に関わる多くの人が移住者を

受け入れるということを自分事として考え

行動していくことが重要と考えます。5-2-

②「移住・定住・交流・関係人口の創出」

の中の具体的な方法に「１．シーズンステ

イ志向の人に対する受入体制を構築す

る。」とあり、従来の移住体験の取組を拡

充して、短期の仕事をあっせんしたり、夏

休み期間に子どもを対象とした体験事業

を展開したりなど、広尾町の良さを体験し

てもらう取組を、役場を中心に産業・経済

団体、地域団体などがアイデアを出し合

い、一丸となって推進することにより、将

来的に移住を考える人が現れることを期

待しています。（企画課）

なし


