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Ⅰ-１．幌延町について 

年齢 性別 居住地区 
問 2付問 幌延町を好き・嫌いの理由 

【好き】 

10・20代 男性 問寒別・雄興 生まれ育ったふるさとだからです。 

10・20代 男性 問寒別・雄興 ずっと住んでいるから。 

10・20代 男性 幌延市街 趣味が楽しめる町だから（鉄道）。 

10・20代 男性 幌延市街 

・のどかで良い町だと思った。 

・町外から来たが、周りの方々が優しく良い方ばかり。 

・空気がキレイ。星がよく見える。 

10・20代 男性 幌延市街 出身地の環境に似ており、なじみやすいため。 

10・20代 男性 幌延市街 人が良い。 

10・20代 男性 幌延市街 
・イベントに積極的であること 

・人口が少ないからこその人のあたたかさ 

10・20代 男性 幌延市街 

・町の人々が温かい 

・優しい 

・一緒に呑んでいて楽しい 

10・20代 女性 幌延市街 生まれ育った町だから。 

10・20代 女性 北進・字幌延 人が優しいからです。 

30 代 男性 問寒別・雄興 人があたたかい。 

30 代 男性 幌延市街 何もなく静かな町だから。 

30 代 男性 幌延市街 自然が多く、最低限の商店もあり、ゆったり生活可能なため。 

30 代 男性 幌延市街 

・人口は少ないが、生活には困らないため、日常生活におけるス

トレスが少ないため。 

・ドライブが楽しいため。 

30 代 女性 問寒別・雄興 子育てがしやすい。 

30 代 女性 問寒別・雄興 犯罪や事件がなく、安心して暮らすことができているから。 

30 代 女性 幌延市街 
転入してきたときから町の人が温かく、気軽にあいさつができる

ところ。 

30 代 女性 幌延市街 住みやすい。夏も気温が暑くなりすぎず過ごしやすい。 

30 代 女性 幌延市街 
・町民が優しい 

・平和 

30 代 女性 幌延市街 楽しいイベント等行っているため。 

30 代 女性 幌延市街 

・静かで住みやすい 

・子育てしやすい 

・親もいる 

40 代 男性 問寒別・雄興 
都会と比べて不便なところはあるが、生活していて特に不満はな

い。 

40 代 男性 問寒別・雄興 
・教育予算が充実している 

・おもしろ科学館などのイベントが充実している 

40 代 男性 幌延市街 
幌延町出身なので好きです。自然環境に恵まれた住みやすい町だ

と思います。 

40 代 男性 幌延市街 自然が多く、色々楽しめる。 
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年齢 性別 居住地区 
問 2付問 幌延町を好き・嫌いの理由 

【好き】 

40 代 男性 幌延市街 夏は涼しく過ごしやすい。 

40 代 女性 幌延市街 子どもを育てやすい。 

40 代 女性 幌延市街 住み慣れた町で、子どもが育つ環境にも良い。 

40 代 女性 幌延市街 
町外での生活を経て、他には代えがたい美しい景色に価値を感じ

ているから。 

40 代 女性 幌延市街 40 年近く住んでいるから。 

50 代 男性 問寒別・雄興 鉄道が走っているから。 

50 代 男性 問寒別・雄興 生まれた町だから。 

50 代 男性 問寒別・雄興 コンパクト 

50 代 男性 幌延市街 
・職場があるので。 

・概して住民があたたかい。人が良い。 

50 代 男性 幌延市街 
・温かい関わりを大切にする地域 

・子どもたちのことを大切にする数多くの取組みがあること 

50 代 男性 幌延市街 
自分の生活スタイルに合っている。また、住めば都になったと思

う。 

50 代 男性 北進・字幌延 

・教育に理解のある行政を進めている。 

・町民の温かさ、気質。 

・ゴミが落ちていない。 

50 代 女性 幌延市街 

・安心安全 

・静か 

・自然いっぱい 

・きれい 

・歩いて全てに行ける 

・公共施設充実 

・JR、バス充実 

・教育、医療、福祉（老）充実 

・人がおだやか 

・飲食店、スーパー必要十分 

・コンビニもある 

50 代 女性 幌延市街 
・公共施設（役場、図書館、体育館 etc.）が全て徒歩で行ける 

・子どもに手厚い 

50 代 女性 幌延市街 生まれ育って知り合いもたくさんいるので。 

60 代 男性 問寒別・雄興 
・自然豊か 

・人間同士の付き合いがよい 

60 代 男性 幌延市街 

・自然が豊か：サロベツ湿原、天塩川、広大な牧場の風景 

・他にない点：金田心象館、トナカイ牧場、バターの生産量、ブ

ルーポピー 

・研究機関が複数 

60 代 男性 幌延市街 
自然が豊かで優しい人が多い。子どもを育てるには最高の環境が

整っている。犯罪・事故・災害が少ない。 

60 代 男性 北進・字幌延 出身地 

60 代 女性 上幌延 自然が多く、隣近所に気を使わなくていい。 
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年齢 性別 居住地区 
問 2付問 幌延町を好き・嫌いの理由 

【好き】 

60 代 女性 幌延市街 自然が豊かである。 

60 代 女性 北進・字幌延 
・友達がたくさんいること 

・好きな仕事ができるから 

70 代以上 男性 幌延市街 古くから住んでいるから。 

70 代以上 男性 幌延市街 自然が多く、のんびり生活できる。 
 
 
 

年齢 性別 居住地区 
問 2付問 幌延町を好き・嫌いの理由 

【どちらかといえば好き】 

10・20代 男性 幌延市街 町並みがきれい。 

10・20代 男性 幌延市街 
なんだかんだイベント、行事は楽しく、全員ではないが人間的に

良い人が多い。 

10・20代 男性 幌延市街 現状不便していなく、住みやすいと感じるから。 

10・20代 男性 幌延市街 

・空気が良い 

・広い公園がある 

・告知端末が便利 

・道路のガタガタはいただけない 

10・20代 男性 幌延市街 まだ幌延での暮らしが長くないため。 

10・20代 男性 幌延市街 住みやすいと思うため。 

10・20代 男性 幌延市街 良い人が多く、暮らしやすいが、都市へのアクセスが悪いため。 

10・20代 女性 問寒別・雄興 地域の方々との関わりが多い。 

10・20代 女性 問寒別・雄興 子育てする環境が整っている 

10・20代 女性 幌延市街 
自然豊かで良い。（星・利尻見えてキレイ） 

人もやさしい。 

10・20代 女性 幌延市街 

幌延町に住み始めてまだ５か月程ですが、地域の行事に参加した

際、町民の皆さまがとてもあたたかくて、優しさを感じることが

できたから。 

30 代 男性 問寒別・雄興 町内行事が多く、交流が盛んだから。 

30 代 男性 上幌延 何もないところ。 

30 代 男性 幌延市街 
住み始めて間もないため、判断する材料が少ないが、どちらかと

いえば好きにあたる。 

30 代 男性 幌延市街 
・自然豊かだから 

・ＪＲがある 

30 代 男性 幌延市街 生活に慣れて良くなってきた。 

30 代 男性 幌延市街 みんな優しい。 

30 代 男性 幌延市街 優しい人が多いから。 

30 代 男性 幌延市街 子育てがしやすい。 

30 代 男性 幌延市街 
・コンパクトな町で住みやすい 

・静かな環境 

30 代 男性 幌延市街 町民があたたかい。 

30 代 女性 上幌延 子どもがのびのびと暮らしている気がするから。 
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年齢 性別 居住地区 
問 2付問 幌延町を好き・嫌いの理由 

【どちらかといえば好き】 

30 代 女性 幌延市街 
・自然が多く、景色がよい 

・のんびりできるところ 

30 代 女性 幌延市街 

自然が多く住みやすい。のんびりとすごせる。しかし、“これ！”

といって行ける場所や物、観光スポットなどがないように感じ

る。 

30 代 女性 幌延市街 自然がたくさんある。 

30 代 女性 幌延市街 自然が豊か。 

30 代 女性 幌延市街 
・子育て世代がたくさんいる 

・施設がキレイ 

30 代 女性 幌延市街 住みやすいです。 

40 代 男性 下沼・浜里 生まれ育った故郷だから。 

40 代 男性 幌延市街 
住めば都です。自然も豊かで、山菜の宝庫、景色もすばらしく、

他に誇れる財産がたくさんあります。 

40 代 男性 幌延市街 
・道北は自然の魅力にあふれている。 

・乳製品、海産物が美味しい。 

40 代 男性 幌延市街 

今現在、生活していて不便を感じていないです。ただ、高齢になっ

た場合はどうなのかわかりません。 

ハード面もそれなりに充実しているし、ソフト面では子育て支援

や町の事業が充実している方だと思います。ただ、高校などで地

方に行った人の支援が奨学金のみであるため、その世代の支援が

充実すると、もっと良いのではないでしょうか。 

40 代 男性 幌延市街 住みやすいが、札幌や旭川が遠い。 

40 代 男性 幌延市街 

不便を感じるが、近くに稚内があり、特に問題はない。しかし、

病院については、稚内が近いが信用できないため、札幌へとなる

と、距離があり不安。 

40 代 男性 幌延市街 町の大きさ、施設等も充実していて、良い町だと思います。 

40 代 男性 幌延市街 自然が豊かで、静かで住みやすい。 

40 代 女性 問寒別・雄興 自然の中で暮らせるから。 

40 代 女性 問寒別・雄興 静かで平和。 

40 代 女性 幌延市街 移住するつもりもないし、一生住んでいると思う。 

40 代 女性 幌延市街 災害が少ない。 

40 代 女性 幌延市街 
生活していて不便ではないし、子どもの医療費など高校まで無償

などはありがたい。 

40 代 女性 幌延市街 一応地元だから。 

40 代 女性 幌延市街 環境がいいと思います。 

40 代 女性 幌延市街 自然が豊か。 

50 代 男性 上問寒 自然が多い。 

50 代 男性 幌延市街 静かできれいな町だから。 

50 代 男性 幌延市街 店が少なく不便だが、趣味が楽しめる。 

50 代 男性 幌延市街 
何年か住んだら仲良くしてくれるが、引っ越してきてすぐの人に

は冷たい。 

50 代 男性 北進・字幌延 静かでのどか。田舎そのものって感じがいい。 
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年齢 性別 居住地区 
問 2付問 幌延町を好き・嫌いの理由 

【どちらかといえば好き】 

50 代 女性 問寒別・雄興 時間がゆっくり流れているから。 

50 代 女性 幌延市街 
・住み慣れた 

・静か 

50 代 女性 幌延市街 住み慣れたから。 

50 代 女性 幌延市街 生まれ育った地だから。 

50 代 女性 幌延市街 

冬は厳しいが、除雪なども早朝から対応してもらえて助かる。移

住して１年未満なのですが、いろいろと町ぐるみの取り組みも盛

ん。 

50 代 女性 幌延市街 街中に自然がたくさんある。 

50 代 女性 幌延市街 
幌延町・・・と言っても特産物があるわけでもなく、地方の人に

説明するのが難しい。 

60 代 男性 問寒別・雄興 
自然環境、子育て支援、高齢者福祉が充実し、地域の結束力も高

い。 

60 代 男性 問寒別・雄興 農業、医療、教育、観光政策が中途半端。 

60 代 男性 問寒別・雄興 自分が生まれ育ったところだから。 

60 代 男性 幌延市街 自然が多く、住み慣れたから。 

60 代 男性 幌延市街 自然が好き。 

60 代 男性 幌延市街 友達が多いから。 

60 代 女性 幌延市街 自然が豊かで仲良い友達がいるので心がぎすぎすせずに住める。 

60 代 女性 幌延市街 
・自然災害（地震、台風、大雨など）が少なく安心できる。 

・人と人のつながりがある。 

60 代 女性 幌延市街 
・災害が少ない 

・長く住んでいて気候になじんでいるから 

60 代 女性 幌延市街 

・気候が良い。 

・自然がたくさんあり、春・秋には山菜を豊富にとることができ

る。 

・アウトドアが楽しめる。 

・高齢になっても、土地があるので家庭菜園が楽しめる。 

・自然災害が少ない。 

60 代 女性 幌延市街 

田舎の特質、世間狭い、人の心の中に土足で入ってくるのが嫌い。

人の不幸がすぐ他の人の耳に飛び込んでくる。色々な意味で。 

私自身は１年２年経ってから耳に入ってくるくらい噂話は知ら

ない。興味ない。人は人、自分は自分、くだらないことを耳にし

ても何にもならない。もっと興味を他方に向ける。 

70 代以上 男性 問寒別・雄興 長年住んでいるから。 

70 代以上 男性 幌延市街 自然環境に恵まれている。 

70 代以上 男性 - 何となく住みづらい。 

70 代以上 女性 問寒別・雄興 友達関係を考えたらです。 

70 代以上 女性 開進 住み慣れているから。 

70 代以上 女性 下沼・浜里 夏が涼しい。 

70 代以上 女性 幌延市街 仕事の都合で。 
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年齢 性別 居住地区 
問 2付問 幌延町を好き・嫌いの理由 

【どちらかといえば好き】 

70 代以上 女性 幌延市街 

子どもを育てるには良い環境でした。低学年から水泳教室、ス

キー教室など、一度身に付けたら一生もののことを近距離で習得

できたことは本当によかったと思います。これからも続けていっ

てほしいと思います。 

70 代以上 女性 幌延市街 静かである。 

70 代以上 女性 幌延市街 災害もなく良い所だと思う。 

70 代以上 女性 幌延市街 住めば都でしょうか。 

70 代以上 女性 北進・字幌延 災害もなく平和だから。 
 
 
 

年齢 性別 居住地区 
問 2付問 幌延町を好き・嫌いの理由 

【どちらかといえば嫌い】 

10・20代 男性 幌延市街 

・薬局（ツルハ等）がないため、薬が気軽に買いにくい。 

・上記のように生活必需品が手に入りづらい。 

・職場のストレスを相談や解消する所が少ない。 

10・20代 男性 幌延市街 

・都会から遠い 

・娯楽が少ない 

・食事する場所が少ない 

10・20代 男性 幌延市街 
・生活が厳しい 

・娯楽施設がない 

10・20代 男性 幌延市街 低人口であり、生活水準が良いといえない。 

10・20代 男性 幌延市街 よい飲食店がない。（昼営業で） 

10・20代 男性 幌延市街 地元が遠いため。 

10・20代 女性 幌延市街 
・買い物など生活の利便が悪い。 

・交通・通信の利便が悪い。 

30 代 男性 幌延市街 閉鎖的な感じがする。 

30 代 女性 幌延市街 町として努力しているところがない。 

40 代 男性 幌延市街 

・他の市町村に比べ、閉鎖的で活気がない。 

・町長の政策がいまいちわからない。もっと積極的に公の場に出

るべき。 

・役場内の雰囲気が悪い。（町民が行くのでもっと挨拶などする

べき）→今後はみんなでどうするか話し合いが必要かな 

※現状なので、今後はもっと改善が必要。頑張って下さい。 

40 代 男性 幌延市街 町が閉鎖的。雰囲気が悪い。 

40 代 女性 幌延市街 
・買い物が不便 

・どこかに行くのにとにかく遠い 

40 代 女性 幌延市街 何かと不便。 

50 代 男性 幌延市街 雰囲気が悪い。 

70 代以上 女性 幌延市街 
提言したいことがあっても、まわりを気にして率直な意見が出し

づらい。 

70 代以上 女性 幌延市街 

生まれ育って 70 年。いなか故、世間が狭い、人の心も狭い。美

しい大自然の中ですが、どうも嫌なところがありすぎる。町政、

町内会、なぜか町民の心と離れてるような。 
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年齢 性別 居住地区 
問 2付問 幌延町を好き・嫌いの理由 

【どちらかといえば嫌い】 

70 代以上 女性 幌延市街 飲食店のよそ者いじめが多い。 
 
 
 

年齢 性別 居住地区 
問 2付問 幌延町を好き・嫌いの理由 

【嫌い】 

10・20代 男性 幌延市街 

・何もない。 

・税金が高い。→高いわりに住民還元されるような使われ方がさ

れていない。 

10・20代 男性 幌延市街 

自分の好きなスタバ（カフェ）、ラウンドワン（ボウリング）が

なく、楽しみがない。生活するのに必要最低限なもの（セブンイ

レブンなどのコンビニチェーン店、ドラッグストア等）もないか

ら。 

10・20代 男性 幌延市街 コンビニが少ない。暮らしていて不便で仕方がない。 

10・20代 男性 幌延市街 

・人がいない 

・娯楽施設がない 

・住民税が高い 

・帰省に時間・費用がかかる 

40 代 男性 幌延市街 

・生活をするのが不便 

・教育のための情報や相談の民間機関が身近にない。 

・朝から意味不明な音楽が町中に響き渡る。不規則な職をしてい

るので、睡眠の障害になり迷惑している。 

・田舎なのに公宅でペットを飼うこともできない等、柔軟性に欠

ける。 

40 代 女性 幌延市街 
・何をするにもどこに行くにも不便 

・閉塞感がある 

50 代 男性 北進・字幌延 
皆さん上から目線である。すべて命令事である。嫌がらせをされ

る。 

60 代 女性 幌延市街 人間関係がめんどくさい。 
 
 
 

年齢 性別 居住地区 
問 2付問 幌延町を好き・嫌いの理由 

【どちらともいえない】 

10・20代 男性 幌延市街 ホームセンターや薬局等の施設がないため。 

10・20代 男性 幌延市街 住み始めたばかりなので好き嫌いの感情がわかない。 

10・20代 男性 幌延市街 遊べる場所が少ない。 

10・20代 男性 幌延市街 

・稚内市へのアクセスが容易であることは良いと思う点。 

・他方、市街地と海への道が長い。海を活用した産業、港もなく、

ちょっとした時間に釣りをすることができない。 

10・20代 男性 幌延市街 移動が不便。 

10・20代 男性 幌延市街 まだ住んでいる期間が短いため判断できない。 

10・20代 男性 幌延市街 居住期間が短く、地元も近いため。 

10・20代 女性 上幌延 アピールポイントも特産品が何もないのが嫌。 

10・20代 女性 幌延市街 ドラッグストアがないので買い物が不便。 
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年齢 性別 居住地区 
問 2付問 幌延町を好き・嫌いの理由 

【どちらともいえない】 

30 代 男性 問寒別・雄興 
・自然が多く住みやすい反面、商店が少なすぎるのが難点。 

・小さな子どもを預けることができる施設が近くにほしい。 

30 代 男性 幌延市街 娯楽施設等がない。 

30 代 男性 幌延市街 静かでよいが、店が少ない。 

30 代 女性 問寒別・雄興 子どもが遊べる施設や遊具が少ない。 

30 代 女性 幌延市街 

・自然が豊かで、子育てをのびのびできる所が良い。 

・人口が少ないので、人と人とが密になりすぎて、同じ顔なじみ

になりかえって嫌。うわさ話とかがすぐ耳に入る。 

30 代 女性 幌延市街 

・通院、買い物に不便を感じる。 

・子どもはのびのびと育つので、子育てするにはとてもよい環境

です。 

30 代 女性 幌延市街 在町期間が短い。 

30 代 女性 幌延市街 

・うわさ好き 

・人をバカにする人が多い 

・協力しない人が多い 

・役場職員が偉そう 

30 代 女性 北進・字幌延 環境は良いが、刺激的なこと、楽しいことがない。 

40 代 男性 下沼・浜里 好きだけれど、町内の店が減って買い物しづらい。 

40 代 男性 幌延市街 輪に入れば良い町だと思うが、新参者には厳しい。 

40 代 男性 幌延市街 色々な面で恵まれてもいるが、特に面白みもない。 

40 代 男性 幌延市街 自然はいいが、病院や店等不便。 

40 代 男性 幌延市街 
好ましいと感じる部分と不安を覚える部分で、好悪感情がプラス

マイナスゼロ。 

40 代 男性 幌延市街 町の良さをまだ知らないため。 

40 代 男性 幌延市街 不便があるから。 

40 代 男性 幌延市街 
便利さと不便さ、それによるメリットとデメリットのバランスが

よいため。 

40 代 女性 幌延市街 どちらの理由も見当たらない。 

40 代 女性 幌延市街 
町内だけで生活していくには不便であり、日用品や娯楽などもそ

ろっていない。 

50 代 男性 幌延市街 
・魅力がない。（特産品、観光、商業施設等） 

・自然は豊かである。 

50 代 男性 幌延市街 今年４月に転入したばかりであり、良さも悪さもわからない。 

50 代 男性 幌延市街 

・一長一短があるから 

・地元に生活必需品がない（薬局・薬） 

・高規格道路が幌延まで延びたことは良かった 

・全体的に買い物を地元で済ませることは困難 

50 代 男性 幌延市街 冬期間が長い。 

50 代 男性 幌延市街 いい所もあるが、概して不便なので。 

50 代 女性 幌延市街 

・働く場所が少ない。 

・大きな病院が遠く、不便である。 

・買い物が不便。（薬局なし、衣料品店なし、ほか） 
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年齢 性別 居住地区 
問 2付問 幌延町を好き・嫌いの理由 

【どちらともいえない】 

50 代 女性 幌延市街 

近くに自然（豊かな）も多く、恵まれた環境があるのですが、町

に活気があるという印象はなく、住民の意識的な部分において

も、古い体質だったり、考え方とらえ方が残るようにも思う。 

冬の季節は嫌いなわけではないけれど（むしろ雪は好きですが）、

交通の便での不便さはあると思うので、どちらともいえないとこ

ろがあります。（好きな所もありますが、イコール幌延町が好き

とは言えない） 

60 代 男性 問寒別・雄興 好きな所もあり、嫌いな所もあり。 

60 代 男性 問寒別・雄興 
道外からの転入ですが、それぞれ良いところと常識の違いがある

ため、どちらともいえない。 

60 代 男性 幌延市街 将来への不安（高齢になった時の住居や病院）。 

60 代 男性 幌延市街 自然に富むも、不便である。 

60 代 男性 幌延市街 生まれ育った町以外知らないので、評価のしようがない。 

60 代 男性 幌延市街 生活に不安あり。（医療など） 

60 代 男性 北進・字幌延 
・公正、透明性がない 

・前向きでない 

60 代 男性 北進・字幌延 
特筆すべき熱中するものがあるわけでもなく、かといって生活に

支障があるほど迷惑していることはない。 

60 代 女性 幌延市街 

・町外に出かける時の交通不便 

・食品以外のお店がない、少ない 

・医療が充実してない 

・教育環境の不足 

70 代以上 女性 幌延市街 自然がとても多い。 

70 代以上 女性 幌延市街 

高齢になり除雪のことが常に頭にある。 

・昨年から個人宅の除雪は断られた。でも他の人何件も除雪して

いる。 

・二人で住んでいても、一人が体の調子が悪く何もできない。独

居老人と同じ境遇だと思い、むしろ独居の人より高齢だと思う。 

・朝の２時から除雪、何度も倒れ、稚内の病院それも人様に連れ

ていってもらわなければならない。道路の雪を家の前に置いて、

その雪をどうやって仕舞したらいいのですか？もう少し高齢の

人の面倒を見てほしいです。 
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Ⅰ-２．これからのまちづくりについて 

年齢 性別 居住地区 
問 6 今後、幌延町がまちづくりを進めるうえで、 

最も力を注ぐべき分野 

10・20代 男性 幌延市街 観光、魅力となるもの。 

10・20代 男性 幌延市街 娯楽、外食等の街の充実。 

10・20代 女性 幌延市街 
町に足を運んでもらえる何かあること（特産品、物、マルシェな

ど）。 

50 代 男性 幌延市街 交通の利便性の向上。 

60 代 男性 問寒別・雄興 働きがいのある職場を増やすこと。 

60 代 男性 幌延市街 一つに〇は難しい。 

60 代 女性 幌延市街 
人口減を想定し、幌延町に定住する家族や町職員、教育関係者が

自発的に考えて行動する意識を育てる。 

70 代以上 男性 幌延市街 道路をバリアフリーにしてほしい。 
 
 
 

年齢 性別 居住地区 問 7 若者の定住・移住を促進するために、力を入れるべき取組 

10・20代 男性 問寒別・雄興 
幌延町という町を知ってもらうことから始めてもいいと思いま

す。 

10・20代 男性 幌延市街 交通アクセスの充実。 

10・20代 女性 幌延市街 町の魅力を前面に出し、知ってもらうこと。 

30 代 女性 北進・字幌延 宮園団地の家賃設定の改善。 

40 代 男性 幌延市街 教育環境の充実。 

40 代 男性 幌延市街 街並み整備。 

40 代 女性 幌延市街 金銭面の支援がないと、少子化は止まらないと思います。 

50 代 男性 幌延市街 

教育環境の充実（子どもたちを、せめて高校までは町に定住させ

たい。高校から転出してしまうと、その後ほぼ地元に戻らない気

がする。） 

50 代 男性 幌延市街 若い世代に対する持家取得（宅地取得も含め）奨励。 

50 代 女性 幌延市街 
外から移住して、この町で生活したいと思う若い世代を含めた人

たちにとって魅力となる環境と、まとまりのある景観づくり。 

60 代 男性 幌延市街 住居 

60 代 男性 幌延市街 若い人の住める町をどのようにつくるかが前提。 

60 代 女性 幌延市街 
高齢者が安心で豊かに生活できる医療と交通機関。終末を安心し

て暮らせる施設の改善。（こざくら荘への町の支援と応援） 

70 代以上 女性 下沼・浜里 若い子育て世代と熟年者の交流→若い人の悩みの解消。 

70 代以上 女性 幌延市街 人間関係。他から来たら親切にする。 
 
 
 

年齢 性別 居住地区 問 8 幌延町の産業振興について、力を入れるべき取組 

10・20代 男性 幌延市街 漁組の設立。 

10・20代 男性 幌延市街 インフラ整備などで雇用を増加させる。 

40 代 男性 幌延市街 交通網の改善。 
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年齢 性別 居住地区 問 8 幌延町の産業振興について、力を入れるべき取組 

40 代 男性 幌延市街 ジビエ肉の加工・処理の特産品生産。 

40 代 - 幌延市街 新規創業に対する助成、支援。 

50 代 男性 問寒別・雄興 林業などの産業の振興を進める。 

50 代 男性 幌延市街 交通の利便性の向上。 

50 代 男性 幌延市街 経済団体（ＪＡ、商工会）のリーダーシップと人材確保。 

60 代 男性 幌延市街 
いずれも取り組んでいると思うが、評価する情報を出してほし

い。 

60 代 男性 北進・字幌延 酪農支援→労働力・環境等 

60 代 女性 幌延市街 現在農業を営んでる農家が。 

60 代 女性 幌延市街 
農業後継者等が妊娠・出産・子育てを行うことを支援するシステ

ムづくり。 

70 代以上 女性 下沼・浜里 道の駅に地場産品を置く。町民の生産物、製作物の販売。 
 
 
 

年齢 性別 居住地区 
問 9 幌延町の住みよい生活環境づくりのために、 

力を入れるべき取組 

10・20代 男性 問寒別・雄興 一人暮らしの高齢の方向けに憩い場を作ってほしいです。 

10・20代 男性 幌延市街 公共交通の充実。 

10・20代 男性 幌延市街 老人優遇措置ではなく、若者優遇措置をとる。 

10・20代 女性 幌延市街 社宅を増やす（独身、世帯向けどちらも）。 

10・20代 女性 幌延市街 交通体系の整備。 

30 代 男性 幌延市街 宅地などの区画整理。 

30 代 男性 幌延市街 食事できる場所、キッズスペース 

30 代 女性 幌延市街 ネットワークの充実。 

40 代 男性 幌延市街 温泉があると良いですね～。 

40 代 男性 幌延市街 生活環境を充実させる。買い物や遊び場等。 

40 代 男性 幌延市街 周辺自治体と協力して商業施設の整備。 

40 代 女性 幌延市街 
水道代が高すぎる。そういう、生活に必ずかかる部分を軽減する

べき。 

40 代 - 幌延市街 
・買い物弱者対策 

・廃家屋の整備 

50 代 男性 問寒別・雄興 
・冬の除雪環境の改善（各住宅の敷地も含む） 

・水洗トイレの普及 

50 代 男性 問寒別・雄興 空き家住宅の再利用 

50 代 男性 幌延市街 民間集合住宅の充実と賃料高の解消。 

50 代 男性 幌延市街 
町だけの問題ではないが、ドクターヘリの充実を願う。天北地域

で１機所有するとか。→安心につながる。 

50 代 男性 幌延市街 交通の利便性の向上。 

50 代 男性 幌延市街 
・買い物環境の向上 

・生活交通の確保、利便性向上 

50 代 女性 幌延市街 商店街の活性化。 

50 代 女性 幌延市街 
町の中の景観も、観光業を含めた町全体の景観も、一つのまとま

りのある整備の必要。 
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年齢 性別 居住地区 
問 9 幌延町の住みよい生活環境づくりのために、 

力を入れるべき取組 

60 代 男性 問寒別・雄興 空き家の活用による住宅不足の解消。 

60 代 男性 幌延市街 医療機関の充実。 

60 代 男性 幌延市街 
冬をどう快適に暮らせるかが問題。ゴミステーションの除雪、私

道の除雪、私道除雪機械購入の補助。 

60 代 女性 幌延市街 

町内中心部に健康センター、入浴施設、喫茶などが入った総合施

設を作り、町内の移動が大変な人（老人）のためにコミュニティー

バスなどを走らせる。 

60 代 女性 幌延市街 車が使えない人への対策。 

60 代 女性 幌延市街 高齢化による冬の除雪の効率対策、援助等。 

60 代 - 問寒別・雄興 
老人世帯が多くなり、戸建て住宅の住居環境の整備。冬は雪の問

題、夏は空き地等の雑草など考えてほしい。 

70 代以上 女性 下沼・浜里 空き家対策を進める。 
 
 
 

年齢 性別 居住地区 
問 10 幌延町の医療・福祉のために、積極的に 

取り組むべきもの 

10・20代 男性 幌延市街 独居世帯（後期高齢者）へのサポートの充実。 

10・20代 女性 幌延市街 
企業で年齢関係なく好きな検診を受けられるように町全体で推

奨してほしい。 

40 代 男性 幌延市街 町内にない医療体制への町外受診の補助。 

40 代 - 幌延市街 通院（遠方）に対する助成、援助。 

50 代 男性 問寒別・雄興 現状維持 

50 代 男性 幌延市街 人口規模に見合ったリーズナブルなインフラ。 

50 代 男性 幌延市街 旭川に通院しやすくする・・・のは無理か？ 

50 代 男性 幌延市街 マンパワー（人）の確保。 

70 代以上 女性 下沼・浜里 
独居老人や高齢者夫婦のリストに載らない老人の把握→どんな

問題を抱いているか。それに対処するにはどうすべきか。 
 
 
 

年齢 性別 居住地区 問 11 幌延町の「人づくり」において、必要なこと 

10・20代 女性 上幌延 子どもの習い事。 

40 代 男性 幌延市街 地域を知る機会の充実。 

40 代 男性 幌延市街 
スポーツ合宿施設の整備を行い、多種スポーツ者との交流を図

る。 

40 代 男性 幌延市街 今の社会に合った雇用の場。ＩＴ関連など。 

40 代 男性 幌延市街 周辺自治体との交流。 

40 代 男性 幌延市街 学習塾・運動塾など、地域や所得の格差がないよう公設での実施。 

40 代 女性 幌延市街 教育の意識改革。前向きに励ます／促す教育理念を望みます。 

40 代 - 幌延市街 

・会議等をしても問題点などが改善されていない 

・好きな人しか推薦されていない 

・同じメンバーでも良くならない 

50 代 男性 問寒別・雄興 魅力ある教師の定着。 

50 代 男性 幌延市街 教育支援活動（ボランティア塾など）をサポート。 
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年齢 性別 居住地区 問 11 幌延町の「人づくり」において、必要なこと 

50 代 男性 幌延市街 いじめ等を隠さない、クリアな学校を作る。 

50 代 男性 幌延市街 

ふるさと回帰を促進させる仕組みと受け皿づくり 

①講演会・研修会開催と参加率向上による意識づくり 

②行動しようと考えている人への相談体制づくり 

③行動する人への支援・サポート・協力体制づくり 

50 代 男性 幌延市街 
施設や設備などではないソフトの面での教育環境（教育を受ける

機会）。 

60 代 男性 幌延市街 そもそも幌延町の公共施設に Wi－Fi環境がないのが問題。 

60 代 女性 幌延市街 

幌延町住民の「人間性」が変化し、事業やボランティア等に協力

する人間に変わらないと、非参加、非協力者、無感心な人が多す

ぎます。 

70 代以上 女性 下沼・浜里 
人には人。ソフトとしての人の対応をもっと図っていくべきだと

思います。 
 
 
 

年齢 性別 居住地区 問 12 幌延町の協働のまちづくりにおいて、必要なこと 

40 代 男性 幌延市街 

・シルバー人材が活躍できる環境整備 

・シルバー世代の意識改革（「地域のために」の精神。批判する

だけではなく！） 

40 代 男性 幌延市街 移住者誘致の整備。 

50 代 男性 幌延市街 公営住宅の入居資格を根本から見直す。 

50 代 男性 幌延市街 自助・共助・公助に対する認識の共有、学習。 

50 代 女性 幌延市街 
今回のこのようなアンケート形式で声を拾い上げる機会を増や

す。 

60 代 男性 幌延市街 
町職員は時間内で働いている身分なので、住民の対話は新たな業

務としてどうなのか。むしろ議員の問題に尽きる。 

70 代以上 女性 下沼・浜里 

年に１回の町政懇談会では、町民が声に出す機会が少なすぎると

思います。各地域で「町議と語る会」のようなものができれば、

もっと町民の声を反映できるのではないかと思います。 
 
 
 

年齢 性別 居住地区 問 13 参加したい活動 

40 代 男性 幌延市街 
住みたくもない町の町づくりに参加するという考え方が可笑し

い。質問を見直してほしい。 

40 代 - 幌延市街 町職員は地元の商店を利用すべきだ。 

50 代 男性 問寒別・雄興 宗谷線の魅力を伝える。 

60 代 男性 幌延市街 参加するにも当てはまるものもなければ時間もない。 

70 代以上 男性 問寒別・雄興 高齢のため参加できないが、希望を述べたい。 

70 代以上 女性 下沼・浜里 高齢者の健康寿命を守る活動に参加したいと思います。 
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Ⅰ-３．まちづくりに関する意見・提案 

年齢 性別 居住地区 問 14 まちづくりに関する意見・提案 

10・20代 男性 問寒別・雄興 

知名度を上げるための活動をしてほしいです。町の名前を知って

いるのと知らないのとでは全然違うと思います。 

個人的な意見ですが、基幹産業である畜産業(酪農、肥育）で特

産品を開発できれば、魅力も出てくると思います。 

10・20代 男性 幌延市街 

生活していくには交通の便が大切だと思う。（出張でも交通機関

は必要） 

交通の便をよくするには積極的に利用しなければならないと思

うので、町で各企業に出張での交通機関の利用を促し、町外の方

にも積極的に利用してもらうように、観光面を強くアピールする

必要があると思う。 

10・20代 男性 幌延市街 

幌延町は公園や野球場、パークゴルフ場等レジャー施設が多数建

設されている。雪印主催のスポーツ大会等、地域交流も盛んに

行っていることから、親子で参加できる行事等が増えるとよいの

ではと思う。 

10・20代 男性 幌延市街 
２年前に雪ん子まつりが初めて開催されたので、他の行事にも力

を入れていただきたい。 

10・20代 男性 幌延市街 旭川・札幌など都心への交通の便が良くなってほしい。 

10・20代 男性 幌延市街 
時代の流れに遅れぬよう、どこにでもあるチェーン店の新規オー

プンを進めて下さい。 

10・20代 男性 幌延市街 町営住宅をきれいに、安く提供できれば住みやすいと思う。 

10・20代 男性 幌延市街 

・オトンルイ地区における海の漁業権、漁組設立、港、酪農と海

産物両方が豊かな町になるような支援。 

・道内ふるさと納税寄付額の順位を見るに、海のある町は、海産

物を返礼品にしているところが主で、海産物は寄付額に貢献して

いると見える。海がある幌延で利用していないのは腐れ資産と思

う。 

10・20代 女性 上幌延 

・子どもの習い事がスポーツしかないので、ピアノや習字、そろ

ばん等があったら良い。 

・農家さんがどんどんやめていくのを早急にどうにかすべき。 

30 代 男性 幌延市街 
閑散期（冬期など）の宿泊施設や飲食店の経営が不安定にならな

いような仕組みを行政からつくることができないでしょうか。 

30 代 男性 幌延市街 
移住者、転勤族を受け入れる体制が整っておらず、町外の人が「住

んでみたい」と思うには難しい状況である。 

30 代 男性 幌延市街 国道沿いに町を PR する目印を設置する。 

30 代 女性 上幌延 

幌延は子育てするのにはイベントもたくさんで楽しいと思うの

で、もっと若い人がどんどん移住してほしいです。移住したら何

かもらえるとか、特典があればきっかけになるのかなーって。移

住して５年経てば 100 万円もらえるとか！ 
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年齢 性別 居住地区 問 14 まちづくりに関する意見・提案 

30 代 女性 幌延市街 

幌延のおみやげになるもの、生ものや冷凍ではなく、日持ちする

ものがあるといいと思います。 

幌延のことを知ってもらうために、SNSを利用したインスタグラ

ムなどもいいかもしれません。 

自然や景観をアップすると、キャンパーが増えるのでは？ 

30 代 女性 幌延市街 

若い世代は車やネット通販があるので買い物に不便は感じない

が、これからどんどん高齢者が増える中で、お年寄りにとっては

買い物が不便な町だと思います。買い物代行サービス等考える必

要があると思う。農村部のお年寄りは免許返納がなかなかできな

いのではないか。 

子育て支援は充実しすぎている気がするが、高齢者も住みやすい

町づくりをお願いします。 

30 代 女性 幌延市街 
公営住宅の賃料が高すぎて、他町村への転出も考えるきっかけに

なり得ると思います。住みやすさを考えてほしいです。 

30 代 女性 幌延市街 

ハード面は充実している部分があると思うが、うまく活用できて

いなかったり、ソフト面の不足を感じる。（国際交流センター、

トナカイ牧場、こども園など） 

住民の声を反映し、利用者の満足度が向上するようにすべきだと

思う。 

①国際交流センターは、屋内遊具スペースの温度管理、ボール

プールの衛生面を良くしてほしい。図書コーナーは利用者への情

報提供が少なく、必要な情報が入りにくいと思う。特に子ども向

けの本がとても探しにくい。（分類を細かくする、図書整理のボ

ランティアの導入、子ども連れでも利用しやすいように、借りた

い本の取り置きサービスがあると嬉しい） 

読み聞かせも参加者が少ないそうなので、ニーズの把握などを

し、宣伝をもっとするなどし、活発化してほしい。子どもにとっ

て本との出会いの場の大切さを広げてほしい。そのための図書室

であってほしいと思います。 

②こども園は本の数が少なく、貸し出し制限があるので、もう少

し充実させてほしい。高価なおもちゃでなくても色々な遊び道具

をそろえてほしい。 

③トナカイ牧場は、町外からの利用者の満足度を考えての運営

を。珍しいトナカイを十分見られないまま帰ってしまうお客さん

をよく見かけます。説明をするスタッフを置いたり、トナカイが

牧場内のどこに行くと見られるのか、カメラなどで確認できるよ

うにし、案内をしてあげるべきだと思う。 
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年齢 性別 居住地区 問 14 まちづくりに関する意見・提案 

30 代 女性 幌延市街 

内輪だけで、身内だけでよしとする風があると思います。外から

来た人間がもっと住みやすいように、情報や、こうしたらよいと

いうアドバイスを頂けると良い。 

神社祭、おみこし、七夕パレード等、初めて参加したが、地元の

人は毎年やってわかっているけれど、新しく入った時、情報が欠

けていたように感じた。会場も毎年ころころ変わったり。 

子どもたちが、学校帰りに気軽に立ち寄れる駄菓子屋やいこいの

場が一つあればいいなと思う。 

30 代 女性 幌延市街 

山村広場の遊具で子どもと遊んでいたところ、木がボロボロで金

具から外れかかっておりました。遊具を置きっぱなしにではなく

メンテナンスに力を入れてほしいと思いました。 

学校給食には栄養士がいてアレルギー対応していると聞き、こど

も園に入園している子どもは持ち上がりで小学校へ入学するの

で、こども園時代からアレルギーを把握し、情報共有するシステ

ム、必要だと思います。こども園にも専門職が必要ではないで

しょうか。 

30 代 女性 幌延市街 イベントももう少し町民が参加しやすいものにしてほしい。 

30 代 女性 北進・字幌延 

秘境駅のイベントや PR が多すぎると思います。特定の人が楽し

むものじゃなく、もっと町民の参加しやすいイベントや他の事に

力を入れていただきたいと思います。 

元々あるイベントなどに、もっと力を入れていただき、もっと多

くの人が参加や協力、来町したいと思える企画をしていただきた

いです。 

また、新たなイベントなどを行っても効果がわからないし、役場

主体でやっても民間が潤うわけではないので、民間主体となった

取り組みもしてほしいです。 

30 代 女性 - 
小さな噴水等、水遊びスペースを作ってほしい。役場前の石のオ

ブジェの所でどうでしょう。 

40 代 男性 問寒別・雄興 
まちづくりに関して、役場は既に多くの施策を実行していると思

います。 

40 代 男性 下沼・浜里 

町の特産品をもっと町外に広めて、宗谷管内の町などに置いても

らい、知ってもらう。 

バイパスが長くなったときに道の駅を作り、幌延町をスルーしな

いようアピールをし、寄ってもらうようにする。食堂・パン・ト

ナカイの角など道の駅に入れる。 

トナカイ牧場アピールや観光地。 

40 代 男性 幌延市街 

町民みんなの力を合わせて頑張りましょう。幌延町が将来にわ

たって住みよい町であるように。次の世代にも故郷として残せる

ように。 

40 代 男性 幌延市街 
難しいと思いますが、交通網の改善、地域全体での青少年育成が

重要と感じます。 
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年齢 性別 居住地区 問 14 まちづくりに関する意見・提案 

40 代 男性 幌延市街 

学校施設の老朽化が目立つ。施設の改修または幌小・幌中の統合

等を早く検討すべき。きれいな環境で勉学に励む整備が必要であ

る。H30 年に幌小中の今後の方向性を検討すると言っていたので

は？教育委員会と学校の先生との情報共有が図られているとは

思えない。 

小学校の子が行っているスポーツを中学でも続けられるように

するべき。H31.2に道教育から出されている通達には、地域の子

どもたちが好きなスポーツを中・高でも行えるように、学校設置

者・学校が積極的に進めるとなっているが、前例がないものは行

わない今の体制に疑問がある！ 

40 代 男性 幌延市街 

町の若い世代が高校や専門学校、大学で町を離れた後も戻ってき

て働ける、働きたくなる雇用の場があれがよいと思います。 

また、定年後も住むためには、買い物の便がよいことと、医療面

の充実が必要であると考えます。 

40 代 男性 幌延市街 

・サッカー場があるのに活用されていないのはなぜですか？ 

少年団や社会人などの試合を受け入れては？誘致もしてないの

かな？ 

・大型事業で道内外から数百人来てますが、何か行事等増やせば

よいのかと。婚活パーティーなど回数増加等。 

・町長を含め、みなさんで協力すれば、もっと引き出しがあると

思うので、情報共有を多く行うことが重要だと思います。 

・他の市町村に比べ、町議はなれ合いのように感じてしまう。もっ

と町のために、という熱意は感じられない。 

・深地層の研究があまり公に出ていませんが、町としては今後ど

うするのかがわからない。 

・近郊の市町村ともっと交流を深めて、良いことなど吸収してい

ただきたい。 

40 代 男性 幌延市街 

私は転勤族なので、いずれはこの町から転出するので意見を述べ

るのはおこがましいかなと感じております。 

転入して感じているのは、都会の便利さを知っていて、そこに価

値を見い出している人にはかなり不便と感じます。でも、世の中

には田舎暮らしを希望する人もいると思います。幌延町はそう

いった方々への情報発信が少ないと思います。今後の幌延町の発

展のためには、町内に住んでいる子どもたちの定住を図ることも

大切ですが、移住者の誘致や、移住された方々へのフォローアッ

プが大切なのではないかと思います。 

40 代 男性 幌延市街 
誰でも利用できる、しやすい公共の施設がほしい。それが観光の

目玉となるようなものならもっとよい。 

40 代 女性 問寒別・雄興 高齢者が買い物、通院がしやすいまちづくりを希望します。 
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年齢 性別 居住地区 問 14 まちづくりに関する意見・提案 

40 代 女性 問寒別・雄興 

・中学校にエレベーターの設置を！絶対に必要です。 

・夜に流す音楽（サイレン）は不要。なあなあで続けることはや

めるべき。 

・せっかくあるものを活かしていない。 

（図書室→free wifi 導入する。ゆっくり過ごせるスペースづく

り。） 

（役場→無駄に広いのに子どもの遊べるスペースを作るという

考えにならない不思議。ちょっと物を動かしてオモチャ置くだけ

で違うのでは？） 

（お祭り→せっかく人が集まるのに、それならフリーマーケット

スペースを作るなど、皆が参加しやすいもう一歩の工夫がない。） 

（公園→なぜ砂地？遊びにくくて子どもが来ない・・・。遊具も

ターザンロープとか子どもが喜ぶものにすればいいのに・・・。） 

大きな予算なくてもできることはやってみるべきでは？ 

40 代 女性 幌延市街 
人口が増えるような取り組みをお願いします。 

高齢者が住み続けられる町づくりをお願いします。 

40 代 女性 幌延市街 

身内の高齢者介護の問題で、ここ数年疲弊しています。「親の老

い」に対して鈍感な 60 歳前後の人たちへの意識改革を、保健師

やケアマネに期待しています。どうかよろしくお願いします。 

40 代 女性 幌延市街 

多頭飼育崩壊していそうな家があります。去勢手術代の補助をし

てあげたり、保護施設を作って保護し、里親を見つけられるよう

な環境を作ってほしいです。どうかよろしくお願いします！ 

40 代 女性 幌延市街 
上幌延、農家の壊れた牛舎や D型ハウスなど景観が悪すぎる。廃

れた町と見られる。 

40 代 女性 幌延市街 

名林公園まつりはとても頑張っていると思います。これからも、

町の名産品などを大きくしてほしいと思います。幌加内のそばま

つりのように。 

40 代 女性 幌延市街 

他の市町村では、畳の張替えや住宅の不備などに対し、住宅の環

境整備、住みやすい町づくりなど、良い話を聞きますが、幌延は

家賃徴収金額ミスなど良いところがない。 

できることなら引っ越したいといつも思っている。積極的に何か

に参加しようとなんて思えない。 

40 代 女性 幌延市街 

・ゴミの分別・・・種類が多い。分別表がわかりづらい。もう少

し細かく表記してほしい。 

・イベント・・・どんなスケジュールになっているか、おおざっ

ぱでわからない。 

・医療・・・町にない科は稚内等に行かなければならない。行き

たくても行けない。（子どもが小さい。冬は雪道厳しい。） 

全体的に他の町・市の状況、やり方等見てほしい。長年住んでい

る人にはわかるかもしれないが、新しく来た者にとってはわかり

にくく、住みづらい。 

40 代 女性 幌延市街 
トナカイ牧場にいるトナカイが生き生きしている感じがしませ

ん。難しいかもしれませんが、飼育方法の改善をしてほしいです。 
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年齢 性別 居住地区 問 14 まちづくりに関する意見・提案 

40 代 女性 幌延市街 

朝・昼・夕・夜の曲は必要でしょうか？夕方は子どもたちが帰る

時間の目安になっていいと思いますが、それ以外は迷惑です。 

以前から気になってたので書いてみました。 

40 代 - 幌延市街 

町職員は町税で働いている認識が不足している。 

役場の窓口対応が悪い、入りづらい。 

町民目線で対応していない。 

一部の職員住宅が優遇されている。 

50 代 男性 問寒別・雄興 分野ごとの他町村とのスムーズな連携。 

50 代 男性 幌延市街 

・「地方消滅」（増田寛也編著）では、若年女性人口(20～39 歳）

の予測から消滅可能性都市を導き出しており、幌延町は 2040 年

には若年人口女性が 100 人を切り、人口約 1400 人の予測となっ

ている。（若年女性人口変化率－63％、消滅可能性都市に該当） 

・人口減少、少子化の大きな流れを完全に止めるのは困難。今後

人口はある程度減るが、そこで防衛線を引く。上手にパイを小さ

くして、あるところで（減少の）歯止めをかける。そのためのリ

アルな具体的な防衛策、撤退策を検討することが大事では。 

・極論を言えば、若年人口女性（あるいはそれらを含む家族）が

減らない（流出しない）、増える（流入を促す）具体的な定住施

策が必要。雇用、生活、子育て、教育、医療福祉などに優れる環

境。 

・しかし町単独でそれら全てをある水準まで充実向上させるのは

困難。（何でもかんでも揃えようとする）総花的な施策では全て

が抽象的で中途半端になる可能性大（財源の制約もある）。 

よって一つの町で全て完結させようとせず、例えば宗谷管内全体

で分担分業して宗谷エリア全体で人が集まる魅力的な形を作る

ことを検討してはどうか。ex.医療福祉は〇〇町、雇用（産業誘

致）は△△町、高等教育は□□市など。その際は各々がすでに一

定水準にあり、資源の追加投資が少なくて済むものや、その土

地・地域ならではのものを生かす意識で分担・分業する。 

・町では生活教育等のインフラはコンパクトシティ化した上で、

規模に見合ったリーズナブルな最低限レベルを確保。一方管内で

町が分担・分業した分野は高水準を目指す。 

50 代 男性 幌延市街 

立派なグランドがあるのに活用されていない。 

リニューアルした（？）キャンプ場はまだ見ていないが、学生の

合宿を受け入れるような施設はできないだろうか？ 

冬の XC スキーコースも、宿泊施設があれば合宿誘致できると思

う。 

問８で観光に〇をつけたが、まずは知名度を上げるのが先決。現

状、道民には、幌延＝原子力としか知られてないように思う。私

自身、以前はそう思っていた。 

スノーカイトをやっている本州の友人は、サロベツは最高だと絶

賛していた。これも是非、充実させていただきたい。 

50 代 男性 幌延市街 
日本全国で人口増に成功している町や村が多くあると思います。

これらの取組を参考にできるのではないでしょうか。 
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50 代 男性 幌延市街 

今改修している共進会場は、今後、焼肉などする時、貸し出しす

るのでしょうか？せっかくキャンプ場があり（屋根はないが）、

町民にも焼肉などできますよ！みたいな利用の提案をしてみて

はどうか？また、小学生にも夏休み中、一泊のキャンプ体験をさ

せてみるなど。町のお風呂に行ったりして、色々と利用してもら

えるような取り組みみたいなこと。 

町中にある名林公園は、とても素敵だと思います。維持・管理は

とても大変なことだとは思いますが。以前、JR 主催（？）幌延

町中フットパスみたいな催しがあったような・・・？ 駅～名林

公園～トナカイ牧場などのコース、(自転車使用しても）あって

も良いかなと。 

50 代 男性 幌延市街 
特産品としてメグミルクと協力して乳製品を作るのは？（缶バ

ター、チーズ等） 

50 代 男性 幌延市街 
一つの町のみでの努力ではなく、他の市町村とも連携した取り組

みも考えてみてはどうでしょうか。 

50 代 女性 問寒別・雄興 
他町のような、住民と施設等が一つにまとまった町が理想。買い

物、医療、学校等、高齢者と若い世代の一体化。 

50 代 女性 幌延市街 

道内外の若い人たちに興味を持ってもらえる、楽しんでもらえる

ような魅力のある施設・企業・産業・特産品をつくる。 

幌延の自然を生かしたＰＲを積極的に発信していけたら良いと

思います。 

50 代 女性 幌延市街 
問 13 で回答した「何か」をみんなが実践できたらステキだなと

思います。 

50 代 女性 幌延市街 

総合的な運動施設があるといいです。少年団も筋トレできて、こ

ざくらの入所者もリハビリできる。インストラクターや作業療法

士がいてメニューを立ててくれる。雇用も生まれるのでは・・・。 

50 代 女性 幌延市街 

酪農の町と言っているのに、地元の牛乳を使ったチーズやアイ

ス、ソフトクリームなどがないのがさびしいです。また、これと

いった幌延のおみやげ品がなくて、いつも困っています。常温で

持ち運べるおみやげ品の開発と、幌延の乳製品がほしいです。 

転勤の人にも家族みんなで引っ越してきてもらえるように（単身

や通勤の人にも住んでもらうと人口・児童・生徒も増えるから）、

町の環境や子育て支援が充実していることをもっとアピールし

てほしい。 

幌延でもいろいろな行事が行われているのに、新聞の地方版に幌

延のことってあまり載らないので、通信員の人にがんばってもら

いたい。通信員は幌延にいるんですか？いないのなら、役場の広

報の方が記事を持ち込んではどうでしょうか。 

50 代 女性 幌延市街 

・役場職員の横の連携。率先して参加してほしい。（祭、イベン

ト、スポーツ大会など、担当でなくても積極的に参加するとか。

ノーカーデーなのに駐車場にたくさん車が停まっているとか、

もっと横のつながりを持ってほしい。） 

・子育て世代、お年寄りには手厚いが、中間層には？何もない。 

50 代 女性 幌延市街 小学校の全面改築をしてほしい。 
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50 代 女性 幌延市街 

幌延町に他町村から人を集める施設を作る。 

何を作っても中途半端で・・・ムダ。 

道北に一番大きなキャンプ場を作るとか・・・。 

税金を有意義に使ってほしいです。 

50 代 女性 幌延市街 

・持続可能な開発目標を立てる。 

・各町内会で、住民が主体となり、まちづくりに対する意見の交

換など。 

・古くても大切なものは守り、新しい価値を生み出す。 

・幌延町に観光グルメをつくる。 

・ハチミツを使って何かをつくる。 

・トナカイの肉を広げる。 

50 代 女性 幌延市街 
・バリアフリーを進めてほしい。 

・こざくらの介護職員の増員。 

50 代 女性 幌延市街 

この度は貴重な機会をいただきありがとうございました。拙い言

葉で申し訳ありません。一通り記入して改めて感じたことです

が、この町をどのような町にしたいのか？していきたいのか？を

見据えた上で、そのモデルに近い他の町、もしくは県を決め、そ

こへ学びに出向いてみたり、総合的に指導なりアドバイスをして

もらうということも一つかと思いました。真似るのではなく、こ

の町に合ったこの町の生かし方と未来を見た選択をすることで、

おのずと人も外から来るのではと思います。 

以下、箇条書きでアイデアのいくつかを書かせていただきます。

（現実的に可能かどうかわかりませんが・・・） 

・トナカイ牧場のトナカイ自体をもっと生かしてもよいのではな

いかと思いました。例えば冬の時期のソリでの送迎のようなこ

と・・・。もちろんトナカイに負担がかからない範囲であり、安

全も確保した上で。（幌延駅←→トナカイ牧場間の移動とか？） 

・名林公園の側道にある白樺の続く道のライトアップ（冬期のあ

る期間？）小さな規模ながら、ルミナリエのような美しさのある

通りがあるだけで、土地の人も楽しめて、その場所を外の人たち

も観に来られるというような・・・） 

追加の意見を一つ。 

昼の 12 時に流れるあのサイレンは必要なのでしょうか？心地よ

い音と思えませんし、逆に脅かされるように感じます。止める！

という選択はないのでしょうか？ 

50 代 女性 北進・字幌延 

・図書室にある子どもが遊ぶ場所をもう少し活動しやすい空間に

してほしい。 

・8 月だけでもお墓のところにスーパーハウス等、休むスペース

を作って、町のパンフレット等を置いたり工夫してほしい。 

・栄町公住で猫を何十匹も飼っていて、まわりが迷惑しています。

しっかり注意・指導して下さい。 

60 代 男性 問寒別・雄興 若手育成のため、企業の発展と誘致。 

60 代 男性 問寒別・雄興 
問２付問、問２を選んだところで書いたとおりです。すべての政

策を中途半端にせず徹底すること。 
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60 代 男性 問寒別・雄興 

土木部門の町職員が１名しかいなく、今年の土木工事が少なく、

このようなことが続くと、建設業者の減少、従業員の削減、しい

ては町民の減少につながります。 

60 代 男性 問寒別・雄興 できる協力はしたいと思います。 

60 代 男性 幌延市街 

我が町の基幹産業は酪農に今後も変わりないと思います。後継者

が頑張って仕事をしていても、結果嫁がいないということで離農

する。こんな残念なことはありません。JA そして役場が一体と

なって、やる気のある後継者の嫁探しに期待します。 

60 代 男性 幌延市街 

町職員は少ない人数で大変がんばっています。住民はもっと協

力、理解すべきである。 

深地層研究センターの研究期間を 28 年度までをめどとすると発

表されたが、もっともっと研究期間を延ばすべきである。 

60 代 男性 幌延市街 

とにかく人口減対策に取り組む。 

（働く場所が大事だが、高齢者等が住める集合住宅を作り、いつ

までもこの町に住み続けることができる環境を整える。） 

（ＩターンやＵターンの制度作りも充実させる。） 

60 代 男性 幌延市街 
町、商工会、企業等が一体となり、町民の協力のもと、まちづく

りを推進してほしい。 

60 代 男性 幌延市街 コンプライアンス ファースト 

60 代 男性 幌延市街 

地域出身の議員の役割がしっかりしていれば、住民の意見集約の

一助になるのではないかと思いますが。私は８名程度いる議員さ

んと話をしたことがありません。 

この程度のアンケートで住民の意見が反映されるとも思いませ

ん。アンケートは一番手軽な手法だと思いますが。 

幌延町はセキュリティの問題でメールなどでやりとりができる

など手間がかかる。もう少しＳＮＳを活用することを考察するこ

とも必要では。 

60 代 男性 北進・字幌延 
主産業である酪農が限界であることを踏まえて進めていただき

たい。労働力、後継者等。 

60 代 女性 上幌延 
職員の機構図の字が小さく見づらい。また、工事のお知らせなど

もです。 

60 代 女性 幌延市街 

・医療 病院の職員の教育。（色々な噂を聞くので） 

・老人施設 今後老人が増えるのは予測されているので、地元に

住む老人が安心して健康を保ちながら生活ができて、こざくら荘

が「安らぎの場（生活の場）」になれるよう町で力を入れて改善

してほしい。 

・交通 JR で稚内、旭川までは元気な人が行き来できるように。

（どうしても通院で必要な人がたくさんいます） 

・いこいの場 町（街）の中心地にオンリーワンの場所が欲しい。 
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60 代 女性 幌延市街 

祭り、イベントなど町や地区の行事に参加する人が少ない。協力

してる方々は年齢が高い人が多いため、この先若い人に参加して

もらえるよう考えていく必要があると思います。 

今年、教育委員会の行事にも参加させていただきましたが、一般

の方々の参加が少なくびっくりしました。告知端末機でも案内し

てますが、町の方はあまり見ないのでしょうかね・・・。自分は

この先も友達を誘ってどんどん参加していきます。少しずつ輪を

広げて・・・。 

60 代 女性 幌延市街 
酪農が基幹産業であるならば、乳製品など地元で作っているのが

わかる物がおみやげとして欲しい。 

60 代 女性 幌延市街 

・高齢になったら住めない町と言われないよう、高齢者アパート

の開設が必要との声が、何十年も前から聞かれていると思いま

す。早急に計画・実行していただきたい。 

・どんどん人口減少が進む中、近隣市町村との連携が重要と考え

ます。幌延町が合併をしない決断をした以上、あらゆる業務につ

いて他町と一緒にやれることがないか洗い直していくことが望

まれると思います。 

60 代 女性 幌延市街 

幌延町は消極的なところあり。色々町の有名な物品あるのにどん

どん札幌あたりに出品したらいい。トナカイのいる町、カモ肉、

シカ肉、おいしいもの、ひつじソーセージ。 

60 代 女性 幌延市街 

現代は色々な事件、事故も増えています。子どもたちには普段か

ら自己防衛の仕方を身につけられるように指導を願いたいです。 

大人も子どもも元気で挨拶できる町であってほしいです。 

70 代以上 男性 問寒別・雄興 若者が町に残るように願う。人口が減らないことを願う。 
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70 代以上 男性 幌延市街 

今後は幌延町も高齢化比率も年々高くなり、またドライバー等の

人口を占める割合も高齢者の方が多くなり、今後免許証等の返納

後に病気等で幌延町国民健康保険診療所受診後に、他の病院等に

移る際には交通機関を利用しなければならず、その時の交通機関

経費の全額補助等の要請を要望します。JR 北海道の利用促進の

ためにも現在の補助等では満足してはいませんし、他の病院等に

かかるための汽車賃の無料化（本人）をして、他町村との差別化

をして JR 北海道の利用促進に貢献してはどうかな。地区は稚内

市関係・名寄市関係・旭川市関係・札幌市関係と幌延町より他の

病院等にかかるための経費全般で検討してほしい。幌延町国民健

康保険診療所受診後に、入院してもすぐに他の病院等への検討

と、今幌延町では、秘境駅にあやかって様々な取り組みをし幌延

町の PR に努めていますが、この秘境駅ブームもそろそろ限界か

と。それよりも幌延町に暮らす人々が安心して暮らせる幌延町に

するために住民第一主義を掲げてはどうか。 

私としては、他の病院等にかかるための汽車賃の全額の無料化

（本人）と付添人の汽車賃の全額の半額の助成をして、とにかく

JR 北海道を利用し乗車率を上げることだと思う。そのためにも

どれだけの人が利用するのかわからないので、特別予算か補正予

算を設けて１年２年かけて実際どれくらいの町民が JR 北海道を

利用し乗車して、使用汽車賃の総額になるのか検討をよろしくお

願いいたします。 

そのためには、最小限必要な駅のみで秘境駅にかける経費の見直

しを検討してはどうか。とにかく JR 北海道を利用し乗車するこ

とだと思う。秘境駅ブーム熱も数年ですが、幌延町に暮らす町民

のことを第一に考えてはどうかな。 

栄町団地の放置ごみの件、町民から見ても目に余る状態なのに、

行政を司る幌延町はどう思うのか、幌延町に暮らす町民も本当に

これで良いか、幌延町議会議員の皆さん、幌延町安心安全街づく

りのメンバーにて実態を現地に出向いて検討よろしくお願いい

たします。放置しているとこれが当たり前となる前に、幌延町と

して毅然たる態度で臨んでほしい。幌延町内にはまだまだ放置ゴ

ミの状態の所多々あるので検討よろしくお願いいたします。 

70 代以上 男性 幌延市街 

高齢者の通院時の足の確保を是非お願いしたい。（ある程度の負

担をさせて、町内はもとより稚内、名寄くらいまでタクシー会社

との協定営業等ご検討を。） 

70 代以上 男性 幌延市街 
診療所の診察が終わってから会計までの時間があまりにもかか

りすぎる。もう少し早く会計をできないものでしょうか？  

70 代以上 女性 問寒別・雄興 

いつも気になっていることがあります。ブルーポピーを駅舎前と

か目立つところへ植えてほしい。見たことのない人がたくさんい

ます。 
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70 代以上 女性 下沼・浜里 

幌延町の揺るぎないものを大切にすべきだと思います。 

１つは、基幹産業である酪農。これを衰退させるようなことが

あってはなりません。幌延の深地層研究の延長が、最終処分地に

されるのではという危機感があります。国のごり押しで最終処分

地になるようなことになれば、この町の酪農業は滅亡するでしょ

う。経済的助成がとんでもないしっぺ返しにならないことを願っ

ています。 

もう１つは、自然です。国の財産である国立公園を私たちは美し

いままに後世に残さなければなりません。風車建設が汚点を残さ

なければよいと思っています。最近小型風車が建設されています

が、近隣住民との事前協議は十分に行われていたのでしょうか。

幌延町の小型風力発電施設建設に関するガイドライン

（H29.11.27 適用）には、道路からの距離が明記されていません。

稚内市や苫前町は明記しています。本町でもぜひ明記されること

を望みます。 

70 代以上 女性 幌延市街 

核燃にだけ頼っている町政はだめです。町民の声を取り上げ、多

分野での地域向上に力を出して下さい。エネルギー関連の巨大な

宿舎ができてもお金が町に落ちてません。 

酪農がどんどん減っています。今になくなります。新規就農など

入れて下さい。 

70 代以上 女性 幌延市街 
雪印メグミルク幌延工場が町内にあることをもっとアピールし

てほしい。 

 

 


