
 

町 長 副町長 課 長 主 幹 担 当 合 議 

      

別記様式第 4号 

会 議 等 結 果 報 告 書 

会議区分 会 議 ・ 打合せ ・ 協 議 
文書番号 第２８３号 

決裁期日 平成２５年１１月２８日 

名 称  住民会長との町政懇談会 

日 時  平成２５年１１月２２日(金)  午後１時３０分～午後３時３５分 

場 所  消防 2階大会議室 

出席者 

 住民会長23名 (別紙) 

理事者:向山町長・田中副町長・服部教育長 

課長職:北川総務課長他9名(別紙) 

事務局:町民生活課自治推進班：谷口主幹、広瀬主査 

 

内 容 

(司会) 田中副町長 

◎向山町長挨拶 

第２回町政懇談会に参集いただき、また日頃から町政推進にご支援ご協力を

賜り厚くお礼申し上げる。 

町では平成 26年度に向けて予算編成の準備を進めている。 

国においては、現在、臨時国会において米の生産調整の廃止と減反参加者に

対する補助金の見直しについて審議中であり、昭和４５年から実施している転

作制度は、減反協力者に対する交付金として 10 アール当り 15,000 円の交付額

を減額する法案が示され地方農業において厳しい状況である。 

今年１年を振り返ると、アベノミクスに象徴される経済施策は、地方まで経

済効果が及んでいる実感がなく、国は一極集中といった都市集中型の方向付け

がされている気がする。 

国は年末にかけ 5 兆円規模の経済対策を示しているが、その効果が地方まで

波及するよう国に届けていかなくてはならない。 

自衛隊関連では防衛力の長期指針となる新たな防衛計画が最終局面を迎え、

上富良野の町づくりの大きな柱である上富良野駐屯地の体制が維持されるよう

皆様の協力を賜り取り組んでいきたい。 

今年も年末のプレミアム商品券事業を行い町の経済活性化に繋がる取り組み

としたい。 



 

今日の懇談会が有意義な懇談会となりますようお願いしたい。 

                          (13時 36分) 

 

◎ 課長職挨拶 (１０月１日付 人事異動者挨拶) 

(13時 40分) 

【副町長より議事を進行】 

【議事】 

<議題 1> 空き家空き地情報バンクの周知について    

(説明者:総務課長より資料１に基づき説明)   

質疑なし                   (13時 45分) 

<議題 2> 農村部ブロ－ドバンド環境整備について    

(説明者:総務課長より資料 2に基づき説明)  

【質疑応答】 

日の出住民会長:個別受信機は必ず設置しなくてはならないのか。 

総務課長: 無線で受信するので個別毎の設置となる。 

副 町 長：来年度以降の整備となるが、インターネットに接続する場合は、住

宅側に受信機が必要である。 

市街地においては 11 月 15 日から光サービスを開始する、農村部

においては光サービスの整備予定はなく、現在ADSL方式の情報通信

環境である。行政としては市街地と農村部の格差を解消し、生活環

境の向上を図りたい。 

農村部ブロ－ドバンド環境整備の時期は記載していないが、実施

計画を策定中であり、市街地に遅れることなく農村部の整備を進め

たい。中継局設置については町有地を中心に設置していくが、通信

環境によっては私有地の境界等に設置となることから地権者の協力

をお願いしたい。 

日の出住民会長:１日も早い整備をお願いしたい。 

静修住民会長:月額使用料はいくらになるか 

副 町 長:加入戸数や支払方法によって料金が異なり具体的な金額について、明

確な回答はできないが、市街地の光ケ－ブルの費用と大差のない設

定を想定している。 

日新住民会長:無線の回線スピードはADSLと比べてどうなるのか。 

副 町 長:光ケ－ブルと遜色ないことが分かっている。 

ただ一本のケ－ブルに多くの方が利用する場合は速度が遅くなるが、

今のADSLよりスピードは早くなる。 

                         (13時 55分) 

議題 3 せわずき・せわやき隊への参加について 

 (説明者:保健福祉課長より資料３に基づき説明)  

質疑なし                     (13時 58分) 



 

議題 4 健康づくり推進のまち宣言の取組みについて 

 (説明者:保健福祉課長より資料 4に基づき説明)  

質疑なし                     (14時 5分) 

議題 5 平成 26年度住民自治活動推進交付金について 

 (説明者:町民生活課長より資料 5に基づき説明)  

質疑なし                                          (14時 10分) 

 

○ その他 

・プレミアム付商品券の利用促進について  

 (説明者:産業振興課長より資料６に基づき説明)    

質疑なし                                         (14時 15分) 

・農業委員会委員選挙人名簿の調製について  

(説明者:総務課長より資料７に基づき説明)   

質疑なし                    (14時 18分) 

・議会報告会について 

(説明者:議会事務局長より資料８に基づき説明)   

【質疑応答】 

旭住民会長:町内の学校について取り上げているが、主にどのようなことを聞

きたいのか。 

議会事務局長:学校に特定していない、町民の方から意見を頂きたい。 

旭住民会長:学校の統廃合のことについてなのか。 

議会事務局長:学校の統廃合に限らず、様々なご意見を頂きたいということで、

ご理解頂きたい。 

                            (14時 20分) 

・自治基本条例に関する町民アンケート結果について 

(説明者:町民生活課長より資料７に基づき説明)   

質疑なし                    (14時 30分) 

・防災計画の見直しについて 

(説明者:総務課長より説明)   

地域防災計画の見直しを進める上で、広く町民の方の意見を反映させるこ

とを目的に、住民を対象としたワーキングを来月計画している。住民会長さ

ん、自主防災組織の防災士さんの出席をお願いしたい。出席予定者は女性団

体や自衛隊、警察、商工会、農協、民生委員である。 

緑町住民会:防災士の講習会と別の開催か。 

総 務 課 長:別の開催である。              (14時 40分) 

 

 

 



 ○意見交換    

＜質疑応答＞ 

旭住民会長:上富良野高校の前の町道東２線道路であるが、例年、大雨の際は畑

から土が流出し道路側溝が埋没していたが、今年、町で流出防止対策を施

し改善された。 

ラベンダーロードのラベンダーが枯れており更新の時期である。苗も密

集し維持管理が困難であることから、更新する際には考慮して頂きたい。 

管理者は土木現業所であるが予算を計上し整備を進めて頂きたい。また、

整備方法の一つとして、町民の方やボランティアの協力を得ながら進める

方法も検討するべきである。 

毎年、町道の一斉清掃を実施しているが、個人宅の生垣の枝が伸び道路

側溝の上にかかっている所もあり、所有者に対して町内会から中々言えな

いので、町道管理の範囲で所有者に連絡して頂きたい。 

建設水道課長:町道東２線道路については、今後も土砂が流出した場合には早急

に対応していきたい 

ラベンダーロードの管理の部分については、北海道旭川建設管理部富良

野出張所の管理施設である。日常的な管理は、富良野出張所と協定を締び、

町が苗の更新や管理をしている。ご指摘があった区間は、一番最初に施工

した箇所で植える際に密植していることから枯れるのも多く、草取りも十

分できない状態である。 

平成２３年度に旭川建設管理部富良野出張所で一部の苗を更新したが

育ちが悪い。 

植栽状態を確認し、来年の予算の範囲で東４線から町側に向けて、町にお

いて苗の補稙を実施したい。 

民有地の生垣の枝については住民会長から町の担当へ通報いただくか、

道路パトロ－ルで状況を把握し、町から地権者に連絡を取り対応する。 

旭住民会長:宜しくお願いしたい。             (14時 45分) 

東明住民会長:予約型乗り合タクシーについてだが、高齢者に対する運転者の接

遇の悪さが聞こえるので、高齢者に優しい接遇をお願いしたい。 

除雪委託業者の技術力が向上するよう十分指導して頂きたい。 

総 務 課 長:高齢者に対する接遇について十分注意喚起を行っていく。今後ご

指摘等がありましたら連絡頂きたい。 

建設水道課長:除雪を全面委託し２年目を迎える。昨年はオペレ－ターが初めて

の路線のため不慣れであり路面の状況把握も充分でなかった。今年は委託

業者に雪のない時点から障害物を事前に把握するよう指導し改善を図って

いるのでご理解頂きたい。 

本町住民会長:大雨時に日の出公園側から流れる雨水等を処理する水路は、本町

５丁目と６丁目の境界にある水路１本で、宮町自衛隊官舎側から本町４丁

と５丁目に向って流れる雨水については道路排水だけであり、大雨の際は



排水処理能力を超えて道路に流出する。 

過去に建設水道課と水路の施工について協議したが、私有地の関係で難

しいとの回答だった。排水処理について対処して頂きたい。 

副町長:平成２２年から平成２５年の４年間、集中豪雨により被害を受けてい

る。本町地区を含む５か所の排水路については、簡易的な整備でなく抜本

的な整備が必要であることから、北海道に事業採択されるよう計画を進

め、来年度には一部設計費が予算付けされている。 

工事施工は平成２７年以降になるが、今後の排水路整備計画に目途が付

いてきたことでご理解頂きたい。 

緑町住民会長:平成２３年度から町と公園緑地等維持管理を締結し実施してい

る。町から助成金を受け草刈機を購入したが、予算の関係で安価な草刈機

を購入したため２年で故障した。そのため、町からの交付金を充当し、高

齢者事業団に公園の維持管理をお願いし実施したが、維持管理費の部分で

は平成２４年度と平成２５年度の２年間で２万円の赤字が続いており、さ

らに防災事業を進めて行く上で平成２５年度も赤字が出てしまう。 

来年度以降、高齢者事業団が引き受け出来ない状況となった場合は、新

たに２台の草刈機を購入しなくてはならない。 

自治基本条例にある、自助・共助・公助の部分から考えると実施したい

が、赤字続きになる場合は来年の公園維持管理の受託について、各町内会

と検討しなくてはならない。 

副町長:他に受託されている町内会で、このような状況はありますか。 

赤字になるまでお願いすることは出来ない、実態に即した積算方法で

見直しをしたい。 

あくまでも経費削減が目的ではなく、自ら管理をすることで自分達の

公園であるいうことを自覚して頂き、地域課題の解決のきっかけづくり

いうことで、ご理解頂きたい。 

建設水道課長:住民会と公園緑地等維持管理を締結し、初年度に必要な機材を購

入している。購入実態を伺うと７万円相当の機材を購入している住民会

もある。 

機材等の故障等、詳しい状況について個別に相談をして頂きたい。 

東中住民会長:道道上富良野旭中線の歩道改修工事を３年前から実施している。 

道路排水の流入防止のため、取付け道路にアスファルトにより段差を施し

ているが、この段差で生じる振動により、トラックの荷台からもみ殻が落

ちるので検討して頂きたい。 

除雪関係であるが、東７線北１８号の水門(ゲートバルブ)が、昨年の除

雪作業で押し倒されたまま放置されているので修繕して頂きたい。また女

性の独居老人が増えており自宅の前の除雪を丁寧にして頂きたい。 

それと東中倍本地区の佐藤川の土砂上げをして頂きたい。 

もう一点、例年、北１５号にある共同墓地地蔵祭及び無縁仏供養法要に



ついて中富良野町の世話人から案内が届き住民会長が出席している。 

上富良野町側は欠席のため、町担当者からご香料を預かり住民会長が届け

ている。供養法要が終了後、中富良野町の世話人から、上富良野町のご香料

が２年前から減額となっていると聞かされた。減額について町からの説明も

なく理由も知らされていない。 

この件については住民会長が負うべきものではなく、中富良野町と共同利

用であることから、墓地利用個数等を把握するなど中富良野町と調整し、こ

れからは町の担当者が法要供養に出席して頂きたい。 

                             (14時 13分) 

副町長:道道旭中上富良野線については、所轄する旭川土木現業所富良野出張所

に地先の意向を伝える。 

また、独居老人宅の除雪体制の整備については、除雪の技術も含めて体制

を整え、個々の入り口については住民の方の協力を頂きたい。 

建設水道課長:道道旭中上富良野線の取付け道路の段差については、旭川建設管

理部富良野出張所の担当から住民会長に説明をさせて頂きたい。水門の件、

佐藤川の土砂上げについても、町の担当職員から住民会長を通じ現場確認さ

せて頂きたい。 

副町長:中富良野町との共同墓地の関係は担当している保健福祉課を通じ、住民

会長に経過報告させて頂きたい。 

東中住民会長:宜しくお願いしたい。 

江幌住民会長:トラシエホロカンベツ川の敷地内にある雑木が、橋の高さまで達

し、洪水時には流れを妨げる恐れがあるので伐採をお願いしたい。 

建設水道課長:河川区域により管理者が異なるので現地を確認させて頂きたい。 

江幌住民会長:宜しくお願いしたい。 

島津住民会長:町道西１線仲道路の舗装を要望してから２０年が経過し今年で

完了となる。町道東２線北２２号から北２１号までの区間と、町道西１線北

２０号から北２１号の区間の町道が舗装されていないが、今後計画はあるの

か。 

また、国道２３７号線と町道基線との交差点の感知式信号機だが、上富良

野から富良野に向う信号機の感知式センサーは停止線上にあり、停止線を超

えないと感知しない状態であるので、センサーの位置について検討して頂き

たい。また反対側の停車線付近は道路勾配が傾斜のため、車両が停止線の手

前で止まる場合もあるので、こちらのセンサーの位置も検討して頂きたい。 

また、高規格道路富良野道路の計画でインターチェンジやサービスエリア

の設置要望は出来ないのか。町の地域経済を活性化させるためにも要請して

頂きたい。 

もう一点、吹上露天の湯の記事が広報に掲載されていたが、仮設テントの

脱衣所ではなく、女性も安心して入浴できるような脱衣施設の整備をお願い

したい。また他の町では浴衣を貸し出している市町村もある。国立公園の関



係もあるが、一人でも多くの方が利用できるよう検討して頂きたい。 

 

副町長:高規格道路富良野道路の関係だが、上富良野以北の調査はこれからで、

現在、一部の区域で着工され中富良野まで用地買収が進んでいる状況である。 

上富良野町は過去に十勝岳噴火による泥流被害で国道が閉鎖されたこともあ

り防災対策用として早期に整備して頂くよう要望している。 

インターチェンジ等の設置要望については、上富良野町に誘導する路線と

設置個所についても要望していきたい。 

吹上露天の湯の脱衣場の関係だか、国立公園敷地内の作工物設置について

は国の法律で規制されていることからご理解頂きたい。 

島津住民会長:他の町では、国立公園敷地内に脱衣の際に周囲から見えない程度

の簡易的な脱衣施設を設置している。 

副町長:引き続き検討していきたい 

建設水道課長:ヌッカクシ富良野川と富良野川の河川敷に係る道路の整備だが、

町道部分が堤防の本体や河川敷地であり課題となっている。引き続き検討さ

せて頂きたい。 

国道２３７号線と町道基線の交差点の信号機については、旭川方面公安委

員会の管轄であるので、富良野警察を経由し連絡する。 

島津住民会長:宜しくお願いしたい。 

西富住民会長:各小中学校から学校だよりを住民会長あてに配布され、各町内会

で回覧しているが、住民会長に送る費用があれば、毎月の広報と合わせて配

布するよう検討して頂きたい。 

町民生活課長:検討させて頂きたい。 

西富住民会長:宜しくお願いしたい。 

 

副町長: 来年 1 月末の懇談会においても情報提供させて頂き、住民会長さんか

らの意見を頂きたい。 

引き続きご協力とご支援をお願い申し上げ、お礼のご挨拶とさせていただ

きたい。 

 

≪閉会≫                         (15時35分) 

 

 

 

 

 

 

 

 


