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R3年度の予算・進捗状況

鷹栖保育園父母会
鷹保父 【意見】
総務企画課 乳幼児から義務教育終了となる中学生までの世代に重点を置き、安心
母の会 ■過疎債の対象から外れても子育て支援は現状 町民課
して子どもを育てることができるまちづくりを進めています。
②
維持しますか。
子ども医療費の助成に対して過疎債が活用されてきましたが、もし廃止
となっても他の財源を充当し、継続する必要があると考えています。
指定についてはまだ決まってはいません。仮に指定から外れた場合、建
物などの公共施設の改修する際に不利になることが想定されます。財
源的には影響が出てくるとは思いますが、それを最小限に食い止め、住
民サービスを低下させないよう知恵を絞ってまいります。
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令和３年４月１日から、今後10年間の過疎地支援の
方向性を示した新たな過疎法が施行されましたが、
鷹栖町は、引き続き過疎地域に指定されました。
子ども医療費の助成に対する財源充当は、令和3年
度も過疎債を活用します。

◇新法は年明けの国会で審議されますが、次の１０年間は過疎地域の指
定が継続されるという情報が入っています。今後の１０年間では、施設
への投資をはじめ、財源確保に向けて考える必要があると思っていま
す。

鷹保父 【意見】
健康福祉課 現在、小中学校のスクールバスと混乗方式で運行しています。今後の送 変更なし
母の会 ■子どもの人数は減少していますが、保育園バス
迎も、継続を前提に検討します。
③
の送迎は継続してほしいです
◇利用は、８世帯１０名。冬期間中は４世帯です。スクールバスとの混乗
◇利用者はどのくらいいるのですか。
ですと長く乗る子で４０分ほど乗車しているため、個人で送迎していた
家庭もあります。
１月から保育園のみのバスの運行を予定しますが、保育園バスだけで走
行しますと、地域によっては乗車時間が伸びることがあるかもしれませ
んので、状況をみながら調整していきます。
鷹保父 【意見】
健康福祉課 北野保育園は、出生数が減少している中で、新しい施設を建て直す計画 変更なし
母の会 ■北野保育園と鷹栖保育園の統合は将来的にあ
はなく、施設を延命させながら使用していく予定です。統合については、
④
るのでしょうか。それはいつ頃の時期なのでしょ
施設の老朽化や保育園児数等の動向を考慮しながら検討してまいりま
うか。
す。
◇平成１７年に保育園のあり方について保護者のみなさまと協議した時
は、園児数も今より多く、保育園と幼稚園と選択肢がたくさんある方が
良いと結論付け、統合しないこととしました。その後、円山幼稚園が認定
こども園へ移行し、１歳児からの保育を開始していることから状況は当
時と変化しています。
今後は地域・保護者のみなさまとの協議が必要です。
鷹保父 ◇単純に北野地区に居住する子どもたちを受け 健康福祉課 ◇全体の児童数が減少していることもあり、円山幼稚園への入園数も減 変更なし
母の会 入れる力は、円山幼稚園さんにはあるのでしょう
少しています。円山幼稚園では旭川市内から通う園児が６０名ほどいま
⑤
か。
すが、単純な計算ですと可能と言えます。

6

令和２年度 秋のまちづくり懇談会 懇談内容
NO.

5

6

7

8

地区

質問内容

担当課

対応、追加説明

R3年度の予算・進捗状況

鷹保父 ◇北野保育園は、築何年くらいでどれくらい持ち 健康福祉課 ◇北野保育園は、昭和５２年に建築でし築43年を経過しています。鷹栖 変更なし
母の会 そうなのでしょうか。合わせて鷹栖小学校の建物
小学校は、建築から４８年を経過していますが、耐震検査に問題はなく、
⑥
は大丈夫ですか。
この先も利用が可能と考えています。小学校の統合は第8次総合振興計
画の計画期間であるこの１０年間では行わない予定ですが、前期の５年
間状況を見ながら検討は進めます。小中一貫教育も視野に入れ、質を高
める取り組みを進めたいと考えます。

鷹保父 【質問】
健康福祉課 町内の出生数は約30名程度となっており、保育園２箇所、認定こども園 変更なし
母の会 ■鷹栖保育園年中児は現在5名の在籍です。5名
１箇所の３箇所で、各施設10名程度の申込みがある状況です。年度に
⑦
という少人数のデメリットがありますが、その補
よって希望施設や保護者の居住地により変化し、現在の鷹栖保育園で
完はどのように考えていますか。
は年中児が少ない状況です。
◇やはり人数が少ないとコミュニケーションで幼
一般的に少人数の保育は「先生の目が届きやすい」、「個別指導ができ
さを感じます。人数が多ければ、勝ち負けや譲る
る」、「消極的な子でも、たくさんのことを体験できる」等のメリットがあ
という気持ちの育ちが出来るのだろうなぁと思
るといわれる一方で、「気の合う友達ができにくい」、「競争心が育ちに
いますが、そういった部分は、習い事で補填すれ
くい」等のデメリットがあるといわれています。
ばいいかなとも思っています。
鷹栖保育園の年中児は、現在、複合で保育を実施するなど、少人数保育
人数が少ないクラスにいたため、転園も視野に入
のデメリットを解消できるよう工夫して保育に取り組んでいます。
れていたことはありますが、鷹栖保育園の職員の
皆さんに良くしてもらっていることや自分自身が
慣れていることから転園せずにここまで来まし
た。保育園のお遊戯会のレベルも高く、旭川の保
育園では、人数が多いから指導が行き届かない
のか、口バクで劇を行っているということも聞き
ました。
鷹保父 ◇鷹栖に移住しようか迷っている友人がいまし 総務企画課 ◇鷹栖市街地の活性化を重要課題と認識しています。空き家を健全な
母の会 たが、助成金や地の利、制度の関係で最終的に鷹
状態で流動することや鷹栖小学校区は、新築助成金を加算するなどの
⑧
栖を選んでくれなかった例がありました。若い人
制度としています。
は所得も少なく、目先の助成金等の基準で選ぶ
傾向があります。
◇３年前に移住。子育て支援やスポーツの支援や
旭川市と隣接していることが魅力で決めました。
鷹保父 【意見】
町民課
母の会 ■中学生までの支援は手厚く感謝しております。 健康福祉課
⑨
高校生以上の子育て支援はどのようにお考えで
しょうか。
◇医療費が高校生まで無償は羨ましく思います。
◇高校生の定期代が重くのしかかります。全部で
きないのは理解できますが、もう少し高校生の支
援もあるといいなと思います。

変更なし

高校生に対する支援は、限られた予算の中において、今の段階では難し 変更なし
いと考えています。
なお、今年度子育て世代包括支援センターを設置しましたので、18歳未
満の児童等の支援を進めますので、お気軽にご相談願います。
◇経済的支援も重要項目だと考えますが、質の向上にも重点を置き取
り組みを進めています。保育や社会教育、ふるさと共育を進め、この町
でで育ったことを誇りにもてるように目標を定めています。
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鷹保父 【意見】
母の会 ■スキーリサイクル同様、中学校の制服のリサイ
⑩
クルもあるとよいです。
◇やり方次第では、PTAでできないものだろう
か。自然に仕組みがあればよいのですが。
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教育課
リサイクルを通じて親同士のつながりや譲り合いが醸成されることを期 変更なし
健康福祉課 待して社会福祉協議会でスキーリサイクル事業を実施しています。
中学校の制服については、適切な保管をする必要があり、現状では難し
いと判断し、実施には至っておりません。
PTA活動の一環としてできないできないか、ご検討いただきたいと思
います。

鷹栖保 【意見】
総務企画課 公共施設の整備は、人口構成やライフスタイルなどを勘案し、整備を進 変更なし
父母の ■冬期間等、未就学児や小学生が室内で遊べる 健康福祉課 めています。今後の公共施設の建設は、皆さんとともに考えていきたい
会⑪
屋内遊戯施設があるとよいと思います。冬道運 建設水道課 と思います。また、新たな整備を行わなくても、地域における既存のさ
転して近隣市町村に行くことは、リスクが伴いま
まざまな資源や施設を有効活用も検討します。
す。
◇新しく建てるのではなく、空き家を利用した
10
り、体育館の一角を利用できないのでしょうか。
◇カムイの杜や妹背牛の施設など子育て世代は
他市町村に出かけています。パレットヒルズに遊
びの施設やアスレチックなどは考えていません
か。
鷹栖保 ◇地元にお金を落とす仕組みが出来たらいいと 教育課
父母の 思います。ふらっとの一角にあるカフェコーナー
会⑫
が使われていません。

◇鷹栖地区住民センター「ふらっと」のカフェコーナーやひさしの下、広
い駐車場は、チャレンジショップやイベントの開催を見越して環境整備を
したものです。今後、実施できるような仕組みづくりを地域とともに作
り上げたいと考えます。
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令和３年７月より、鷹栖地区住民センター「ふらっと」
駐車場において、新鮮野菜をはじめとする地場産品
の販売と市街地における賑わいづくりを目的とし
た、たかすマルシェを定期的に開催します。併せて、
カフェコーナーの利用を含め、新たな起業にチャレン
ジできる環境づくりを進めていきます。
また、カフェコーナーは申込いただければ、どなたで
も活用いただけます。

鷹栖保 ◇コロナ感染者の公表はなぜ行わないのでしょ 総務企画課 ◇町内でクラスターが起きそうな場所については、町から公表していた 変更なし
父母の うか。みんな感染者第１号になりたくない気持ち
だくようお願いをしています。
でいっぱい。鷹栖町に感染者が出ていますという
個人の公表に関しては、本人の同意が必要ですので、町としては公表
12 会⑬
ことを公表すれば、逆に安心感を与えるのではな
の積極的なお願いは致しません。差別や誹謗中傷につながることを断ち
いでしょうか。
たいと考えます。
鷹栖保 ◇地域おこし協力隊は、町内の人材を活用するこ 総務企画課 ◇地域おこし協力隊の制度は、首都圏等都市部から人材を発掘し、活躍 変更なし
父母の とはできないのですか。町内の人がもっと活躍
いただくことに伴い国から財源として特別交付税が一定の金額まで措
会⑭
できるような仕組みになればいいと思います。
置される制度ですから、もともと町内在住の方を別枠として地域おこし
国の制度は理解できますが、別枠で地域の特技
協力隊として任命することが出来ません。
13
を持つ人を活かすようなことはできませんか。
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鷹栖保 ◇町長の手紙は利用されていますか。
父母の
会⑮

総務企画課 ◇若い世代から非常に多くいただいています。先日は乳幼児健診の待
ち時間緩和に関するご意見をいただきました。ことばの教室も先生の時
間が限られていることから、たくさんの人にご利用いただきたいところ
ですが、待ち時間をいただいている現状であり、課題と感じています。
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昨年度は、35名の方から町長への手紙をいただき
ました。町長への手紙は、広報５月号と11月号に折り
込みし、全戸配布しています。また、役場、各地区住
民センター、サンホールはぴねすなどの公共施設に
配架していますので、ぜひご利用ください。
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鷹栖保 【町長より】
父母の 鷹栖地区にスーパーは必要でしょうか。
会⑧

担当課

対応、追加説明
【父母の回答】
◇利用時間帯が違うので、スーパーとコンビニは使い分けをします。
スーパーが出来れば利用します。スーパーよりもツルハやホーマックな
どの日用品を購入できるところが理想です。
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鷹栖保 ◇保護者が休みの時は、できるだけ親子で過ご 健康福祉課 ◇入園のしおりにも記載していますが、保護者が休みの時は保育の利用 変更なし
父母の してほしいというのはどういう意図なのでしょう
を控え家族で過ごすことを大切にしてほしいとお願いしています。一部
会⑯
か。
の保護者で仕事が休みの中、保育を常に利用している人が散見されて
買い物やご飯支度、自分の通院についても保育
いることから、保育士からお願いさせていただいているケースがありま
を利用してはいけないと言われたことがありま
す。買い物や通院等の保育サービス利用は、過度な利用以外は問題あり
す。
ませんので、その旨を保育士に申し出てください。なにより、お子さん
16
は、１日の大半を保育園で過ごしていますので、少しでも、お子さんとの
時間を大切にしていただきたいと思っています。

鷹栖保 ◇孤立している家庭や心配な子どもがどうなっ 健康福祉課 ◇要保護児童対策地域協議会において、健康福祉課・教育委員会や場 変更なし
父母の ているか気になっています。町としてどのように
合によっては児童相談所が入り、気になる家庭の児童の観察を定期的
会⑰
対応していますか。
に実施しています。漏れてはいけませんので、民生委員等地域からの情
17
報も随時寄せていただけると助かります。
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