
平成 27 年度 市町村職員道内先進事例研修 
 

 実施報告・研修レポート  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公益財団法人北海道市町村振興協会 

美幌町 

地域関係者の連携による宅配・便利サービスの取組 

足寄町 

高齢者の退院後の在宅生活を町が積極的にコーディネート 

市街地を循環するコミュニティバス（通称「あしバス」）の取組 

当麻町 

ウェブを活用した広報活動の取組 

地元木材の利活用による林産業の活性化と定住促進の取組 

鷹栖町 

住民同士の助け合い・支え合いによる買い物弱者対策 



 平成２７年度「市町村職員道内先進事例研修」の概要  
 

１ 目的 

  個性豊かな地域づくりや行政課題の解決等に向けた取組を行っている道内市町村等の先進事例

を学ぶとともに、訪問先や地域リーダーとの交流を通じ、分権型社会における市町村職員の資質向

上や人材の育成を図り、活力ある地域づくりの推進に資することを目的とする。 

２ 日程 

平成２７年１０月１９日（月）～２１日（水） ３日間 

３ 研修先及び研修テーマ 

 （１） 当麻町 

     テ ー マ：① ウェブを活用した広報活動の取組 

② 地元木材の利活用による林産業の活性化と定住促進の取組 

     日  時：平成２７年１０月１９日（月） １５：００～１７：００ 

     場  所：当麻町役場（当麻町３条東２丁目１１番１号） 

     講  師：① 当麻町まちづくり推進課広報係長 弘中 芳春 氏 

          ② 当麻町建設水道課専門監 菅野 敏夫 氏 

 （２） 足寄町 

     テ ー マ：③ 市街地を循環するコミュニティバス（通称「あしバス」）の取組 

④ 高齢者の退院後の在宅生活を町が積極的にコーディネート 

     日  時：平成２７年１０月２０日（火） １０：００～１２：００ 

     場  所：足寄町役場（足寄町北１条４丁目４８番地１） 

     講  師：③ 足寄町総務課企画財政室主任 大風 圭介 氏 

④ 足寄町福祉課総合支援相談室主任 寺本 圭佑 氏 

     施設見学：高齢者等複合施設「むすびれっじ」（足寄町北２条４丁目４１） 

 （３） 美幌町 

     テ ー マ：⑤ 地域関係者の連携による宅配・便利サービスの取組 

     日  時：平成２７年１０月２０日（火） １５：００～１７：００ 

     場  所：美幌経済センター（美幌町字仲町１丁目４４番地）  

     講  師：（同）びほろ宅配・便利サービスプロジェクト代表社員 長岡 敬幸 氏 

（同）びほろ宅配・便利サービスプロジェクト職員 中西 明美 氏 

美幌商工会議所専務理事  横山 清美 氏 

美幌町経済部長 矢萩  浩 氏 

美幌町商工労政担当主事 佐藤 茂樹 氏 

     施設見学：旭団地公営住宅（美幌町字稲美１０５） 

 （４） 鷹栖町 

     テ ー マ：⑥ 住民同士の助け合い・支え合いによる買い物弱者対策 

     日  時：平成２７年１０月２１日（水） １３：００～１５：３０ 

     場  所：サンホールはぴねす（鷹栖町南１条３丁目２番１号） 

     講  師：鷹栖町健康福祉課長 新田 伸幸 氏 

鷹栖町健康福祉課地域福祉係長 山田 貴士 氏 

鷹栖町社会福祉協議会係長 梅澤 美幸 氏 

４ 行程 

  「平成２７年度 市町村職員道内先進事例研修 行程表」のとおり 

５ 研修参加者 

  市町村職員２０名、事務局（北海道市町村振興協会）２名  計２２名 

  参加者の所属等は「平成２７年度 市町村職員道内先進事例研修 参加者一覧表」のとおり 



 

１日目 12:10 ホテルポールスター札幌／集合（札幌市中央区北4条西6丁目）

10月19日
(月） 14:20

研修Ⅰ　当麻町

15:00 研修：当麻町役場（当麻町3条東2丁目11番1号）

17:00 研修終了

18:00 宿泊

　　　

２日目 7:30 宿泊施設発

10月20日
（火）

9:50 研修：足寄町役場（足寄町北1条4丁目48番地1）

11:40 施設見学：高齢者等複合施設「むすびれっじ」（足寄町北2条4丁目41）

12:00 研修終了

↓

12:10 昼食 ・道の駅あしょろ銀河ホール21

↓ （足寄町北1条1丁目3番地）

14:45 施設見学：旭公住（美幌町字稲美105）

15:40 研修：美幌経済センター（美幌町字仲町1丁目44番地）

17:00 研修終了

17:20 宿泊 ・美幌グランドホテル

（美幌町字栄町2丁目）

18:00 意見交換会 ・とまり木

（美幌町字東1条北1丁目16）

３日目 8:30 宿泊施設出発

↓

10月21日 12:00 昼食 ・大八食堂

(水） ↓ （鷹栖町北1条1丁目2-3）

13:00 研修Ⅳ　鷹栖町

研修：サンホールはぴねす（鷹栖町南1条3丁目2番1号）

15:30 研修終了

↓

16:00 JR旭川駅／解散

18:10 JR札幌駅（北口）／解散

↓

18:25

↓ （鷹栖ＩＣ　→　札樽道札幌北IC）

ホテルポールスター札幌／解散（札幌市中央区北4条西6丁目）

【④高齢者の退院後の在宅生活を町が積極的にコーディネート】

研修Ⅲ　美幌町
【⑤地域関係者の連携による宅配・便利サービスの取組】

【⑥住民同士の助け合い・支え合いによる買い物弱者対策】

（上川町層雲峡温泉）

↓ （上川町　→　R39・R273・R241　→　足寄町）

研修Ⅱ　足寄町
【③市街地を循環するコミュニティバス（通称「あしバス」）の取組】

JR旭川駅／集合（旭川市宮下通8丁目3番1号）

↓ （旭川駅　→　当麻町）

【① ウェブを活用した広報活動の取組】
【②地元木材の利活用による林産業の活性化と定住促進の取組】

・層雲峡温泉　朝陽リゾートホテル

平成２７年度　市町村職員道内先進事例研修　行程

日程 行程

↓ （札樽道札幌北ＩＣ　→　道央道札幌JCT　→　旭川鷹栖ＩＣ）　



 

区分 市町村名等 所属 職名 参加者氏名
ﾚﾎﾟｰﾄ
担当

団長 北海道市町村振興協会 事業推進担当 参事 三上　和己 －

歌志内市 総務課広報情報グループ 主事 平沼　達也 ①

長沼町 教育委員会学校教育課 主事 髙田　和孝 ③

雨竜町 教育委員会教育課教育グループ 主任 工藤　祐馬 ①

岩内町 企画経済部企画産業課 主事 井田　祐介 ③

岩内町 企画経済部企画産業課 主事 日野　陽平 ⑥

赤井川村 建設課建築係 主任 工藤　徳真 ④

伊達市 市民部保険医療課国民健康保険係 係員 佐藤　潔明 ②

豊浦町 総合保健福祉施設福祉係 主事 小野　恵 ⑤

むかわ町 町民生活課税務グループ 主事 福田　奈津美 ⑥

様似町 総務課企画財政係 主査 織田　貴裕 ①

士別市 保健福祉部健康長寿推進室介護保険課 主事 髙橋　圭 ④

士別市 保健福祉部健康長寿推進室介護保険課 主事 齊藤　太成 ⑥

東神楽町 教育委員会教育推進課 主任 郡司掛　智史 ⑤

上富良野町 保健福祉課高齢者支援班 主事 堀川　貴司 ④

和寒町 住民課 主事 大川　恭平 ②

滝上町 保健福祉課保険係 主事 村田　俊裕 ②

士幌町 産業振興課産業振興グループ 主任 渡邊　和香 ⑤

本別町 農林課林務・耕地整備担当 主事 鈴木　譲 ⑤

厚岸町 保健福祉課地域包括支援係 社会福祉士 森村　佳太 ⑥

別海町 福祉部介護支援課 主事 髙橋　欣也 ③

事務局 北海道市町村振興協会 事業推進担当 主査 佐藤　裕希 －

団員

※研修レポートは、６つの研修テーマの中から担当テーマを決めて執筆しています。
　レポート執筆担当の区分
　①当麻町（ウェブを活用した広報活動の取組）
　②当麻町（地元木材の利活用による林産業の活性化と定住促進の取組）
　③足寄町（市街地を循環するコミュニティバス（通称「あしバス」）の取組）
　④足寄町（高齢者の退院後の在宅生活を町が積極的にコーディネート）
　⑤美幌町（地域関係者の連携による宅配・便利サービスの取組）
　⑥鷹栖町（住民同士の助け合い・支え合いによる買い物弱者対策）

平成２７年度　市町村職員道内先進事例研修　参加者一覧表



 研 修 先 の 概 要  
 

 研修Ⅰ  当麻町 

① ウェブを活用した広報活動の取組 

町広報誌のほか、ホームページ、フェイスブック、ユーチューブなど、さまざまな媒体で町

の魅力を発信している。各ツールの特性を踏まえ、タイミング良く適切な内容が投稿されてい

ることが評価され「平成２７年全国広報コンクール（ウェブサイト町村部）総務大臣賞」を受

賞した。特にユーチューブは、「マチづくりに笑激を与える！」をキャッチフレーズに、町職

員が出演しローカル情報を発信したり、町民にアイディアを募ったりするユニークな取組。自

治体の情報発信について、各媒体の特性や発信方法の工夫などについて学ぶ。 

② 地元木材の利活用による林産業の活性化と定住促進の取組 

当麻町では、町の総面積の６５％を占める森林を活用するため、積極的に公共施設に町産材

を活用している。この取組が評価され、平成２５年には当麻町公営住宅駅前団地が国土交通大

臣表彰、平成２６年には当麻町公民館「まとまーる」が林野庁長官表彰を受賞した。また、町

内に戸建住宅を建築する際に町産材購入費を補助する制度を創設。住宅政策と手厚い補助支援

を両輪に、定住人口の増加を目指している。 

 

【当麻町基本データ】 

  人口：６，８０１人（平成２７年９月３０日現在の住基ネット人口） 

  面積：２０４.９０ k㎡（平成２６年１０月１日現在、国土地理院公表値） 

  １５歳以上就業者総数：３，４２４人（平成２２年国勢調査、以下同じ） 

  第１次産業人口：１，０４８人 

  第２次産業人口：５７１人 

  第３次産業人口：１，７９４人 

  ０～４歳人口：１８８人（平成２７年１月１日現在の住基人口、以下同じ） 

  １５～２９歳人口：７１９人 

  ６５歳以上人口：２，６１６人(高齢化率３８．３％) 

 

 研修Ⅱ  足寄町 

③ 市街地を循環するコミュニティバス（通称「あしバス」）の取組 

足寄町では、山間部に住家が点在している為、高齢化の進展により自由な移動手段を持たな

い町民にとっての「交通の確保」が大きな課題となっていた。そこで、アンケート調査や聞き

取り調査を実施し、市街地を循環するコミュニティバス（通称「あしバス」）の実証実験を行

い、平成２６年１０月１日から本格運行を開始している。運行開始から１年経過した「あしバ

ス」の取組について学ぶ。 

④ 高齢者の退院後の在宅生活を町が積極的にコーディネート 

足寄町では、町内の高齢者が入院した際に町職員が病院を訪ね、退院後の生活支援に向けた

相談を行う「先制的訪問相談支援」に取り組んでいる。町が退院後の在宅生活を積極的にコー

ディネートすることで、高齢者の不安解消や特別養護老人ホームの入居待機者の減、さらには

家族の負担軽減を図ることで、高齢者福祉の向上に結び付けている。 

また、平成２５年から２６年にかけて、高齢者等複合施設「むすびれっじ」を開設。地域交



流施設や認知症高齢者グループホーム等を一体的に整備したもので、中でも、「生活支援長屋」

は、病院を退院して自宅へ戻る前や農繁期や冬期間、家族や住宅の事情で一時的に生活する施

設で、柔軟な使い方が可能な施設として注目を集めている。  

 

 【足寄町基本データ】 

  人口：７，２５７人（平成２７年９月３０日現在の住基ネット人口） 

  面積：１，４０８.０４k㎡（平成２６年１０月１日現在、国土地理院公表値） 

  １５歳以上就業者総数：３，８２７人（平成２２年国勢調査、以下同じ） 

  第１次産業人口：１，０２７人 

  第２次産業人口：５９３人 

  第３次産業人口：２，１７８人 

  ０～４歳人口：２２９人（平成２６年１月１日現在の住基人口、以下同じ） 

  １５～２９歳人口：７５６人 

  ６５歳以上人口：２，６７７人(高齢化率３６.３％) 

 

 研修Ⅲ  美幌町 

⑤ 地域関係者の連携による宅配・便利サービスの取組 

美幌町では、車を持たない高齢者の「買い物が不便」との声に、美幌町、美幌町社会福祉協

議会、美幌商工会議所などの関係機関が「高齢者等買い物支援協議会」を設置した。平成２４

年度から商工会議所が中心となって宅配サービスを開始し、一層の取組強化のために平成２６

年度に法人化した。町内の加盟店の商品等を代行して宅配するサービスのほか、便利サービス

として「銀行への振込み」や「香典の持参代行」など、さまざまな便利サービスを提供してい

る。「スマッピー宅配・便利サービス」の成果・課題等について学ぶ。 

 

 【美幌町基本データ】 

  人口：２０，６１０人（平成２７年９月３０日現在の住基ネット人口） 

  面積：４３８.４１ k㎡（平成２６年１０月１日現在、国土地理院公表値） 

  １５歳以上就業者総数：１０，５２４人（平成２２年国勢調査、以下同じ） 

  第１次産業人口：１，６４５人 

  第２次産業人口：２，１０７人 

  第３次産業人口：６，５００人 

  ０～４歳人口：７５５人（平成２６年１月１日現在の住基人口、以下同じ） 

  １５～２９歳人口：２，６０６人 

  ６５歳以上人口：６，４９５人(高齢化率３１.１％) 

 

 研修Ⅳ  鷹栖町 

⑥ 住民同士の助け合い・支え合いによる買い物弱者対策の取組 

鷹栖町では、平成２５年３月に実施した住民アンケート結果で、「地域生活の中で不便に感

じることは」との設問に「買い物に対する不安」が１位との結果が出た。このような中で平成

２６年３月には、町内中心部唯一のスーパーが閉店。そこで、鷹栖町は、住民同士の助け合い・

支え合いによって買い物問題を解決すべく、町社会福祉協議会に事業を委託。平成２６年４月

「買い物支援センター」を立ち上げ、相談からコーディネートまで全てを集約した。この「買

い物支援事業」は、「御用聴きサポーター」が利用者宅へ訪問し、注文を聞き取り、地元の商

店が配達を行うもの。サポーターによる戸別訪問は、高齢者などの安否確認や話し相手を務め

る役割も担っている。開始して１年半が経過した「買い物支援事業」の取組について学ぶ。 



 

 【鷹栖町基本データ】 

  人口：７，２１８人（平成２７年９月３０日現在の住基ネット人口） 

  面積：１３９.４２k㎡（平成２６年１０月１日現在、国土地理院公表値） 

  １５歳以上就業者総数：３，４７１人（平成２２国勢調査、以下同じ） 

  第１次産業人口：７２６人 

  第２次産業人口：４７９人 

  第３次産業人口：２，２４７人 

  ０～４歳人口：２２６人（平成２６年１月１日現在の住基人口、以下同じ） 

  １５～２９歳人口：７５６人 

  ６５歳以上人口：２，１６５人(高齢化率２９.８％) 
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 研修Ⅰ             当 麻 町 

① ウェブを活用した広報活動の取組 

 

■ 当麻町の概要について 

様似町総務課企画財政係 主査 織田 貴裕 

１ 当麻町の概要 

当麻町は、明治２６年に広島・山口両県などから屯田兵が入植し、開拓された町である。町名は

アイヌ語の「ト」（湖沼）、「オマ」（に入る）、「ナイ」（川）に由来。ナイが落とされ、現在

の読み方になった経緯は不明である。北海道のほぼ中央の上川管内に位置し、上川町・愛別町・比

布町・旭川市に隣接している。大雪山連峰を望み、豊かな森林と肥沃な大地に恵まれており、農林

業を基幹産業として発展し、北海道でも有名な米どころとなっている。 

基幹産業である農業においては、全道トップブランドとして君臨している「当麻米」をはじめと

して、全国に名を響かせている「でんすけすいか」がある。昭和５９年、米に代わる転作物の必要

性を感じていた当時の若者が栽培をはじめたことがきっかけで、全国に誇るブランドスイカとなっ

ている。また、町全体の約６５％を森林が占めており、林業においては「木材の地産地消」に積極

的に取り組んでいる。当麻産木材を９０％以上使用した公共施設など、「木材の地産地消」を通じ

て、さらなる林業の発展を推進している。 

２ 研修先への訪問を通じて学んだこと 

様似町は面積約３６４㎢、人口４，６７５人の日高管内東部に位置する町である。人口規模を比

較してもやや小さく、基幹産業は水産業ということで類似点はそう多くない。しかし、広報活動と

いう点からは、基幹産業や立地に限らず、当町においても活用できる部分がある。 

当麻町では、少ない人員体制の中、効率的に町の話題を拾い、フェイスブックに掲載している。

また、広報誌に掲載するネタ、フェイスブックに掲載するネタの棲み分けを適度に行っており、情

報発信の頻度を高くし、目に触れる回数を増やしている。ホームページに関しては、各担当が更新

できる体制を整え、こちらも発信の頻度を高めている。これらの取組が評価され、「平成２７年全

国広報コンクール（ウェブサイト町村部）総務大臣賞」を受賞している。 

当町においても、各職員やツールの特性を理解し、上手に活用していくべきである。 

 

 

 

 

 



■ ホームページとユーチューブの活用 

雨竜町教育委員会教育課教育グループ 主任 工藤 祐馬 

１ ホームページの充実 

  当麻町は、自治体の優れた広報活動を表彰する全国広報コンクールにおいて、総務大臣賞を受賞

した。対象となったウェブサイト部門において、受賞の決め手となった媒体の１つが当麻町のホー

ムページである。シンプルでわかりやすく、他の媒体（フェイスブック・ユーチューブ）とも連動

している点などが評価された。 

運用面においても、ＣＭＳ（Content Management System）を活用し、広報担当課以外の職員で

も簡単に記事の発信・更新を行うことができる。実際に更新画面を見せていただいたが、たとえ知

識がなくても手軽に更新作業ができるものと感じた。 

２ ユーチューブチャンネルの活用 

  ユーチューブの活用もコンクール受賞の大きな要因となった。 

当麻町では「当麻町ニュース」、「イベント情報」、「笑激バラエティ」、「でんすけくん」と

大きく４つのチャンネルが設けられていて、特に当麻町ニュースチャンネルでは、旭川市のケーブ

ルテレビでも同様の映像が放送されるなど知名度は高い。もちろんホームページにも動画がリンク

され、町広報活動において必要不可欠なツールの１つとなっている。 

３ 研修先への訪問を通じて学んだこと 

当麻町のように広報活動を充実させることは、今後のまちづくりにおいて重要な役割を担うと考

える。特に雨竜町のような小さな町であればあるほど、小規模であるがゆえにどうしても発信力が

弱くなる傾向にある。当麻町のように可能なツールを最大限利用し、発信力を高めていかなければ

ならない。残念ながら当町においては、町ホームページを開設しているのみで、その内容も乏しい

と感じている。閲覧者からは見づらいとの声も聞かれ、必要な情報を探すことが困難だという指摘

も受けている。また編集する立場の町にとっても、各担当にて記事を更新できる体制を整えてはい

るものの、ほとんど更新がないか、あっても情報担当からの促しによるものである。「見られる立

場」として、もっと職員の意識を変えていかなければならないと感じた。 

そういった見地から、今回の研修の事例は、広報活動の充実を目指す（特に小規模な）町におい

ては、非常に有意義なものであった。上記の手法に加え、フェイスブックを活用した広報活動を進

めていきたい。 

 

 

■ フェイスブックの利活用について 

歌志内市総務課広報情報グループ 主事 平沼 達也 

１ フェイスブックの利活用について 

  当麻町ではホームページを１週間に１度、フェイスブックを１日１度必ず更新し、新鮮な情報を

届けることによって「今回はどんな内容があるか」と閲覧者に興味を持たせることに成功している。



フェイスブックに投稿している内容は広報紙に掲載する前の記事や、イベント当日の情報などであ

る。投稿するネタがなくなってしまうことが考えられるが、普段の何でもないことをネタにする工

夫によって毎日更新を可能にしている。閲覧数が増える工夫として、子どもの写真を掲載すると反

響が大きく、閲覧数も大きく上がること、また、土・日・祝日は閲覧する人が多くなる傾向がある

ことなどがある。特にお知らせしたい情報は、こういった工夫をすると効果的に伝えることができ

る。取材に行くときは、カメラ・タブレット・ビデオカメラを持って行き、休日に取材したイベン

トなどの情報はタブレットですぐフェイスブックに掲載することによって、閲覧者がイベントに訪

れてくれることがある。 

  行政が行っていることは難しいというイメージから、市が取り組んでいることをホームページ等

に掲載しても見てくれない方が多いが、「でんすけくん」や「りゅうたくん」など、親しみやすい

キャラクターを使用した広報活動により、行政を身近に感じてもらえるような工夫がされている。 

２ 研修先への訪問を通じて学んだこと 

  スマートフォンが普及し多世代にわたってインターネットを利用する現代で、当麻町はそれを利

用して効果的に情報を伝えることができる基盤ができていると感じた。当麻町はもともと情報を発

信することへの意欲が強く、その延長線上でユーチューブを利用した動画配信やフェイスブックの

毎日更新を行っている。動画編集や広報作成、取材などに時間がかかるという問題点はあるが、Ｃ

ＭＳを利用することや取材の仕方の工夫などで効率的に時間をやりくりしている。 

歌志内市でもＣＭＳを利用したホームページや地域おこし協力隊によるフェイスブックの運営

をしており、これらのツールを最大限に利用している当麻町はとても参考になった。今回研修で学

んだことを参考にし、広報紙なども併せて広報活動を充実させていきたい。 

 

② 地元木材の利活用による林産業の活性化と定住促進の取組 

 

■ 当麻町の３つの“ 育 ”について 

和寒町住民課お客さま窓口係 主事 大川 恭平 

１ 当麻町の３つの“ 育 ”について 

  当麻町では「食育・木育・花育」で育む子どもの“心育”推進を掲げ、まちづくりに取り組んで

いる。 

「食育」では、「命」を尊び「郷土」を愛する「心」の教育の場であることをコンセプトに、子

どもたちが食農教育の体験と地域農業の歴史の学習などを行える「田んぼの学校」を整備し、子ど

もたち自ら手がけた水稲を学校給食で使うお米に全量（１００俵）充てることにしている。また、

田んぼは、町民みんなが自由に使うことができる憩いの場としても期待されている。さらに、建物

の内装には、地元中学生が手作りした椅子やテーブルが設置されている。この取組には、「人を尊

ぶ最も大切な心」を持った大人になってほしいとの願いが込められている。 



「花育」では、子どもたちにとって大切な感情を育て、家族で楽しめる魅力的な場所をコンセプ

トに、子どもたちの心と体を育むための「くるみなの庭」を整備した。取組は、平成２７年８月か

ら始まり、多くの人が集まる場所になっている。 

「木育」では、森林面積が町の総面積の６５％を占めるため、この森林資源を有効活用し、子ど

もたちをはじめ町民に町産材に触れてもらうことで、郷土への愛着心（愛郷）を育みたいとの思い

が込められている。 

このほかに当麻町では、これまで以上に町産材を利活用するため「製造加工機械導入事業」の取

組を始めている。この取組は、当麻町森林組合が町産材の受け入れを現在の６７％から将来的に８

０％以上に拡大することと、梱包仕組材中心の加工から一般建築材やラミナー材を中心とした加工

への転換を目的に機械などの設備投資をしている。現在の資源背景と町産材の需要に合わせた、強

い当麻町林業の再生を目指している。 

最後に当麻町では、「地域再生計画に基づく地域再生戦略交付金事業」を活用するため、「木育」

推進活動をまちづくりの基軸に据えた取組を積極的に進める計画を作成し、「木でつなぐ輝くわが

まち創造計画」の名称で、内閣総理大臣の認定を受けている。「地域再生戦略事業」として、「木

とふれあい・木に学び・木と生きる」をコンセプトに、人と木と森を繋ぎ豊かな心を育み、地材地

消を学べる施設を建設している。施設は、遊具や家具などの製造から、木工体験施設、カフェや展

示スペースなどの交流スペースを備えた複合施設となっている。この施設は、当麻町の思いが込め

られた、今後の町政のシンボルになるだろう。 

２ 研修先への訪問を通じて学んだこと 

  和寒町においても、住宅建設の促進、未活用住宅の流動化及び快適な住まいづくりにより定住人

口の増加を目的に住宅補助を行っている。当町の場合は、定住促進に加え、未活用住宅（空き家）

の活用も目的の１つであり、当麻町の住宅促進とは目的に違いがあり、また町産材を活用している

のかどうかという点でも大きな違いがある。定住促進を目的としながら、町産材を活用していくこ

とは、当麻町最大の特徴であり、大変勉強になった。 

各研修先の取組は、当町においても同じような課題・問題があるため大変勉強になった。しかし、

研修先でさまざまな人の話を聞く中で一番に感じたことは、取組そのものだけでなく、その取組に

携わる人の熱意や思いが大切なのだということだ。当町においても、日々多くの職員がよりよい町

づくりのために奮闘しており、「いい町にしたい」という思いは、どの市町村でも同じであると思

う。今回の研修を通して、自分が「何をしたいのか」「何ができるのか」をしっかりと考え、行動

のできる「情熱」と「思い」を持って仕事に取り組むことが大切なのだと感じた。 

 

 

 

 

 



■ 公営住宅への地元木材の活用について 

伊達市市民部保険医療課国民健康保険係 係員 佐藤 潔明 

１ 地元木材活用の経過 

当麻町の森林資源を有効活用するため、平成２１年度に策定された「当麻町住生活基本計画」並

びに「公営住宅等長寿命化計画」をもとに、平成２２年度から開始した「公営住宅整備事業」より

公営住宅を木造で建設することとし、その構造材のほぼ全てを町産木材を活用し整備している。 

なお、この取組が評価され、平成２２年度に建設された公営住宅が国土交通大臣表彰を受賞して

いる。 

２ 主な取組 

公営住宅については、２階建１棟４世帯として建設を進めており、その木材は町産材を活用する

こととなっている。前述のとおり公営住宅は平成２２年度より建設が始まっており、建設戸数及び

町産材の使用割合は次のとおりとなっている。 

○ 平成２２年度 ４棟１６戸 木材使用割合：８７.８％ 

○ 平成２３年度 ４棟１６戸 木材使用割合：９７.３％ 

○ 平成２４年度 ４棟１６戸 木材使用割合：９６.６％ 

○ 平成２５年度 ２棟 ８戸 木材使用割合：１００ ％（集会所・児童遊園も建設） 

○ 平成２６年度 ４棟１６戸 木材使用割合：１００ ％ 

３ 取組による効果 

○ 町産木材を活用することを条件として公営住宅の建設を行っていることから、必然的に町

産木材の流通経路の確立が図られる。 

○ 公営住宅の建設にあたっては、地元企業の提案を採用したことにより地元技術者の雇用の

創出が図れたことで地域経済の活性化も図られた。 

４ 研修先への訪問を通じて学んだこと 

  今回の研修では、地元木材の活用ということで、伊達市でも暖房燃料に使うペレット燃料の原材

料として地元木材を活用しているが、当麻町は木材を「資材」として利用している。木材を「地消」

していることに変わりはないものの、活用方法は違うものだなと感じた。 

また、公営住宅を木造としたほか、公共施設への木材利用や町産木材を使用した家屋建設の際に

活用できる補助制度を設けているなど、地元資源を活用することにより移住者の誘致などにも繋が

ると感じた。 

 

 

■ 民間住宅施策の取組について 

滝上町保健福祉課保健係 主事 村田 俊裕 

１ 地域材活用によるまちづくりの取組 

当麻町の森林面積は約１３４㎢あり、当麻町の面積の６５％を占めている。 



その豊富な森林資源を有効に活用するため、平成２２年度から「公営住宅整備事業」により木造

の公営住宅を整備し、その構造材のほぼ全てで町産材を活用している。 

民間住宅施策としては、平成２５年度から「当麻町産材活用促進事業」、平成２６年度から「当

麻町おかえりふる里応援事業」により、町産材の積極的な活用と定住促進の取組を進めている。 

２ 民間住宅施策 

（１） 当麻町産材活用促進事業 

当麻町の財産である豊かな森林資源の活用をより拡大し、次の２点を狙いに、町産材を積

極的に活用し、町内に住宅を新築する方に補助を行う「当麻町産材活用促進事業」を平成２

５年度から実施している。 

① 循環型の森林整備を目指し林業の振興へつなげる。 

② 地域の木材を、地元で加工し、地元で消費するエコロジカル化を図り、地域住宅産業振 

興に寄与し、定住対策を図る。 

この事業は、主伐期を迎えている森林資源を有効的に活用し、計画的に植林する循環型森

林整備を行うことで、二酸化炭素の固定化をはじめとした環境負荷の軽減を図り、地球温暖

化防止に寄与するものでもある。 

この事業により、停滞していた中心市街地分譲地の購入も進み、町外からの転入者も増加

するなど、定住化の促進という目的を達成する事業となっている。 

また、町産材を使用した戸建て住宅の建設により、地元産材の良さを実感し木の温もりに

触れることは、豊かな心と郷土への愛着心を町民が育む「木育」を推進する事業である。 

［実績］ 

平成２５年度  申請件数２０件  補助金額３７，０２１千円 

平成２６年度  申請件数１１件  補助金額２１，４５７千円 

平成２７年度  申請件数１７件  補助金額３３，６４５千円（予定） 

（２） 当麻町おかえりふる里応援事業 

当麻町へのＵターンに合わせ、町内に住宅を新築する方に対し補助を行うことにより、現

在居住する親族等の生活における様々な支援、見守りの推進と、定住促進を図ることを目的

としている。補助要件は次の①～③の通りで、この要件を満たす者に一律４５０万円の補助

を行っている。 

① 過去１年以上町内に居住し、現在も町内に二親等以内の親族または姻族が居住している。 

② 町内に７５㎡以上の住宅を新築し、その１／２以上で町産材を使用する。 

③ 住宅性能は「北方型住宅」基準に適合したもの。 

［実績］ 

平成２６年度  申請件数２件  補助金額 ９，０００千円  

平成２７年度  申請件数５件  補助金額２２，５００千円（予定） 

 



 

３ 研修先への訪問を通じて学んだこと 

（１） 滝上町での取組 

滝上町においても、地域活性化対策の一環として、町内で一戸建て住宅や共同住宅を新築、

または改修する者に補助を行う『「ずっと住まいるたきのうえ！」支援事業』を平成２７年

度から行っている。 

この事業では、施工業者の町内外の別、町分譲地への新築、北方型住宅、若年、子育て世

帯といった申請区分を設け、分譲地の購入促進、北方型住宅による環境負荷の低減、若年・

子育て世帯への支援を一体とした補助を行っている。 

町内業者の施行による新築は、道産材の「ＳＧＥＣ（※１）認証木材」を構造材等の５０％

以上に使用することを条件とすることで地域材の活用促進を図り、住宅の屋根・外壁等の色

は「滝上町景観ガイドプラン」で定めた「景観形成のための色彩等ガイドライン」に基づく

よう定めることで、町が進める「童話村」構想に沿った美しい自然環境と調和した町並みの

形成を促進している。 

    ※１ Sustainable Green Ecosystem Council（日本独自の森林認証制度を行う機関で国内

の林業団体・環境ＮＧＯなどにより平成１５年に発足した。人工林の比率が高く、零細・

小規模所有者が多いといった日本の実情に即した森林及び林産物の認証を行っている 

（２） 滝上町との類似・相違点 

当麻町と滝上町、どちらも定住化の促進、町産材と道産材の違いはあるものの、地域材活

用の促進といった点に重点を置く施策が実施されている。 

しかし、当麻町は町産材活用による林業振興を柱に地域経済の活性化、木育の推進といっ

た多角的・一体的な取組を行い、森林資源を有効活用し、その後の計画的な植林につなげる

ことで持続可能な循環型森林を整備し、それにより環境負荷の軽減を図り地球温暖化防止に

も寄与している。 

一方、滝上町では若年・子育て世帯の支援や、町並み形成といった部分を前面に出すなど、

両町の取組は定住促進を目的としながらも違いを見せている。 

今回研修させていただいた当麻町や滝上町のみならず、定住促進の取組は各自治体におい

て行われているが、そのアプローチの仕方や軸となるものはさまざまである。 

当麻町の取組は民間住宅施策、公営住宅施策などを通じて町産材活用経路を確立し林業振

興を図っている。その背景には「食育」「花育」と並んで、当麻町の財産である豊かな森林

資源を有効に活用するために進める「木育」により豊かな心を育む「心育」の推進があった。 

当麻町の環境を生かした「心育」という漠然ととらえられかねないその言葉を各種事業で

具体化し、当麻町ならではの豊かな「心」を育んでいこうとするその姿勢こそが、当麻町を

支える大きな柱であり、今後自らが業務を行っていく上での大事な「心」なのだと感じた。 

 



研修風景①　 鍛治総務企画課長から挨拶 研修風景②　実際にホームページ等を見ながら

　　　　　　説明を受ける

研修風景③　当麻町のホームページ 研修風景④　弘中まちづくり推進課係長の説明

　　　　　　最低でも週１回は情報が更新される

研修風景⑤　菅野建設水道課専門監の説明 研修風景⑥　役場庁舎には、受賞の横幕

　　　　　　2016年のスペースも用意されている

当麻町

 



 研修Ⅱ             足 寄 町 

③ 市街地を循環するコミュニティバスの取組 

 

■ 足寄町の概要と沿革 

別海町福祉部介護支援課 主事 髙橋 欣也 

１ 足寄町の概要 

足寄町は、十勝管内北東部に位置し、東西６６.５km、南北４８.２km、面積にして１，４０８.

０９k㎡で、町としては日本一の面積を誇る。北西部は石狩山地の山々が、東縁には雌阿寒岳があ

り、標高が高くなっている。中央南部は、利別川河谷に沿って平地があり、ここに中心街がある。 

産業としては牛の飼育が中心。牛の飼育頭数では肉用牛が多いが、生産額では乳用牛が上回る。

かつては馬産も盛んであった。畑作はてん菜と小麦が中心で、馬鈴薯やインゲンなども生産される。

広い町域の８割を山林が覆うため林業も盛んである。 

２ 足寄町の沿革 

明治 ２年  西足寄村・旧足寄村が創設 

明治４１年  旧足寄村に役場が設置 

大正１０年  本別村から分村し西足寄村となる 

大正１２年  足寄村となる 

昭和 ８年  西足寄村役場庁舎新築 

昭和 ９年  足寄村役場新築移転 

昭和２５年  西足寄村が足寄町となる 

昭和３０年  西足寄町と足寄村が合併し足寄町となる 

平成１８年  足寄町役場庁舎落成 

３ 研修先への訪問を通じて学んだこと 

  足寄町は、広大な土地でありながら高齢化率が３６.８％と高い状況であり、山間部において交

通空白地が多く存在していた。また、市街地に住みながらも病院や役場、買い物に行けない方が多

くいた。 

市街地においては、市街地を循環するコミュニティバス「あしバス」を運行することで、移動手

段を持たない交通弱者に対応することができるようになった。 

山間部に住む住民に対しては、「へき地患者輸送バス」として平日１日１往復運行している。利

用目的は、通院に限らず自由に使うことができる。これにより山間部に住む交通弱者に対応するこ

とができる。運行ルートのダイヤは福祉課からの必要性のある利用者情報を基に、随時改正してい

る。必要がなくなった利用者はルートから外すようにしている。山間部の増便を求められているの

で、国土交通省の「地域公共交通確保維持改善事業費補助金」を活用して増便を検討している。 



あしバスは、運航ルート上での自由乗降を検討したが、交差点付近での停車、急停車による乗客

の事故防止、手を挙げて乗車する場合、運転手が気付けない場合も予想され、現在は対応していな

い。郊外などで安全性が確保されるならば検討の余地はある。 

別海町は足寄町と同じく広大な面積を擁しており、へき地から市街地までの移動距離が長く、車

での移動が中心である。市街地においても、独居老人が増える傾向にある。 

相違点としては、別海町では酪農が基幹産業のため酪農地帯が広がっており、住居が各地に点在

している。山間部と違い住居間が大変離れているため、利用者を迎えに行くだけでかなりの時間を

有する。ただし、現在は、へき地で独居老人や交通手段のない方があまり居ないので、要望も特に

ない状況である。 

市街地では、これから交通弱者が増えることが予想されるため、現在行っている「外出支援サー

ビス」などでは対応しきれなくなる可能性がある。 

市街循環バスを導入する場合は、足寄町と同じく、地元の交通事業者に委託することが考えられ

る。利用者は、高齢者のみならず障がい者や妊婦など車を運転できない方を優先とし、一般の方も

利用できるようになれば、利用者数が安定し事業も継続しやすくなる。 

活用するにあたり、どのくらいニーズがあるのか、どの程度の予算でどれほどの効果があるのか

を慎重に調査しなければならない。 

 

 

 

■ 「あしバス」導入への経緯 

長沼町教育委員会学校教育課 主事 髙田 和孝 

１ 「あしバス」導入への経緯 

  足寄町では、山間部に居住する町民の通院や買い物などに対応する、へき地患者輸送車３台と町

を南北に縦貫する地域間幹線系統の民間バスの運行のみであったが、平成２６年１０月に町内の医

療機関や公共施設、商業施設、温泉等を循環する定時定路線のバスとして、市街地コミュニティバ

ス（通称：あしバス）を導入し、市街地の交通を充実させた。 

広大な行政面積を有する足寄町では、山間部に居住する町民には、へき地患者輸送車を運行して

いるが、市街地内における公共交通は町を南北に縦貫する地域間幹線系統の民間バスの運行のみと

なっており、自由な移動手段を持たない町民にとって、市街地内における交通の確保は大きな課題

となっていた。 

このような状況から、全町民へのアンケート調査等の実施、２ケ月間の試験運行を踏まえ、平成

２６年１０月１日、町内の医療機関や公共施設、商業施設、温泉等を循環する定時定路線の市街地

コミュニティバス（通称「あしバス」）の本格運行を開始した。 

運賃は１乗車につき１００円で、未就学児童及び学生、満６５歳以上の方等については、町内・

町外在住を問わず、無料で乗車が可能である。 



２ 研修先への訪問を通じて学んだこと 

（１） 長沼町との比較 

     長沼町は過去に町営の路線バスを８台運行していたが、平成２４年４月からエリア内ド

ア・トゥー・ドア型デマンドバスを３台、路線バスを３台と台数を減らし、指定エリア内の

交通の充実を図った。また大きな違いとして、足寄町は民間バス路線と同路線を走らせてい

るのに対し、長沼町では民間バスと同路線を走らせていないという違いがある。 

（２） 研修成果の活用 

足寄町では市街地の移動を充実させたのに対し、長沼町では郊外の指定エリア内の交通を

充実させた。今後は住民の高齢化も進んでいくことから、今の形が数年後も最適な形なのか

はわからない。 

今後、デマンドバスの利用率や定期的なアンケート調査等を実施し、より地域の実情に合

った形で運行できるよう、継続的に検討していくことが必要であると考える。 

 

 

 

■ あしバス導入と今後の課題・問題点 

岩内町企画経済部企画産業課 主事 井田 祐介 

１ あしバス導入と今後の課題・問題点 

 （１） あしバス導入 

あしバスは、平成２５年９月と平成２６年２月の実証運行を行った結果、車を持たない高

齢者の方が通院を目的に利用している傾向があり、是非運行して欲しいという声が多く、平

成２６年１０月から本格運行を開始した。 

本格運行する際には、実証運行時のまま行うのではなく、町民からの声や実績を鑑みて、

いくつか設定を変更している。運賃は、実証運行時無料で行っていたが、町民からの声を受

け１００円に変更。また、実証運行中の最大乗車数が７人という結果受け、車両は１４人乗

りのワゴン車を使用している。 

本格運行の利用実績は、運行開始後、徐々に利用者は増加しており、年間９，６１３人の

方が利用している。運賃収入については、利用者数の増に反して減少しているが、要件を満

たせば運賃が無料になることの周知が広まったことや運賃の支払いに慣れてきたことによ

り過払いがなくなったことによる運賃収入の減だと思われる。 

（２） 今後の課題・問題点 

今後の課題・問題点としては大きく２つあり、１つは停留所の新設や移設等の要望の声が

あること。町民の声や利用実績に応じて毎年１０月を目処にダイヤの改正を検討しており、

今年も１０月１日から運行路線、時刻の改正を行っている。２つ目としては、あしバス運行

対象外区域の対応についての課題である。広大な面積を有する足寄町では、山間部に住家が



点在しているという非常に難しい問題を抱えている。現状としては、山間部に居住する町民

の通院や買い物に対応するため、へき地患者輸送車（週２～３回、１日１往復）を運行して

いるが、へき地患者輸送車の増便やデマンド型等の新しい運行形態を実施していくのか、と

いう検討を行っていく必要がある。 

２ 研修先への訪問を通じて学んだこと 

（１） 岩内町との比較 

足寄町は広大な行政面積を有し、山間部に住家が点在しているのに対し、岩内町は、国道

２２９号を軸として商店街や住宅街があり、コンパクトな市街地が形成されているといった

違いがある。 

公共交通機関の面でいえば、岩内町は後志管内にある岩宇地区の拠点都市としての役割を

担っており、公共交通に関しては岩内と札幌を結ぶ高速バスをはじめとして、バス事業者２

社により市町村を結ぶ４路線、町内の山間部にある円山地区を循環する１路線の合計５路線

が運行している。また、ハイヤー・タクシー事業社も２社営業しており、公共交通の一翼を

担っている。 

足寄町は、あしバスを導入する以前は、市街地における公共交通機関として地域幹線系統

の民間バスがあったという点において近い状況にあったが、あしバスが導入されて以降の違

いとしては、岩内町内を循環するバスが存在しておらず、移動にはハイヤー・タクシーを利

用しているという点が挙げられる。 

（２） 研修成果の活用 

岩内町は、高齢社会の進行に伴い、交通手段を持たない高齢者等、地域に最適な交通手段

の確保や高齢者等が外出しやすい交通体系を構築するなど、地域公共交通ネットワークの確

保が課題となっており、現在、地域にとって望ましい公共交通網の形成に有効と考えられる

交通手段の運行方策検討として、コミュニティバスを使用し、１回目の実証運行を実施した

ところである。 

今後、岩内町にて２回目の実証運行を行ったうえで、どのような交通形態が最も望ましい

形になるか検討した結果、足寄町と同じ定時定路線型のコミュニティバスが運行されるかも

しれない。 

これからの岩内町のあるべき姿の１つとして、足寄町のコミュニティバスの導入からその

後の結果、対策を参考としていきたい。 

 

 

 

 

 



④ 高齢者の退院後の在宅生活を町が積極的にコーディネート 

 

■ 足寄町の福祉について 

上富良野町保健福祉課高齢者支援班 主事 堀川 貴司 

１ 足寄町福祉の概要 

足寄町は、急性期にある患者の手術などに対応した医療機関がないため、帯広市にある医療機関

に救急車で入院する町民が多い。退院後には、在宅で生活したいが買い物や独居生活などの不安要

素が多々あり、結局、施設入所の申し込みを希望することがあるため、特別養護老人ホームの入所

待機者が数多くいた。こうしたことから、町では高齢者が入院したと聞くと町の職員が実際に帯広

市の患者を訪れ、実際に在宅生活の不安などを聴くことによって、住み慣れた自宅での生活に戻れ

るように支援する活動をしている。このように町や病院、そして社会福祉協議会、福祉施設など足

寄町の資源を有効活用し連携することにより、まち全体で支える仕組みとなっている。 

２ 在宅生活の支援について 

  足寄町には「高齢者等複合型施設むすびれっじ」という施設がある。この施設は、認知症高齢者

のためのグループホームや２４時間必要なサービスを提供することができる小規模多機能型居宅

介護施設、そして高齢者の交流を目的とする地域交流施設などがある。その複合施設の中で在宅生

活を支援する「生活支援長屋」という施設がある。この施設は退院後など在宅生活に不安を感じて

いる方を必要に応じて一時的に受け入れ、高齢者や障がい者の方が、在宅でできるだけ住み慣れた

生活ができるように支援する施設である。 

３ 研修先への訪問を通じて学んだこと 

  上富良野町でも独居世帯の方や地域との繋がりなど在宅生活で不安に感じている方が多くいる。

その中でも、特に冬期間の在宅生活は高齢者が不安に感じており、身体機能の低下による雪道の歩

行困難や除雪、屋根の雪下ろし等の作業の負担増など、さまざまな問題がある。そうした中で、今

回の研修で視察した生活支援長屋は、公的制度ではできないような柔軟性に富んだサービスを提供

しており、冬期間の生活を不安に感じている方などが一時的な「住まい」として利用することがで

きる、高齢者と障がい者の視点に立った先進的な取組である。その他にも、この施設には、さまざ

まな方が交流できる場所もあり、会話を楽しむ生きがいづくりと同時に介護予防を図ることも可能

だ。足寄町の福祉施策は、上富良野町にとって、とても学ぶことが多い研修となった。 

 

 

■ 先制的訪問相談支援について 

士別市保健福祉部健康長寿推進室介護保険課 主事 高橋 圭 

１ 事業概要 

  足寄町国保病院では、扱えない救急患者は帯広市に搬送されるが、帯広市の病院からの退院支援



計画は、町の実情や地域資源を踏まえたものになりにくく、また、家族が町に相談に来る際には施

設入所希望という内容が多かった。しかし、入院している高齢者の中でも、自宅に戻りたいという

気持ちがある方もいた。 

  このミスマッチを解消するため、相談が来るのを待つのではなく、町の担当者が帯広市の病院を

訪ね、入院直後から本人及び家族は今後どうしたいのか話を聞き、さまざまな選択肢を示し、医療

従事者と共に退院支援計画を立て、その人に合った退院先を考えてきた。その結果、町の特別養護

老人ホーム待機者は、ピーク時の１０８名から２１名にまで減少した。 

２ 研修先への訪問を通じて学んだこと 

（１） 研修を通じて学んだこと 

足寄町の担当者自身が、医療職と介護職をつなぐパイプ役として機能しており、双方の取

りまとめや意見をコーディネートし、先制的訪問相談支援を行うことで、退院後の生活に不

安をもっている高齢者やその家族に安心を与えることができることを学んだ。 

また、足寄町は病院・施設と居宅の中間的な住まいである高齢者等複合型施設を整備する

ことで、退院後は一時的に複合型施設を利用し在宅復帰を促しており、特別養護老人ホーム

待機者の減少の他、医療給付費や介護給付費の抑制にもつながっていることも学んだ。 

（２） 研修成果の活用 

足寄町の取組は、現状把握や地域資源を踏まえた内容であった。 

士別市では、在宅医療と介護の連携推進に向けて、保健福祉部局と病院部局の職員による

ワーキンググループを組織し、入退院時の連携や医療ニーズ及び介護ニーズの高い高齢者を

いかにして地域で見ていくかについて内部協議している。この連携推進に向けて、在宅医療

従事者と介護従事者を連携の輪に巻き込んで、士別市に適した内容で進めていきたいと感じ

た。 

 

 

■ 生活支援長屋について 

赤井川村建設課建築係 主任 工藤 徳真 

１ 生活支援長屋について 

  足寄町では、先制的訪問相談支援を実施しており、退院後に特別養護老人ホームや介護施設へ入

所することを進めるのではなく、後遺症が軽く単独での生活が可能な方は自活できるよう環境を整

える支援している。 

その支援の１つとして、高齢者等複合施設「むすびれっじ」を建設し、地域交流施設と併設して

認知症高齢者グループホームや生活支援長屋を建設している。 

特に、生活支援長屋は、一般的な集合住宅の形ではなくワンルームの部屋を退院後の町民に対し、

食事代等を除いた部屋代（１，６００円）を９０日間無料で貸し出している（以降、８００円/日(１

８０日まで)、１８１日以降１，６００円/日）。 



また、被該当者となる高齢者や家族の介護として来町している者へも貸し出す支援も行っている。 

これらの施設により、退院後の高齢者は介助・見守りがある中で一人住まいへのリハビリを行え

るようになり、本人や家族への負担を軽減させている。 

足寄町では、先制的訪問相談支援の成果により、特別養護老人ホーム待機者数が従来の８割減と

なり、本当に入所が必要な方が長期間待機しなければならない問題が軽減されている。 

２ 研修先への訪問を通じて学んだこと 

（１） 研修先を訪問して学んだこと 

今回の研修では、福祉の取組として今までの受け身な行政形態ではなく、新たな攻めの行

政形態を学ぶことができた。 

従来の入院・介護施設等は高齢者の方を完全に介助・介護する施設となり、デイサービス

や訪問介護等は類似しているが中期的に居室を貸し出すものはなく、見守り・介助付公営住

宅やケアハウス等では家賃が高額であったり、書類審査等が煩雑で時間がかかったり、リハ

ビリではなく介護が前提等の問題があり、退院後の高齢者に対してハードルが高いものであ

る。これらの観点より、生活支援長屋は高齢者の一人住まいを目標とし、突発的な入・退院

に即座に対応できる高齢化が急激に進む現代に適したすばらしい性質を持っていることが

最大の学ぶべき点と感じた。 

（２） 赤井川村との類似・相違点及び活用できること 

赤井川村では、見守り付公営住宅や民間グループホーム等があるが、これらには必ず入

居・入所できるものではなく、退院後は自宅にて一人住まいをしなければならない。 

デイサービスや見守り活動等を行っているが高齢者の不安を払拭できるとはいえず、赤井

川村でも高齢化が進む中で、生活支援長屋のような短期～中期的に居住やリハビリ支援がで

き、既存福祉施設と連携ができる施設があるべきではないかと考える。 

ただし、建設・運営費の負担が大きく、長期的な計画を立てなければならないため課題も

多い。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

研修風景①　足寄町役場前にて 研修風景②　大風総務課企画財政室主任（写真左）

　　　　　　寺本福祉課総合支援相談室主任（写真右）

研修風景③　足寄町のでの研修 研修風景④　高齢者等複合施設「むすびれっじ」

研修風景⑤　施設内の生活支援長屋 研修風景⑥　施設内の生活支援長屋

足寄町



  研修Ⅲ             美 幌 町 

⑤ 地域関係者の連携による宅配・便利サービスの取組 

 

■ 美幌町の概要について 

本別町農林課林務・耕地整備担当 主事 鈴木 譲 

１ 美幌町の概要について 

美幌町は、陸上自衛隊美幌駐屯地や日本甜菜製糖をはじめとする多くの食品工場があることから、

関係者や家族(主に町外出身者）が多く暮らしており、経済活動にも少なからず影響を持っている

とされる。さらに、自然が豊かで、降雪量が北海道の気候としては少ない部類に入り、自然災害が

少なく、温和な環境である。そして、商業施設や交通、医療機関等の都市機能が充実しているため、

町外はもとより、北海道での生活を求めた道外出身の移住者が多く在住している。 

２ 研修先への訪問を通じて学んだこと 

  本別町では、福祉・協同のまちづくりを官民一体となって進めていて、社会福祉協議会で希望さ

れた高齢者に弁当を配達する配食ボランティアサービスを住民と協力して行っている。今後、更に

高齢化が進むことによって、買い物弱者が増えていくため、地域の商店と連携して配達や移動販売

などを検討していく必要がある。地域住民と連携し、高齢者がより安心して住み続けられるような

サービスの提供をしていかなければならないため、関係機関との連携を密にし、さまざまな視点か

ら考え、より住みやすいまちづくりをしていかなければならないと感じた。 

 

 

■ 宅配・便利サービスの取組の背景について 

士幌町産業振興課産業振興グループ 主任 渡邊 和香 

１ 宅配・便利サービスの取組の背景について 

  美幌町では、中心市街地の空洞化や大型店の郊外への出店などにより、高齢者や商店が少ない地

区の住民から買い物に不便を感じているとの声が上がっていた。そのため、平成２３年１０月に「高

齢者等買い物支援協議会」（美幌町、美幌町社会福祉協議会、地域包括支援センター、美幌町連合

商店会、美幌商工会議所で構成）を設置し、対策の検討を重ねてきた。 

  高齢者世帯の３分の１を対象としたアンケートにより、特に郊外地区で買い物に不便を感じてい

るとの回答が多く、不便を感じる理由としては、「歩くのが大変」、「お店までの距離が遠い」、

「重い物が持てない」が多く、また、「買い物環境を良くするために必要な手段は何か」の問いに

は、「宅配送迎サービス」が最も多い結果となった。 

  このことから、買い物支援を目的とした取組として、平成２４年１１月から商工会議所が中心と

なり、高齢者等の自宅まで商品を配送する「美幌町商店街宅配システム」として事業が開始された。 



２ 研修先への訪問を通じて学んだこと 

美幌町の「宅配・便利サービス」は、事業継続に向けた検討課題は残されているものの、アンケ

ートによる情報収集や地域の声をすくい上げることで、宅配サービスにとどまらず、移動販売、家

庭訪問による見守り活動など、的確な支援・取組が実施されていると感じた。 

士幌町は高齢化率（人口に占める６５歳以上の割合）、後期高齢化率（人口に占める７５歳以上

の割合）が全国・全道と比較して高く、人口は減少傾向にある。定住や子育て世帯への支援の取組

とあわせて、買い物弱者への支援や地域のつながりづくりは、当町においても考えなければならな

い取組となる。 

そのためには、必要な住民へ支援は届いているのか、不安や改善が必要な部分は何があるのかと

いった実態をしっかりつかまなければならない。 

今一度、当町の基幹産業である農業・商工・福祉など町を知ることも必要になるが、今回の研修

先で学んだ広く地域を巻き込んだ取組や町づくりへの意識を今後に活かしていきたい。 

 

 

■ 美幌町の宅配・便利サービス 

豊浦町総合保健福祉施設福祉係 主事 小野 恵 

１ 美幌町の宅配・便利サービス 

  美幌町では、高齢者の買い物支援の取組として、宅配・便利サービス事業を行っている。買い物

に不便を感じる高齢者等に対し、美幌町商工会議所が中心となって、美幌町連合商店会加盟店の商

品等を代行して購入し宅配するサービスを平成２４年１１月から開始。財源は厚生労働省の「地域

支え合い体制づくり事業補助金」を活用した。車両を２台購入する他、事業に要するチラシやカタ

ログ等の作成費用を、ほぼ１００％補助金で賄うことができた。 

宅配・便利サービスは、高齢者の他にも買い物に不便を感じている障がい者や、子どもが小さく

買い物に行けない育児家庭等も利用でき、登録制となっている。土・日、祝祭日以外の平日が利用

日であり、利用者からの商品の注文は午前中に受け、午後から配達を行っている。料金は宅配手数

料として１回１００円となっており、市街地郊外は２００円。商品代金は配達時に支払うシステム

である。利用されている方は、商工会議所が作成した宅配・便利サービス加盟店のカタログを見て、

電話等で商工会議所に注文。職員がお店へ注文内容を伝え午後からお店へ受け取りに行き配達して

いるが、衣料品などの注文の際は、サイズやデザインなど実際に見てみないとわからない部分もあ

るため、商店会の協力を受け何種類かの商品を借りて行くので、利用者の方が自宅で商品を選ぶこ

とができている。こういった、商品を目で見て選ぶことができる機会が一部分でもあることによっ

て、より利用しやすいサービスになっており、商店会の理解や協力体制、地域の連携体制にとても

感心する部分であった。 

また、車両には夏の宅配には欠かせない保冷庫も装備できるようになっており、高齢者の方に意

外と多い「アイスが食べたい！」などといった要望にも応えることができている。 



宅配サービスの他にも便利サービスを行っており、利用が多いのが香典のお届けサービスである。

体が不自由で葬儀に参列できなかったり、歩いては行くことができなかったりした場合などに、高

齢者にとっては大変助かるサービスとなっている。この他にも「誕生日のお花を届けてほしい」、

「神社へどんど焼きのしめ飾りを届けてほしい」、「行政関係の手続きをしてきてほしい」など、

さまざまな利用者の声に応えている。その中でも、お金に関する便利サービス内容については、当

然ではあるが、トラブルとならないよう注意を払い、現金の引き落としや両替などは受け付けしな

いようにしている。この便利サービスの利用手数料は１回２００円となっている。 

また、商店会加盟店の食料品を中心として、定期的に移動販売も行っており、私たちも実際に公

営住宅の１階広間で、パンを販売している所を見学することができた。利用者は高齢の方が多く、

顔なじみ同士の方々が楽しそうにおしゃべりをしながら購入している姿が見られた。 

宅配サービスや移動販売を行うと同時に、高齢の方の安否確認や見守りも行われていることから、

地域の高齢化が進む中、利用者にとってもなくてはならないサービスであるほか、高齢者の方の体

調の変化等にいち早く気付くことができる、重要な役割を担うサービスとなっている。 

宅配サービスによる、買い物支援を利用されている方の中には、介護保険事業の居宅介護サービ

スを利用している方もいるが、他のサービスで賄いきれない部分や、買い物は宅配サービスを利用

し、家事援助や身体介護などのサービス部分を介護保険サービスで充実させることができるなど、

他の制度とうまく使い分けができている実態もあり、より一層高齢者支援の充実化が図られている

面が見受けられた。 

  平成２６年からは法人化し「合同会社 びほろ宅配・便利サービスプロジェクト」を設立。個人

４名・２団体で１万円ずつ出資し、手数料収入と町からの補助金等で事業を運営しており、法人化

することによって、より地域商店会の活性化や事業の新たな展開を図られることが期待される。 

２ 研修先への訪問を通じて学んだこと 

今回、訪問させていただいた美幌町での高齢者等の買い物支援対策については、現在、福祉係に

所属している自分としては、大変興味深い研修内容であった。豊浦町の高齢化率は、平成２７年１

０月末現在において３４％で、美幌町に比べると多少高い数字となっている。当町や美幌町、また

他の市町村においても、人口減少と高齢化率の上昇は類似する点があると思われる中、美幌町の高

齢者支援に対する「宅配・便利サービス事業」の取組は、高齢者等の痒い所に手の届くような、困

っている人の声に寄り添った支援となっており、とても見習うべき点がたくさんあった。 

当町においても、高齢者等が現在どのようなことで困っているか、支援を必要としているかを今

以上にしっかり把握していくことが重要であると思われ、できれば既存の制度やサービスの隙間を

埋められるような取組が行えると良いと感じた。美幌町の取組に対する姿勢から、自分もどんな小

さなことでも、何かできることがないかを常に目先において仕事をすることを心がけていきたい。 

 

 

 



■ 今後の課題と対応について 

東神楽町教育委員会教育推進課 主任 郡司掛 智史 

１ 今後の課題と対応について 

今後の課題としては、びほろ宅配・便利サービス事業は町内の高齢者を対象としているが、現在

の利用者数はおよそ３００人。これは、美幌町の高齢者人口約６，０００人に対して、わずか５％

であるため、残り９５％の高齢者をどれだけ取り込めるか、また現状の会員も含め、今後、手数料

収入をどれだけ増やせるかが課題となっている。                                 

  対応策としては、新規会員獲得のため自治会、老人クラブ等へ訪問し、サービスのＰＲや加入し

ている会員から友人・知人の紹介を受け、入会の勧奨を行っており、手数料収入の増加のためには、

利用率の向上のため販売用チラシの充実やタブレット式カタログでの販売を目指している。 

また、顧客ニーズとしては、自分の目で見て商品を選びたい、商品をさらに充実させてほしい、

現状行っている移動販売の場所の拡充や回数を増加してほしいなど、さまざまなものがある。これ

らのニーズに対応するため、展示販売の実施や徳島県の「移動スーパーとくし丸」のような冷蔵庫

付きの移動販売車の導入、加盟店の増加等を今後検討していくとしている。 

２ 研修先への訪問を通じて学んだこと 

美幌町では、経済産業省の推計で全国約７００万人がその状況に置かれ、年々増加傾向にあると

いわれている買い物弱者対策のため取り組んでいる「美幌町商店街宅配システム」について学ぶこ

とができた。買い物支援を目的としているが、香典を届けたり、宅配便の発送の代行をしたりする

など、顧客のニーズに柔軟に対応するほか、独居の方の安否確認や見守り、話し相手等、地域に生

活する方々が安心して暮らせるような活動を事業を通じて行っていると感じた。 

東神楽町では、平成２７年１２月からホクレンショップによる移動販売車の戸別訪問販売が開始

されるが、それ以外のサービスについては、いまだ検討段階である。当町での活用に関しては、町

民のニーズを明確にし、各関係機関が十分に連携するのはもちろんのことだが、美幌町の補助金等

の活用方法や前例・固定観念にとらわれない姿勢についても参考にすべきと考える。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

研修風景①　研修参加者に挨拶する矢萩経済部長 研修風景②　（同）びほろ宅配・便利ｻｰﾋﾞｽﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ

　　　　　　中西社員による説明

研修風景③　美幌経済センターでの研修風景 研修風景④　ポイント機能とプリペイド機能を併せ持つ

　　　　　　スマッピーカード

研修風景⑤　移動販売のお知らせ 研修風景⑥　旭団地公営住宅（パンの移動販売）

美幌町



  研修Ⅳ             鷹 栖 町 

⑥ 住民同士の助け合い・支え合いによる買い物弱者対策 

 

■ 鷹栖町の概要について 

士別市保健福祉部健康長寿推進室介護保険課 主事 齊藤 太成 

１ 鷹栖町の概要について 

鷹栖町は、北海道のほぼ中央、上川管内の中心部に位置し、人口７，２５９人（平成２７年３月

末現在の住基人口）、面積１３９．４２ km²である。和寒町、旭川市に隣接しており、周りは小高

い山に囲まれ、全体的には盆地状をなし、中心部を石狩川に注ぐオサラッペ川が北から南へ貫流し

ている。 

鷹栖町は昼澄んだ空気と長い日照時間、朝夕の大きな温度差があることから、トマト栽培に最適

の環境を持ち、トマトジュース「オオカミの桃」が特産品である。豊かな自然に恵まれていること

から、品質・収穫量とも道内屈指の稲作や付加価値の高いきゅうりの生産など、もともと良品質な

農産物の供給地帯であること、さらに積極的な企業誘致も実施しており、農・商・工が一体となっ

た地域複合産業の形成を目指している町である。 

２ 研修先への訪問を通じて学んだこと 

鷹栖町は、町内のスーパーマーケットが閉店したことに伴い、買い物弱者に対する支援として買

い物支援事業を実施している。当事業は「買い物支援」を切り口とした「見守り支援」という役割

も兼ねており、複数の地域課題に対する取組事例として、非常に参考となった。 

士別市においては、買い物支援事業は実施していないものの、自治会等の協力のもと見守り支援

事業を実施しており、高齢者に対する安否確認の一部を担っている。なお、士別市は今後、高齢化

率の上昇が推計されており、支援を要する高齢者の増加も見込まれる中で、新たな支援方法やそれ

に伴う支援者の確保等が課題となることも予測される。 

これからの地域課題の解決へ向けて、自治体として住民のニーズや地域の特色、地域資源を把握

し、幅広い視点を持ち課題を検討することが重要である。また、「公助」のみならず「自助」、「共

助」との連携も重要であり、地域住民等と協働し、行政が関係機関のバックアップ体制を構築する

ことにより、地域で支え合う仕組みへ展開することが可能になると考える。 

今回の研修では、他の自治体の職員と意見交換を行ったことにより、今後の業務を行う上での刺

激となった。これからは、本研修で学んださまざまな視点を活かしながら、日々の業務を行いたい

と思う。 

 

 

 



■ 鷹栖町の事業概要について 

岩内町企画経済部企画産業課 主事 日野 陽平 

１ 事業概要について 

平成２６年３月に町内中心部にあったスーパーが閉店。町内にはコンビニエンスストア等の商店

はあるものの、まとまった買い物ができるスーパーは旭川まで行かなければならず、高齢者や買い

物弱者への支援が早急に必要な状況となった。 

そのような中、鷹栖町、社会福祉協議会が中心となり、鷹栖町にふさわしい買い物支援について

検討した結果、買い物支援と見守り訪問を併せることが最も有効ではないかとの仮説から、平成２

６年４月に「買い物支援センター」を設立し、買い物に関する相談からコーディネートまですべて

を集約した。 

ボランティアで構成される「御用聴きサポーター」が利用登録者宅を訪問し、町内の商店が作成

したカタログの中から購入したい商品を聞き取る。注文された商品は注文から２日後に各商店が届

けることになっており、注文時と合わせ２度見守り訪問を行うことになる。御用聴きサポーターは

注文を受けるだけではなく、話し相手や注文以外の依頼もできる範囲で行うことになっており、利

用者にとってとても便利な存在になっている。また、宅配だけではなく、お店が出張する「買い物

支援マルシェ」等の事業も積極的に行っている。 

そのような中、町では、第７次総合振興計画で「地域福祉の充実⇔お互い様づくり」⇒助け合い・

支え合いづくりの意義・意識高揚に努め、仕組みづくりを進めることと位置付け、住民アンケート

や町・町内会が主催した座談会での結果を踏まえ、「お互い様づくり行動計画」を策定。いつまで

も住み続けたい町「あったかす」を目指し、町全体で助け合い・支え合いによるお互い様の新たな

仕組みづくりという基本理念の下、さまざまな施策に取り組んでいる。 

２ 研修先への訪問を通じて学んだこと 

岩内町では、町内の大型店をはじめとする民間事業者が宅配サービス等を行っているほか、社会

福祉協議会が高齢者向け宅配弁当事業を行っており、町として買い物弱者に対する支援事業は行っ

ていない。しかし、今年度からコミュニティバスの実証運行を行うなど、将来を見据えた取組を始

めている。 

どの地域でも共通すると思うが、買い物弱者の大半は高齢者である。これから超高齢化社会を迎

え、高齢者を中心とする買い物弱者に対する取組は必要不可欠なものになると考えられる。そうい

った中で、単に行政サービスとして買い物弱者対策を行うのではなく、鷹栖町のように住民同士が

助け合い・支え合う、「お互いの顔が見える」取組が必要になると思われる。 

 

 

 

 

 



■ 鷹栖町の買い物支援事業の成果 

むかわ町町民生活課税務グループ 主事 福田 奈津美 

１ 鷹栖町の買い物支援事業の成果 

鷹栖町では、平成２６年３月に市街地区である鷹栖地区唯一の民間スーパーが閉店し、従来から

の買い物に対する不安が一層深刻になった。これを受け、鷹栖町と同町社会福祉協議会が協同して

「買い物支援センター」を立ち上げ、買い物支援事業を開始した。 

買い物支援を利用できるのは、高齢で店まで行くことができないなど、買い物に困っている町民

全てで、現在までの利用申込件数は累計で４１世帯となった。ボランティアの「御用聴きサポータ

ー」が利用者の自宅に戸別訪問し、注文を聞きながら話をして、利用者の様子を確認する。 

買い物（＝外出）に困難を生じているということは、同時に地域の中で孤立している可能性も高

い。だが、近所づきあいが希薄化している中で、周囲の者が見守りをしたいと思っていても拒否す

る高齢者もいる。また、見守る側もおせっかいと思われることに不安を感じることも多く、歩み寄

りが難しい状況があった。町・社会福祉協議会の事業として定期的に訪問することで、高齢者に嫌

悪感、拒否感を抱かせずに安否確認ができ、町民の困り事を早期に発見し、対応できるというメリ

ットがある。 

また、支援事業の延長として、買い物以外にもさまざまな合同イベントも開催している。閉店し

たスーパー跡地に新規出店の動きも出てきており、町内から店をなくさないよう「地元で買い物を

しよう」という住民の声も徐々に高まっている。 

２ 研修先への訪問を通じて学んだこと 

現在、むかわ町において買い物に特化した事業は行われていない。しかし、過疎化が進み高齢者

世帯の割合がますます増加する中、今後、鷹栖町と同様に外出が困難な町民への対応は必須となる。

一方で、研修でも「車を持つ町民は旭川市の店舗に買い物に行くことも多いが、それは旭川市に依

存しているともいえる」とのお話があった。むかわ町も利便性、品揃えの豊富さ等から近隣市町へ

買い物に出る町民も多く、ゆくゆくは町内店舗の存続に関わると感じている。 

戸別に訪問して高齢者の様子を伺うという手法は非常に有用だが、むかわ町は面積が約７１１㎢

と広大であり、ボランティアだけで高齢者世帯を巡回したり、店舗のスタッフが配達したりするの

は容易ではない。当町において買い物支援を行う場合、担当地区をどのように分けるか、利用料金

を設定すべきかなど、検討すべき課題は多いと感じる。 

「町民が頼るのはサービスではなく人、町職員でも近所の人でも頼れる人の存在が重要」という

お話をいただき、町民から信頼を得る事の重要性を改めて感じた。町と社会福祉協議会、町民との

垣根を越えて事業に取り組むことは、今後の地域づくりに必要とされる町の在り方と思う。 

 

 

 

 



■ 鷹栖町の買い物支援事業からの展開と課題 

厚岸町保健福祉課地域包括支援係 社会福祉士 森村 佳太 

１ 鷹栖町の買い物支援事業からの展開と課題 

「御用聴きサポーター」が活躍する買い物支援事業をきっかけに、町内にお店が必要だという意

識を高め、購買による町の活性化、身内以外でちょっとしたことを相談したり頼んだりできる仲間

づくり、そして誰もが他人事にせずに当事者意識をもって助け合う・支え合う「お互い様の地域づ

くり」を構築している。 

買い物に困難を生じている方は、外出に困難を生じている方であり、かつ近くに家族等による支

援者がいないことから、地域の中で孤立している可能性が高いともいえるため、買い物支援と見守

り訪問（安否確認・住民同士のつながり）を併せることで、町民の困りごとが早期に発見できるた

め、公的なサービスが必要な方に対しても必要な支援につながりやすい環境になっている。平成２

６年度に事業が開始されてから４１世帯の方が利用し、１年が経過する中で利用回数や売上金額が

増えており、地域に買い物支援事業が浸透してきている。 

しかし、買い物支援事業を利用する方から「実際に品物をみて購入したい」という声や即日配達

できないことから、買い物に不便を感じている方の全ての利用ニーズに応えられない面も出てきた。

こうした中、閉店したスーパーの跡地に新規出店の動きがあり、店内の一部を住民の居場所・交流

するサロンの開設やミニ出前講座、寺子屋塾などで子どもから高齢者の幅広い世代が活動できる場

所を、行政・社会福祉協議会・住民・民間企業が一体となって取り組んできた。「御用聴きサポー

ター」は買い物支援事業に留まらず、買い物やサロンの送迎においても活躍するようになり、さま

ざまな生活ニーズに応じて対応できる社会資源になってきている。 

事業が始まってから１年半が経過し、「御用聴きサポーター」と利用者との人間関係のトラブル

や認知症高齢者への対応などの課題は出てきている。２名での訪問体制や利用者の変化の対応など

に対してルールを検討している。 

２ 研修先への訪問を通じて学んだこと 

厚岸町においても、ひとり暮らしや高齢者世帯が増加し、現在の高齢化率３２％から今後も高齢

化率の上昇が予測されている。買い物や通院に伴う移送手段に課題を持つ高齢者が存在していると

ともに、親族や地域住民との関係が希薄となっていることで、地域で孤立している人が増えること

が予測されている。 

支援を必要とする人が地域の中で孤立することなく、安心して生活できるよう、地域住民による

支えあい活動を展開することが急務となっており、社会福祉協議会などの関係機関や民間事業者と

の見守りネットワークの整備が必要と感じていた。 

 鷹栖町で行われている買い物支援事業は、買い物に不便さを感じている方への支援から、地域住

民が支え合う活動、民間事業者との連携など、１つの事業で多くの効果を得られるものであった。 

 新たな社会資源の開発までには行動計画策定において、行政だけが考えるのではなく、地域住民

の意見を反映するためアンケートの実施や住民座談会を１７箇所で開催するなど、地域の実態を知



る機会を大切にし、起こっている問題に向き合っていた。地域住民へのアプローチの過程において、

住民自身が地域の課題に気づき住民主体となる活動に繋がっていくものだと思う。 

 鷹栖町では地域に店舗が閉店する事情から、買い物支援から福祉でまちづくりが展開されてきた。

実態を押さえる過程や関係機関や民間事業者との連携において、厚岸町としても参考となる点が多

かった。 



 

研修風景①　鷹栖町サンホールはぴねすにて 研修風景②　サンホールはぴねす内に

　　　　　　買い物支援センターの事務所がある

研修風景③　新田健康福祉課長からの説明

研修風景④　鷹栖町サンホールはぴねすでの研修風景

鷹栖町



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ２ 参加者アンケート集計結果  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



平成27年度市町村職員道内先進事例研修  参加に関するアンケート集計結果 

【回 答 数  2 0名 中 2 0名  回 収 率 100％】  

 

 このアンケートは、来年度以降の「市町村職員道内先進事例研修」について

検討するための参考となるものですので、ご協力願います。  

 

１ 今回の道内研修について、どのように評価しますか？  

ａ 非常に有意義だった １５名 ７５．０％ 

ｂ 有意義だった ５名 ２５．０％  

ｃ あまり有意義だったとはいえない ０名  ０．０％  

ｄ どちらともいえない ０名  ０．０％  

 

２ 道内研修の開催時期等について 

（１）今回、１０月に実施しましたが、時期としてはいかがでしたか？  

ａ 今のままで良い ２０名 １００．０％ 

ｂ 時期をずらした方が良い ０名 ０．０％  

 

（２）（１）で「ｂ」に回答した方について、何月頃が良いとお考えですか？ 

  ※ 該当なし 

 

（３）道内研修は、毎年開催（１回）していますが、どうお考えですか。   

ａ 今のままで良い １９名 ９５．０％ 

ｂ 隔年開催が良い ０名 ０．０％  

ｃ 道内研修及び道外研修との統合（年１回開催） １名  ５．０％  

ｄ その他 ０名  ０．０％  

 

（４）（３）で「ｄ」に回答した方ついて、どうすべきとお考えですか？ 

  ※ 該当なし 

 

３ 研修期間について 

（１）３日間の研修期間について、いかがでしたか？  

ａ 今のままで良い １７名 ８５．０％ 

ｂ 短かった １名 ５．０％  

ｃ 長かった ２名 １０．０％  

 

（２）（１）で「ｂ」又は「ｃ」に回答した方について、どの位の期間が適当と

お考えですか？ 

○ ２日間（３日間職場を空けると業務が溜まるため）。 

○ ２日間（参加しやすく感じる）。 



 

４ 研修参加要件等について  

（１）参加人員は２０名程度としていますが（今年度の参加は２０名）、どうお

考えですか？ 

ａ 今のままで良い ２０名 １００．０％ 

ｂ 多い ０名 ０．０％  

ｃ 少ない ０名 ０．０％  

 

（２）（１）で「ｂ」又は「ｃ」に回答した方について、何名位が適当とお考え

ですか？ 

  ※ 該当なし 

 

（３）対象職員は一般職員（原則５年以上の勤務を有する３５歳以下の職員）と

していますが、どうお考えですか。 

ａ 今のままで良い １９名 ９５．０％ 

ｂ 変えた方が良い １名 ５．０％  

ｃ 少ない ０名 ０．０％  

 

（４）（３）で「ｃ」に回答した方ついて、どうすべきとお考えですか？  

※ 該当なし 

    

（５）参加費用については、交通費（在勤地～集合地）、宿泊代、昼食代を参加

者負担としていますが、どうお考えですか。  

ａ 今のままで良い １９名 ９５．０％ 

ｂ 変えた方が良い ０名 ０．０％  

ｃ その他 １名 ５．０％  

 

（６）（５）で「ｂ」又は「ｃ」に回答した方ついて、どうすべきとお考えです

か？ 

○ 市町村によっては、研修等の出席に係る旅費を十分確保できていないと

ころもあるかと思うので、実態を把握の上、必要であれば費用の助成等が

あっても良いのではないかと思います。 

   

５ 北海道内で公式訪問すべき場所（研修先）として推薦するところ及び機関

等があれば、記入願います。  

※ 推薦なし 

 

６ 今年度の研修テーマについて、どうお考えですか？  

○ どの地域でも高齢化が進んでおり、高齢者が使用しやすい便利なサービ

スがある地域の実例を学べたのはとても参考になった。  



○ 全くわからない分野の研修でしたが、課題への取り組み方等、大変勉強

になりました。 

○ 福祉に偏っていると感じました。 

○ さまざまなジャンルがあって良かった。住民生活や教育委員会に関する

ものもあれば良いのではないでしょうか。 

○ 福祉のテーマが多く担当業務とは違った仕事を見ることができ大変勉

強になった。可能ならば、日程は延ばさず研修件数を増やしてほしい。  

○ 今後、消滅都市となる市町村が多い中、今回の研修内容は、先進的部分

はあったものの、人口減少という前提が先行しすぎているように感じまし

た。人口減少は、今後明らかな課題なので、減少対策というものも含めて

もらえればと思いました。 

○ 自分が所属している係に関する研修内容が多かったので、自分としては、

とても有意義な研修内容でしたが、２日目と３日目が高齢者福祉関係で同

じだったため、どちらかは他の分野の内容でも良いのではと思いました。 

○ テーマがさまざまな分野で設定されていて、非常に興味深かった。  

○ 当町にも参考になる部分があり大変良かったが、移動時間が多い。  

○ 高齢者及び福祉分野のテーマが多く、今の業務と重なるところがあり参

考になった。 

○ 現在の業務に関するテーマが多かったことから、有意義なものであった。 

○ さまざまな分野を経験する自治体職員として、幅広い研修テーマにより

知識を習得することができた。 

○ 福祉関係の研修が多く勉強になる部分があったので良かった。  

○ 多くの市町村の抱える問題に対しての先進的な取組だったので、大変勉

強になった。 

○ 福祉分野の研修が多く、個人的には参考になる部分が多かったが、その

他の分野の内容がもう１つあっても良いのではないかと思いました。  

○ １つ１つのテーマはとても興味深く勉強になりました。今回は福祉に関

わるテーマが多かったので、もう少し種別の違うテーマがあっても良かっ

たと思います。 

○ さまざまな分野での地域活性化の取組をテーマにしており、自治体職員

の研修として良かった。 

○ 目標達成のプロセスや今の業務の参考にとてもなった。  

 

７ 今後、取り組んでほしい研修テーマを記入願います。  

  ○ 地域おこし協力隊の成功事例。 

  ○ 人口対策、子育て支援事業の先進地研修。 

  ○ ゆるキャラの活用と自治体との関わり、ふるさと納税。 

  ○ 洋上風力や地熱発電などの再生可能エネルギー。  

  ○ 福祉や産業・建設等の担当者間で、今までにないような連携で成果を上

げている事業や施設の研修。 

  ○ 人口減少対策、地域産業の活性化。 



  ○ 小さな町や村ならではの、町おこしに関する取組。  

  ○ 引き続き、各市町村の先進事例。 

  ○ 移住促進に向けた先進事例、地元ブランド商品の開発、販売の先進事例。 

  ○ ふるさと納税への取組。（寄付金に対しての俺品、アフターフォロー、

使途について。） 

  ○ 人口減少に対する取組、高齢化対策の取組、子育て支援の取組。 

  ○ 一つの事業を軸に、いろいろなものを巻き込んで実施している取組。 

  ○ 地場産業を活用した取組、子育て支援。  

  ○ 職場内で先駆的に実施している研修、町立病院の運営、福祉の社会資源。 

 

８ 研修日程、訪問先及び全体を通じての感想をお聞かせください。  

  ○ 普段あまり会うことがない職員と交流し、さまざまな意見を聞けたので

良かった。各町村も問題に直面しどうしたら良いかということを考えて、

さまざまな工夫を凝らした成功事例なので非常に参考になる部分が多か

った。 

  ○ 全体を通して大変勉強になりました。懇親会は初日の方が研修成果もよ

り高くなる気がします。 

  ○ 日程及び訪問先についてはちょうど良く、いろいろな町・地域を視察で

きたのは良かったです。１日目に意見交換会があれば、もっと他市町村の

職員と交流が深まったと思われるのでご検討ください。事務局お疲れ様で

した。 

  ○ バスでの移動によって、時間に追われ、ゆっくり質問ができなかったの

で、もう少し日程に余裕があってもいいような気がしました。  

  ○ 自己紹介と情報交流会は初日に行った方が良かったと思う。  

  ○ 多様な研修内容で大変勉強になり、今後の仕事内容を見直す良い機会で

ありました。今後の道外研修に是非参加できればと思います。  

  ○ 訪問先の町の方の説明から、町民の方や町の活性化のために取り組む熱

意がとても感じられ、仕事に対する意識の持ち方を変えていかなければと

思わされる部分がありました。日々の業務に追われるばかりで、新しい取

組などはなかなか考えられる余裕がない部分もありますが、今回の事例研

修で受けた刺激を忘れずに、自分の町でもできることを探して、仕事に励

みたいと思います。全道の市町村職員の方と交流できる機会も今までにな

かったため、とても有意義な研修になりました。  

  ○ 道内各地からの職員の皆様と交流する機会が持てて、とても有意義だっ

たと感じています。多くの市町村を実際に訪れ、自分で見聞きすることの

大切さを感じました。 

  ○ 内容は大変良かった。先進地へ訪問する関係上仕方ないが、遠方からの

参加のため、多くの時間を取られ、移動時間が長かったのは改善してほし

い。 

  ○ 実際に自治体の方々から話を聞き、質問することで取り組み内容を深く

学習することができた。また、福祉分野以外の取組を学習する機会はない



ため新鮮だった。 

  ○ 各種事業を取り組むに至った経緯、成果、課題を聞くことができたこと

は、現在の業務のみならず、今後行政に関わっていく中で、非常に参考に

なるものであった。 

  ○ さまざまな分野の職員が参加していたので、福祉施設を訪問した際に、

福祉分野の職員は施設の使い勝手の視点、建築分野の職員は技術的視点、

訪問先の説明者からは経営的視点で１つの施設をさまざまな方向から見

ることができ、非常に興味深かった。グループ討論等があれば、さらに考

えが深まったと思う。できれば初日に交流会があれば良かったかと思う。 

  ○ 同年代の職員が多く、意見交換もできたため、とても有意義であり勉強

になる研修であった。今回の研修を通して、今後業務に生かしていければ

と思う。 

  ○ 移動時間が長かったため、その部分の時間がもったいなかった。  

  ○ 全道各地の自治体の職員の方々と研修をすることで視点も増え、自分の

町では想定されない意見や質問が伺え、研修先事業に対する理解が深まっ

たと思います。研修日程については、移動時間が短ければもう１カ所だと

思いますので特に不満等はありませんでした。今回は近隣自治体での研修

でしたが、身近なところに先進的な取組をされ参考にできる所は多いのだ

なと気づかされました。 

  ○ 他市町村の取組について直にお話を聞く機会はこれまではあまりなく、

今回の訪問先の方々の事業取組に対する姿勢を含めてお聞きできたため、

とても貴重な機会をいただきました。可能であれば、１日目に自己紹介や

懇親会などがあると、もう少し参加者同士が打ち解けやすかったかなと感

じました。 

  ○ 各自治体の取り組んでいる内容は違っても、住民のため、まちの活性化

のために取組姿勢は共通しているものがあると感じた。  

  ○ 研修先や所属する市町村の場所によって集合場所を２カ所にしていた

だいたことは助かる点ですが、始めにオリエンテーションや自己紹介をし

ていなかったことで参加職員との関係づくりが大変になるとういう点も

あると思いました。解散箇所は２カ所で良かったと思いました。  

  ○ 日程は今のままがちょうど良いと思います。最初は長いかなと思いまし

たが、研修内容が充実していたので、あっという間でした。訪問先や参加

者がいろんな職種だったので多角的に話を聞くことができました。他市町

村の方と知り合えたのが、一番の収穫です。意見交換会が１日目にあると

もう少し早く打ち解けられたような気がします。２泊３日お疲れさまでし

た。そしてありがとうございます。 

 

９ 本協会の研修事業に対して、ご意見、ご要望があればお聞かせください。 

○ 実際に事例を見て歩けた部分があって良かった。時間の関係もあると思

いますが見て体験したことはより印象に残ると思いますので、今後も事例

を見学する時間はあった方がいいと思った。  



○ 北海道内での研修のため移動時間がかかってしまうのは仕方がないの

ですが、この移動時間を使い新たな研修をして欲しい。例えとして、特別

に４０歳以上の管理職の方１～２名に参加していただき、研修テーマに沿

った内容で各市町村の事例等をバス内で講演してもらいます。そして、向

かった先でバス内での講演を踏まえてさらに深く研修するといった内容

です。未熟者の考えだけではなく、経験者の考えもあわせて研修した方が、

より実りのある研修になると思います。  

  ○ 研修先では、各町村の対応ですが、事前に提出していた質問事項等の回

答をされていないとの話があったので、事前の質問に対する回答をしても

らえるようにして欲しかったです。また、研修初日にオリエンテーション

がなく、今回のようにレポートを班毎で作成してくださいと言われても、

名前や顔が分からない中で行うのは難しいので、オリエンテーションは行

って欲しいです。 

  ○ この度の道内先進事例研修に参加させていただいて、とても普段の業務

に参考になったり、他の市町村の職員の方との繋がりももて、このような

研修は貴重であると感じますので、是非、今後とも続けていただければ有

難いです。 

  ○ 市町村職員交流として、とても有意義な研修だった。道内のさまざまな

職員と知り合うことができ、良い人脈ができた。  

  ○ 様々な市町村からの職員が集まり、集団行動できる貴重な機会なので今

後も実施していただきたい。また、参加できるときは、積極的に参加して

いきたい。 

  ○ 今回は貴重な研修の機会をいただきありがとうございました。ぜひ研修

事業を続けていただければと思います。企画調整される方は大変かと思い

ますが、業務量が増えている現在、２泊３日だと出席できない職員の方も

いるかと思うと、地域・テーマを絞り１泊２日などより短期間の研修もあ

っても良いのかと思いました。 

  ○ 研修の案内について、１ケ月後の予定を組む場合もあるので、もう少し

早い段階で通知して頂いたら助かりました。  


