
第５期政策審議会　提案内容に関する実施状況（H28.4.１現在）

グループ名 提案内容 担当課
実施
状況

実施
主体

提案内容に関する説明

1 グループ１

「ままプラザほっと」は、町の補助を
受けながら自主的に子育て支援活動な
どを行い、成功していて他の活動団体
などが今後もっと増えると良い。

総務課 ○ 1
町からの支援やまちづくり活動助成金などの補助
を今後も継続し、町民の方の主体的な活動が増え
るように情報提供や助言を行っていきます。

2 グループ１
企業を誘致するなど、次世代の若い人
が働ける場所をつくって欲しい。

総務課 △ 3

現在、企業を誘致できる十分な広さの町有地はな
いのが現状です。しかし、今後はマスタープラン
に定めている「土地利用検討ゾーン」や「開発検
討ゾーン」の活用を検討していきます。

3 グループ１

公共施設等を利用して、平日の働いて
いる時間に、少しだけ子どもの面倒を
みてくれる人（元気高齢者・元気シニ
ア・ご近所）がいたら、子育て世帯は
ありがたい。

福祉健康課 ○ 2

公共施設を利用しての一時的な子どもの預かりは
行っておりませんが、平成28年4月よりﾌｧﾐﾘｰ・ｻ
ﾎﾟｰﾄ・ｾﾝﾀｰを開設しました。会員は50人以上の登
録があり、今後も会員の増員に努めていきます。

4 グループ１

子どもを増やさなければいけないか
ら、高齢者を優遇する施策より、子育
て世帯を増やす施策を充実させた方が
いい。

福祉健康課 ○ 3

ﾌｧﾐﾘｰ・ｻﾎﾟｰﾄ・ｾﾝﾀｰも子育て対策のひとつです
が、そのほかの対策として未満児保育の充実を図
り、新しい制度の元、小規模保育施設を北方町で
認可いたしました。また、乳幼児等の健診や子育
ての相談できる機会の提供を充実させるなど、子
育てに関する施策を今後も検討していきます。

5 グループ１
小中学校の長期休暇中に、退職した教
員が指導してもらえないか。

教育委員会 ○ 2
サマースクールやオータムスクールにおいて地域
の方をお願いして学習支援の実施を予定していま
す。

6 グループ１

地域に責任を持つ先生や教育委員さん
が今は少ないのではないか。先進地な
ど現場の優れたものを視察し、実践発
表や指導する教育委員さんや先生に
もっと魅力ある教育、魅力ある学校・
地域づくりを実践して欲しい。

教育委員会 ○ 3
各地域で行われる実践発表等に先生方が参加の機
会があります。今後も先生方に参加を積極的に依
頼していきます。

7 グループ１

ふれあいいきいきサロン、モーニング
サロン、地域の身近なセンターや喫茶
店等、気軽に集まり、交流できる場が
もっとあるといい。

福祉健康課 ○ 2

平成２７年度に気軽に集まり身体や介護のことな
ど相談できる場所として「ホッと・カフェかわせ
み」を開設しました。（働く婦人の家　月１回開
催）平成28年度以降も開催箇所を増やしていく予
定です。

8 グループ１

高齢者・シニアが、豊富な経験・知
識・技能など学んだことを子どもや地
域、次世代に繋げていけるように、活
躍出来る場を作れないか。

教育委員会 ○ 2
小中学校における総合的な学習時間において、地
域の人の力をお借りしながら進めています。

9 グループ１
バスの乗り継ぎや本数を増やすなど、
もっと利便性の向上を図れないか。

防災安全課 △ 3

平成28年度に近隣市町とも連携して、公共交通利
用実態及びニーズ調査を実施し、利便性向上に向
けた検討及び社会実験に向けた準備を実施いたし
ます。

10 グループ１

空き家や公民館、現庁舎などを活用し
て、地域で子どもたちと高齢者・シニ
アがふれあうことができる様な、子ど
もの教育のために高齢者・シニアが元
気に活躍する場があれば、親も安心し
て働きやすくなる環境も生まれてくる
のではないか。

防災安全課 △ 2
現庁舎の利活用方法については、意見交換会を実
施し、個人・法人を問わず幅広く意見を伺いなが
ら検討してまいります。

11 グループ１
現庁舎を「町民活動交流センター」と
して再整備し、協働の町づくりの活動
拠点としてはどうか。

防災安全課 △ 2
現庁舎の利活用方法については、意見交換会を実
施し、個人・法人を問わず幅広く意見を伺いなが
ら検討してまいります。

12 グループ２

小さな子どもを一時的に預かる施設が
ほしい。瑞穂市、本巣市にあるファミ
リーサポート事業の運営費を北方町も
負担して利用可能にできないか。

福祉健康課 ○ 2
平成２８年4月よりﾌｧﾐﾘｰ・ｻﾎﾟｰﾄ・ｾﾝﾀｰを北方町
独自で開設しました。会員は50人以上の登録予定
があり、今後も会員の増員に努めていきます。

13 グループ２

母親学級（ＰＴＡ主催）が実施されて
いるが、働く母親が多いため、参加人
数が少ない。実施日時の検討をして
は。

教育委員会 △ 2
土日の開催も含めＰＴＡと協議を図っていきま
す。

14 グループ２

西小のクラスはあと少し児童数が増え
れば２クラスになるぐらいの多人数。
今の人数のままでも、クラスを増設し
たり、補助教員の配置をしたりといっ
た方法で解決できないか。

教育委員会 × 3
学級編成、教員の配置については県の基準があり
ます。町独自の増級は大変難しいので、少人数学
級等で対応します。

※実施状況は、○（実施済、実施予定） △（検討中） ×（実施困難）
※実施主体は、１（住民主体で実施をお願いしたいもの）、２（住民と
行政の協働の実施）、３（行政の実施）
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15 グループ２
西小校区は今後、子どもが増える見込
みがないように思う。校区の割り方を
変えることはできないだろうか。

教育委員会 × 3
現在のところ校区の割り方を変更することは考え
ていません。

16 グループ２
1年生は登校の際、親がついていってい
るケースがあるため、集団登校が必要
ではないか。

教育委員会 △ 2
集団登校は各校で実施の有無を決定しています。
実施の場合、自治会等地域の方のバックアップが
必要となります。

17 グループ２
学校・ＰＴＡからのメール配信を、学
校関連だけでなく、町からのお知らせ
も同時に発信してほしい。

教育委員会 ○ 3
町でメールを一括契約を予定していますので、
メール配信希望があれば町からのお知らせも同時
に配信できるように計画しています。

18 グループ２

子育てに理解がある企業を誘致するこ
とで、女性が働きやすい環境が生まれ
る。働く母親のための託児所を備えた
企業等を誘致できないか。

総務課 △ 3

現在、企業を誘致できる十分な広さの町有地はな
いのが現状です。しかし、今後はマスタープラン
に定めている「土地利用検討ゾーン」や「開発検
討ゾーン」の活用を検討していきます。

19 グループ２

自治会加入率が少ない。町で加入を進
めることはできないか。子ども会加入
の前提条件で自治会加入としている所
もある。

総務課 △ 1

自治会は自治組織ですので、町として施策を実行
することは難しいと考えますが、円滑な自治会運
営のため、加入促進につながる対策はないか、今
後自治会連絡協議会と協議してまいります。

20 グループ２

若い親世代に元気がなく、地域への愛
着が薄い気がする。リサイクルの活動
等、親が学校へ進んで足を運んでもら
える機会が多くあると良い。

教育委員会 ○ 2

各学校では、子どもサミット活動（月の最終日）
を行っています。子どもたちはあいさつ運動、登
校時のゴミ拾いを積極的に取組んでいます。是
非、保護者、地域の方の参加をお願いします。

21 グループ２

地域コミュニティから外れてしまう人
をなくすため、子育てについてはひな
たぼっこクラブ等を活用して幅広い年
齢層の人と交流を持つことが大切であ
る。

福祉健康課 ○ 2

現在多世代交流の充実を目指し、子ども館を中心
に老人クラブやひなたぼっこクラブ等の交流を進
めています。今後も、ボランティアを中心として
幅広い年齢層の方と交流を深め、地域づくりの一
端を担えれば、と考えております。

22 グループ２

団塊世代の定年後、社会で培った力を
持て余している人が多い。地元中小企
業へのコンサル業務や、学校を開放し
て早朝や放課後に教室を開くなど、人
材を活用してはどうか。

教育委員会 △ 2
学校運営協議会において地域の方の人材活用の検
討をおこなっていきます。

23 グループ２

障がい者や交通弱者も容易に移動でき
るよう、徒歩、自転車、車椅子専用の
安全な周遊道路（サイクリング、
ウォーキングロード）で公共施設や商
業施設を結び、車が無くても生活が出
来る、優しい町を実現してほしい。

都市環境課 ○ 3

都市計画道路のバリアフリー化や緑陰が実感でき
る街路樹整備により、町内を緑の回廊で結ぶ方針
を、都市計画マスタープランで位置付けていま
す。

24 グループ２

既存のウォーキングコースを活用し、
新庁舎、円鏡寺、天王川、夕べが池、
体育館、清流平和公園、糸貫川等の主
な施設を結ぶ道路を整備してほしい。

都市環境課 ○ 3

都市計画道路を緑の回廊で結ぶ方針を都市計画マ
スタープランで掲げています。道路の整備状況に
より、ウォーキングコースの見直しなどを行い、
歩いて暮らせるまちづくりを推進していきます。

25 グループ２

北方町は住民票を置かない人が非常に
多い。住民票を置くことではじめて受
けられる魅力あるサービスを実施でき
ないか。

総務課 △ 3
先進事例を研究して魅力あるサービスを提供でき
るよう検討したいと思います。

26 グループ２

ふるさと納税について、きらりホール
のイベントの券など、「町内で使え
る」ことや「北方町の魅力をアピー
ル」したお礼の品がよい。

総務課 ○ 3

きたがた寄席のペアチケットをお礼品として採用
しています。平成２８年度もきらりホール主催事
業のチケットをお礼品として提供し、実際に北方
町に足を運んでもらえるような品を考えていま
す。

27 グループ２

半強制的でもよいから、隣近所と顔を
合わせるきっかけが必要。（ゴミを拾
うこと自体も目的だが、人と人が接す
ることが重要なので、清掃の機会が
もっとあってもよい。）

都市環境課 ○ 1
自治会等主体で清掃活動を実施いただくことは、
地域コミュニティの連帯感が深まり、大変良いこ
とだと思います。

28 グループ２

門前市について、飛び込みの出店者も
１回○○円の出店費を徴収して、参加
できるようにしては。（非営利は無
料）

総務課 △ 2
準備や片づけ等の問題がありますので、急な参加
は難しいかもしれませんが、次回の門前市組合会
議にて、事務局側から提案させていただきます。

29 グループ２

民生委員・児童委員のような役割を
「仕事」としてやりたいと考えている
人（出来る人）もいるのでは。（定年
後世代の地域との関わりや、生きが
い）

福祉健康課 ○ 2

町内には民生委員児童委員は33名おり、地域の福
祉に貢献していただいております。昨今民生委員
の高齢化が進み、人材不足で苦慮しております。
民生委員等、福祉のボランティアや地域づくりに
協力していただける方の情報があれば、役場福祉
健康課にご連絡いただければ幸いです。
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30 グループ２

町の減免制度や助成制度について、知
らないままに過ぎてしまうことが多い
ので、分かりやすい一覧等があるとよ
い。また、その人が必要と思われるタ
イミングでお知らせ出来る手立てがあ
るとよい。

総務課 ○ 3

現在は広報やＨＰにて減免制度や助成について周
知を図っております。新庁舎の完成に伴い、町の
情報と地図が一体化した町民便利帳を発行する予
定です。さらに、子ども向けの情報については、
ＨＰにて子ども向けに特化したキッズページを平
成２８年度に作成し、子どもや親へのイベント情
報の提供を行っていく予定です。

31 グループ２
スマートフォン（小画面）用の見やす
い広報が必要。

総務課 △ 3
ＨＰをスマートフォンに対応できるよう検討して
います。

32 グループ２
ゴミ出し日変更等のお知らせをリアル
タイムに出来ると良い。

都市環境課 ○ 3

ごみ収集日の変更については、くらしのカレン
ダー及び毎月の”広報きたがた”に掲載しており
ますので、ご確認ください。（ホームページの広
報でも、ご確認ください）

33 グループ２
ＳＮＳを通じて、職員が自由に更新で
きるような情報発信が効果的。

総務課 △ 3
今後フェイスブックなどのＳＮＳツールを活用し
ていくことを検討しています。

34 グループ３

庁舎跡地利用案として、
・スタッフ（ママ）が子ども同伴で働
けるママ'sカフェ
・雨天時でも遊べる有料の遊戯施設
・趣味のハンドメイド教室やその販売
ブース
・児童から高齢者までが集える多世代
交流施設。地域の人材を活用した学童
保育やアフタースクールとして活用。

防災安全課 △ 2
現庁舎の利活用方法については、意見交換会を実
施し、個人・法人を問わず幅広く意見を伺いなが
ら検討してまいります。

35 グループ３

自治会活動について、自治会同士の情
報交流の場を設けることで、他地区の
活動を参考にでき、活性化につながる
のではないか。

総務課 △ 1

自治会活動の活性化につながるいい提案ではない
かと思います。実施するためには、活動を紹介す
る多数の自治会の方々の参加が必要になること
や、実のある場を設けるにはどのような形態で実
施することができるのか、など今後自治会連絡協
議会と協議してまいります。

36 グループ３
自治会加入促進策として、施設利用料
等を自治会加入者・未加入者・町外者
で差異を設けてはどうか。

総務課 × 3

施設利用料においては、施設の運営上、利用者が
自治会の加入者かどうかを判断することは難しい
ので、利用料に差異を設けることは考えていませ
ん。

37 グループ３
自治会のごみ集積場に自治会未加入者
がゴミを出すことについて制限できな
いか。

都市環境課 ○ 1

ごみ集積場の管理は自治会になりますが、未加入
者のごみ出しについても地域清掃における行政協
力として、各自治会にご協力いただきますようお
願いします。

38 グループ３
町議会議員選挙について、選挙公報の
配布はできないか。

総務課 × 3

印刷・配布費用がかかることや、国政選挙などに
比べて町議選は選挙運動期間が短期間のため、立
候補受付終了後に印刷発注するとスケジュールが
非常にタイトになり実施は困難と考えます。

39 グループ３
町議会議員選挙について、候補者の公
開討論会を実施してはどうか。

総務課 × 1

公開討論会を町や選挙管理委員会が主催で行うこ
とは、立候補予定者への公平性を欠くことがある
ため好ましくないとされています。行う場合は住
民主体で行っていただくことになります。

40 グループ３
街頭演説の場所やスケジュールの公開
ができないか。

総務課 × 1
選挙管理委員会では街頭演説の場所やスケジュー
ルについてまでは把握していないため、各候補者
にお尋ねしていただくことになります。

41 グループ３
投票所において、候補者が分かりにく
いため、投票所内に候補者のポスター
を掲載することはできないか。

総務課 × 3

投票所内に候補者のポスターを掲載することはで
きません。町内には２８箇所のポスター掲示場を
設置していますので、そちらでご確認いただけま
す。

42 グループ３
投票の利便性の向上のため、高齢者等
投票所へ自力で来るのが困難な人に対
し、送迎バス等を検討してはどうか。

総務課 × 3

送迎バスについては利用率が不明なため、実施は
困難です。各投票所は有権者数のバランス等を考
慮して設定しております。期日前投票は役場で
行っておりますのでご利用ください。

43 グループ３
投票所（期日前を含む）を、利便性の
高い民間施設（アピタなど）へ移行し
てはどうか。

総務課 × 3
期日前投票所ではＰＣのシステムを使用するた
め、システム整備費や、セキュリティ面において
実施は困難です。
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※実施状況は、○（実施済、実施予定） △（検討中） ×（実施困難）
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行政の協働の実施）、３（行政の実施）

44 グループ３
町議会の傍聴に行きたくても日程がよ
く分からないので、メール配信サービ
スによる案内を行ってはどうか。

議会事務局 ○ 3
議会の日程が決まり次第、北方町のホームページ
に掲載しています。

45 グループ３
町議会をインターネット中継・配信等
すれば、傍聴に行けなくても議会の様
子が分かるので取り入れてほしい。

議会事務局 × 3
新庁舎の議場におけるインターネット配信につい
て検討しましたが、多額の経費が必要なため、今
のところ配信する予定はありません。

46 グループ３

議員に話したいことがあっても連絡先
が分からないため、くらしのカレン
ダーに住所と電話番号を掲載してはど
うか。

議会事務局 ○ 3
議員の名前と住所は、北方町のホームページに掲
載しています。電話番号については、議会事務局
にお尋ね下さい。

47 グループ３ 議員との談話室を設けてはどうか。 議会事務局 ○ 3
現庁舎・新庁舎共に、会議室や議員控室・応接室
があるので、利用することができます。

48 グループ３
ワイガヤ議会に議員の方も参加しても
らってはどうか。

議会事務局 × 3

ワイガヤ議会は住民参加によるまちづくりのた
め、公募による審議会であり、議員の参加は考え
ていません。報告書はすべて議員に配布していま
す。

49 グループ４

５月～８月までの４か月間、お帰り
チャイムは１８時では遅すぎる。１８
時にチャイムが鳴ってから片付けなど
していると、家に着く時間が遅くなっ
てしまうため、チャイムを１７時半に
してほしい。

総務課 × 2

お帰りチャイムの時刻については、校長会やPTA
等で協議を進めたいと思いますが、お帰りチャイ
ムは子ども達が活動できる明るい時間帯の終わり
を知らせるの一つの目安としていただき、その活
用については各家庭でも話し合っていただきたい
と思います。

50 グループ４

１１月～１月のお帰りチャイムは１６
時半だと小学校高学年の児童は遊ぶ時
間がないので、１年通してお帰りチャ
イムの時刻を統一してほしい。

総務課 × 2

お帰りチャイムは、子ども達が活動できる明るい
時間帯の終わりを知らせるもとして、時期によっ
て異なる日没の時間に合わせて設定されているの
で、時刻の統一は考えていません。

51 グループ４
お帰りチャイムの放送の時、時刻も
言ってほしい。

総務課 △ 2 今後検討してまいります。

52 グループ４
お帰りチャイムについて、アンケート
をとり実態を調査してほしい。

総務課 × 2
生活のスタイルが多様化しているため、アンケー
ト調査による意見の集約は難しい状況です。

53 グループ４

円鏡寺周辺の車両通行規制区域につい
て、変更があったり、学校行事によっ
ては通行できたり非常に曖昧で分かり
にくいので、きちんと明示してほし
い。

防災安全課 ○ 3
当該箇所の区域については、通園・通学路マップ
にも明示しておりますが、立て看板等も分かりや
すいものに変更する等検討します。

54 グループ４

北方南保育園北側の東西の道路、中央
通りの交差点が開通し、優先道路が変
わったため、大変危険である。すでに
自動車同士の事故が多発している。今
後交通量も増え、自動車事故や子ども
が事故に巻き込まれないか心配。信号
をつけてほしいが、すぐにはできない
なら、一時停止などもっと目立つよう
にしなければとても危険。

防災安全課 △ 2

当該交差点に早急に信号設置してもらうように北
方警察署を通じて公安委員会に要望しております
が、引き続き実施してまいります。
また、ドライバーに対して安全運転を心掛けるよ
う啓発するほか、当該交差点の安全対策について
も引き続き検討してまいります。

55 グループ４
清流平和公園に時計がないので時刻が
確認できない。

都市環境課 ○ 3 平成２８年度に時計の設置を予定しています。

56 グループ４
清流平和公園、歩道、道路の境目の柵
が低く、子どもの飛び出しなど事故に
つながらないか心配。

都市環境課 × 1

総合遊具の位置は道路から離れたところにあり、
大人が見守っていただければ飛び出しもないもの
と考えます。できれば、下部の芝生広場で、おも
いっきり楽しんでいただくと幸いに存じます。

57 グループ４

高屋条里ライオンズマンションから条
里公園周辺、路上駐車が多く、朝の登
校時に危険である。路上駐車が多いと
車上荒らしなど、犯罪にもつながりか
ねない。取り締まりをしてほしい。

防災安全課 ○ 2
迷惑駐車に関する看板の設置をするほか、警察へ
の依頼を実施してまいります。

58 グループ４

一本松の塾「ホームズ」の前の歩道が
狭く、過去に危険個所と認められてい
て「登下校安全巡視員による指導、児
童に交通安全の徹底をはかる」と対策
はされていても、登下校の時だけ通る
わけではないので、通行する全ての人
がいつでも安全に通行できるように歩
道の整備をしてほしい。

都市環境課 ○ 3
現在グリーン通りの整備を進めており、該当地は
平成28年度に整備予定です。安全に通行できるよ
うに配慮します。
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59 グループ４
カーブミラーが設置されていてもドラ
イバーから見にくい箇所があるため、
設置後の点検も実施してほしい。

防災安全課 ○ 2

町有施設の点検は、職員のみならず朝日大学生ボ
ランティアにもお願いしておりますが、お気付き
の箇所がありましたら役場にご連絡をいただきま
すようご協力お願いします。

60 グループ４
スマホ・ネットの小中学生の利用につ
いて、行政や青少年育成、ＰＴＡと共
同でルールを決めてはどうか。

教育委員会 ○ 2
学校においては情報モラル教育を行っています。
また、ＰＴＡ等と共同でルール作りを行っていま
す。

61 グループ４

大人が学べるネットセミナーを開催し
てほしい。また、関心を高めるため
に、アプリやゲームを作る講習を開催
すれば、親子のコミュニケーションの
活性化、町民意識の向上になるのでは
ないか。

教育委員会 △ 2
生涯学習センターのパソコン教室の中でネットに
ついて学んでいます。アプリ等についても検討し
ていきます。

62 グループ４

給食調理場については、建物が古いた
めエアコンの設置ができないようであ
り、暑い時期は冷蔵庫の中で和え物な
どの調理を行うなど、衛生面など注意
を重ねて調理をされているが、調理員
の働きやすい環境を整えてもらうこと
が、安全な調理、おいしい給食になる
のではないか。

教育委員会 △ 3

給食センターは老朽化しています。今後の給食セ
ンターのあり方を検討しています。
現在は、安全安心な給食の提供を職員一丸となり
実施しています。
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