
第５次ニセコ町総合計画／アンケート自由記述回答の分類（１）
　※「対応検討の視点（事務局または担当課）」欄の”ID参照”については、同一の分類内のIDをご覧ください。

意見の
分野

ID ご意見 対応検討の視点（事務局または担当課）

１：
アン

ケート
設問の
仕方に
ついて

1 質問事項は施策を表したもの（又はそのもの）と思うが、その施策
そのものに反対の場合、回答しにくかった。例えば13-6に「大規模
なリゾート観光開発の進め方について」とあるが、自分は大規模な
観光開発には反対である。そのつもりで、そんなことを施策にして
ほしくはないという意味で「不満」を選ぶとそれは進め方が十分で
ないから不満だということになってしまわないか。つまり「不満」と回
答した人は皆がその施策を肯定的に受け取っているのだろうかと
いう疑念を捨てがたい。それは13-3.14-9にも言えると思う（他にも
あるかもしれないが）※①
①文章表現について検討されたのか、わからないが、不適切だと
思うものがある。10-3「段差など使いにくい公共施設は解消されて
いるか」という表現はおそらく「公共施設において、段差など使いに
くい部分（箇所）は解消されているか」ということであろう。※②
②「わからない」を選ぶ場合でも、様々な理由があるのだと自分で
回答してみて初めて分かる。何故「わからない」を選んだかを尋ね
てみるといくつもの観点が見えてきて面白い調査になりそうだが、
人員と時間の関係で無理だといわれてしまうだろう。残念。※③

※①：回答選択肢については、どの項目（「不満」とか）を
選んでも、その内容には様々なニュアンスの違いが含ま
れると思います。そのニュアンスを表現することはあまり
にも選択肢が複雑になるので現実的ではないと考えま
す。むしろ、選択された大きな方向性をアンケートで把握
し、その内容の具体的なニュアンスについては、その後
の庁内ヒアリングや審議会議論を通じて絞り、具体的な
施策や事業に反映させていきます。
※②：ご指摘の例については、表現と理解の許容範囲と
考えますが、他例も含めて、回答選択に迷いを生じない
よう、表現の精査に今後一層心がけます。
※③：ご指摘、ご提案の趣旨は、とても興味を引きまし
た。そのような調査が豊かな対応策を生み出すヒントを示
唆してくれそうです。ですが、現実問題としてアンケート調
査でそれを行うことは不可能に近く、むしろ、ワークショッ
プなど対話的な方式による調査が望ましいかもしれませ
ん。今後の実施検討課題としたいと思います。

Ⅰ： 7 行政目線の項目が多く※①、答えずらいアンケートです。 ※①：本総合計画が、まちづくりにおける行政課題を体系
的に俯瞰してその解決を通じて目標像の実現を見通した
いという基本姿勢に基づいているので、結果的に「行政
目線」になっているのかもしれません。本計画の施策案を
体系化する段階で、「行政目線よりも住民目線」に近づけ
るよう努力したいと思いますので、その施策案をご覧いた
だき、改めてご意見をいただきたいと思います。

Ⅰ： 11 細かいたくさんのことを調べようとしているようですが、質問が多す
ぎて答える気がしません。全てを全ての住民が理解しているわけ
ではないので、答えられない質問もたくさんあります。※①
もう少しアンケートに答えやすい内容であったほうが、良いのでは
ないでしょうか？もっと質問を少なくして抽象的な内容にして、具体
的な部分で意見があれば、答える人が掘り下げて、答えられるよう
にしてほしいです。※②

※①答えられない質問が多いことには申し訳なく思いま
すが、たとえどのように質問を絞っても、回答者によって
は答えられない質問は必ず生ずるでしょう。むしろ、答え
られない質問の多い質問領域を把握することにより、今
後の情報共有のあり方を検討する参考にし、広報のあり
方や視察見学会の設定など様々な対応を検討していき
たいと思います。
※②：ご提案の方法も一案かと思います。これまでと同
様、ご提案のような方法ではなく今回実施した方式にした
理由は、個別質問の中から、限られた行政資産を優先的
に投入する重要課題を住民の皆さんの潜在意識をもとに
分析することによって把握し、施策の重要度・優先度に反
映させるための解析手法に拠ったためです。これは、「重
回帰分析」という統計手法ですが、この解析により把握し
た施策の重要度については「アンケート調査報告書」をご
覧いただき、ご意見などいただければ幸いです。

Ⅰ： 19 ①質問が大まかで答えにくい。※① ※①：各質問項目は多様な内容を含んでいますので、ご
指摘の通りだと思います。ですが、その多様な内容ごとに
設問を作成すると、設問数が膨大に及びますので、その
許容範囲と思われる括りで項目を作成しました。各項目
ごとに含まれる詳細な個別の内容は、今後行う庁内ヒア
リング調査や委員会議論の中で具体的に深め、施策や
事業案の中に表現していきます。

　※「ID」は、回収された回答に無作為に付した番号です。回答者を特定できるものではありません。
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ç 25 ①	アンケート項目が多すぎる。※①
②	一方でアンケートの質問内容が具体的でない。※②
③	現在の実施内容について説明のない中で、具体的でない質問
には答えずらい。※③
例）5-4　地域交通における省エネルギーの推進について
　　→地域交通って何の事ですか？
　　→どのような省エネルギー対策を行っているのですか？
　　→どれほどの省エネルギー効果が得られたのですか？
　　上記がわからなければ、満足も不満足も判断できないと思いま
す。このような内容が散見されており、質問の仕方で回答さえ操作
できるような印象さえ与えかねません。次回アンケートの際にはご
検討ください。

※①：ID11-※①をごらんください。
※②：ID19-※①をごらんください。
※③：ご指摘の趣旨は理解できます。ですが、次の２点ゆ
えに、そのような詳細情報を付記しませんでした。
　（１）詳細情報を質問項目ごとに付記するのは今回のよ
うな広範囲に及ぶ質問項目においては事実上無理です。
より絞り込んだ課題についての詳細な意向把握に向けた
アンケートの場合は、ご指摘のような方法が望ましいで
しょう。
　（２）回答を誘導するような質問文の恐れがあるとのご
指摘については、どのような方法においても絶対避ける
べき配慮事項です。そのような懸念がないように文章作
成には注意していますが、具体個別的に、そのような
ケースがあればご指摘くださるとありがたいです。今回の
アンケートにおいては、各質問項目ごとに住民意向の大
まかな分布を把握して基本的な状況認識を行い、不満度
の高い質問項目については、付帯して実施する庁内ヒア
リングや審議会での議論のなかで具体的詳細に把握し、
施策や事業の案に反映させます。

Ⅰ： 33 このアンケートの質問がほとんどよくわかりません。関わりあること
でも、1から5で満足かそうでないか・・・ということで〇をつけること
自体が、そもそも適切か？と思います。少なくとも私にとっては意
味のないアンケートでした。集計して意味があるのでしょうか？役
に立つのでしょうか？・・・郵送代金、紙代等かかっている「お金」に
対して意味がないのなら、やる意味はないかと思います。※①

※①この回答一つだけで何かを決めてしまうようなケー
スであれば、ご指摘のように、質問内容についての詳細
な情報も必要でしょうし、選択する回答に含まれる様々な
ニュアンスについても精査が必要でしょう。でも、今回の
満足度の質問は、町民全体としての傾向や重要度を係
数として把握し、その傾向に沿って、より詳細な背景事情
や包含されるニュアンスについて庁内ヒアリングや審議
会議論の中で具体的に詰めて、施策や事業の案に反映
させます。従来からこの方式で住民意向の把握とまちづく
りの重点的推進を進めてきており、調査コストに見合う効
果は十分上がっているものと考えています。ですが、はた
してそうなのかどうかについても。住民の皆さんの評価を
得ることが望ましいので、今回の調査についても報告書
と計画書案が公表された段階で、直接ご覧いただき、ご
意見をいただきたく思います。

Ⅰ： 62 ①	アンケートに関して。
1.文言が統一されていないため、設問が抽象化され、非常にチェッ
クしずらい。※①
2.設問数が多すぎる。※②
②	街づくり及び総合計画について。
1.このアンケートを基にビジョンを決めているが、最終的な方向性
が見えてこない。何をやろうとしているのか？※③

※①：ID19-※①をごらんください。
※②：ID11-※①をごらんください。
※③：今回のアンケートは、「第５次ニセコ町総合計画」の
４年ごとに行なっている見直しの２回目にあたるもので
す。この「第５次ニセコ町総合計画」において「ニセコビ
ジョン（基本構想）」を「環境創造都市ニセコ」として掲げて
います。この最終的な方向性についても、この中で「１１
の戦略ビジョン」として定めていますので、具体的には、
ニセコ町のホームページに掲載しています計画書をご覧
いただきたいと思います。

Ⅰ： 64 ①まずこのアンケートの内容の大半が「わからない」との返答で大
変申し訳なく思っております。自分に関わる分野しかわからず、す
みません。※①

※①：わからない項目があって当然だと思いますので、お
気になさらないでください。ただ、自分でわからない領域
があるということを発見し自覚することも重要だと思いま
す。
ID11-※①も、参考にご覧ください。

Ⅰ： 94 ニセコに来て2か月でこのアンケートはちょっと厳しい。※① ※①：無作為抽出で転入まもない方にも届きましたこと、
ご理解ください。町の状況についての情報や知識がまだ
不十分かもしれませんが、直感的な印象の回答は、生活
面に関する満足度評価として重要な視点を提供してくだ
さいます。この側面からの情報を得るため、居住歴の違
いによるクロス分析も行っています。
ID64-※①も、参考にごらんください。
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Ⅰ： 120 ・・・書きたいことがありすぎです。1年に1回、全町民にこのようなア
ンケートや意見を提出させる機会を設けてください。※①

※①：ご提案ありがとうございます。「まちづくり基本条例」
の趣旨から言っても、すばらしいご意見、ご提案です。関
係者の間で検討してみますが、難しい課題が一つありま
す。それは、アンケート調査の実施にかかる経費の問題
です。アンケート用紙の印刷や送返信用の封筒の作成、
データの入力費などのほか、設計や解析・分析、取りまと
めなどの職員人件費もしくは外部依託費などもかかりま
す。それらの予算の観点も含めての検討になりますの
で、毎年の実施は事実上困難です。ですが、様々な機会
を設けてこれまでも実施してきましたので、今後も積極的
に実施できる様検討いたします。
なお、実施するにあたっては、ご回答いただく町民の皆様
については基本的に無作為抽出になりますことから、毎
回ご回答いただく様にはならないと思いますので、ご了解
ください。

Ⅰ： 140 （2）について→質問の意味が不明。※①
　ずいぶん細かい質問でびっくりしました。
　町作りの指針というのであれば、もう少し項目を絞ってもいいので
はないでしょうか。（向こう○○年間はニセコ町は○○や○○にポ
イントを絞り町作りを進めていきます・・・etc）※②	
アンケートの質問については、身近ではなくまた関わっていなく「わ
からない5」の項目が多かったように思う。※③

※①：改善を図りたいので、他の方のご意見も聞いてみ
ます。
※②：そのような絞り込みによって質問を少なくする方法
もありますね。参考になりました。ただ、まちづくりの全領
域からの絞り込みが適切だったかどうかの検証も必要に
なるかもしれません。恣意的にならないような方法を工夫
するのはどうしたら良いか、考えてみたいと思います。
※③：ID11-①、ID64-※①、ID94-※①も、参考にどうぞ。

Ⅰ： 159 （9）の3について→個人としては評価しない。
設問の内容が漠然としすぎており回答しようもない。個々の設問内
容について具体的な情報・知見を持ちえず、また表示もされていな
いため、必然的に「やや満足」「やや不満」との回答が多数となるこ
とが予想される。（または「わからない」も）この程度のアンケートで
町政に対する評価と今後の政策策定のための町民の意思や意向
が図れると考えることがズボラであり安易である。※① おそらくは
コンサル業者に丸投げしていると想像できるが、文章を若干変え
ればどこの自治体にも採用可能なかかる安直なアンケートも集計
結果として提示される報告書の空疎な作文も予算の無駄使いであ
る。※②各項目について、各エリアの住民との直接懇談を重ねる
中でしか評価や意向は測れず、遠回りで手間のかかる手続きを踏
むことが本町の自治基本条例に適うものであると考える。※③

※①：ID19-①、ID33-①をごらんください。
※②：このアンケート調査の企画、設計、実施と解析、分
析は、企画環境課の担当者（集落支援員）が行なってお
り、外部委託はデータの入力のみです。また、第５次総合
計画のアンケートの項目設定と内容の表現は、ニセコ町
のまちづくりの実態に即してオリジナルに作成し、作成し
た案を役場各課の担当者にヒアリングして確認もしくは修
正を加えたものです。ご指摘のご批判は一般的には理解
できますが、今回のアンケート調査には該当しないと考え
ています。
※③：ご意見はもっともと思います。しかし、アンケートに
代わる調査手法としてご意見のような方法でカバーする
のは、さまざまな観点から現実的には非常に困難です。
むしろ、現実的に可能な方法として、例年通り今年冬に
各地域で実施する予定の「まちづくり懇談会」の場で、ア
ンケート結果の主要な論点についてご意見を伺うことを
検討しています。

Ⅰ： 160 アンケート調査は良いのですが、無作為にした分、言葉をもっとわ
かりやすくしてほしかったと思いました。※①

※①：わかりやすくを旨に作成したつもりでしたが、まだま
だわかりにくい不十分さがあったかもしれません。引き続
き努力いたします。

Ⅰ： 192 質問が難しすぎてわからなかったそして質問が多すぎ。※① ※①：ID11-※①、ID19-※①参照

Ⅰ： 217 この数年何度かこのようなアンケートに答え、また町の会報でさま
ざまなプロジェクトや勉強会のような報告を見るが、残念ながら何
も行動や形になっていないと感じる。※①

※①：町民の皆さんのご意見をお聞きする機会は様々な
形であったかと思いますが、そのご意見を反映することが
ままならない状況もあります。今回のアンケートにおい
て、このような形で、ご質問やご意見に関連する担当課
がこれまで以上に実効性の高い対応をすることを目標
に、その考え方などを記載し、町民の皆さんにご覧いただ
くようにいたしました。皆様からのさらなるご意見を期待し
ています。
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Ⅰ： 235 1）	このアンケートを手紙で送るより住民をみんな町民センターに招
待したらどうですか。そこでアンケートを入力しながら他の住民と話
したり一緒にコーヒーなどを飲んだりすることができるので住民の
絆を深めるのにいい機会です。みんなが参加できるよう、このイベ
ントを一か月間に三回は行ったらいいと思います。※①

※①：ご提案のワークショップ方式は、具体的な課題につ
いて意見交換や議論を深める上でとても有意義な場にな
ると思います。ただ、実施にあたっては、ご提案のような
方式で行うにはその条件をクリアすることがかなり困難
で、参加できる住民は非常に限られるように思います。で
すが、可能な条件のもとでの実施は検討したいと思いま
す。
また、このワークショップの実施によってアンケートを行わ
なくても済むような幅広い住民意向の把握を行うのは事
実上不可能と思いますので、やはりアンケートのような、
意見表明は浅いものになるとしても幅広い参加者を得る
調査手法は不可欠と思います。さまざまな手法を組み合
わせて、住民意向を広く深く把握する柔軟な調査姿勢が
必要だと考えています。

Ⅰ： 237 アンケートの内容が分かりにくい。※① ※①：ID19-※①参照

Ⅰ： 262 まずこのアンケート自体が非常にナンセンスだと思います。町とし
ての取り組みを羅列し、それをさほど知識のない住民に評価させ
ることに何の意味があるのでしょうか？もしこれらの取り組みに対
する評価をしたいのであれば、総合計画の各項目ごとに何らかの
達成すべき数値目標があると思うので、町としてはその達成度を
見るだけで良いような気がします。このアンケートはおそらく集計し
たとしても、有意義なデータは得られないと思います。「結果はこう
でした」くらいの内容把握で終わるのであれば、このアンケートに回
答する1500人の時間は無駄になるので、せっかくでしたらこのアン
ケート結果を、次の総合計画に生かしてほしいと思います。次に町
としての総合計画の各分野に関して、分野間のプライオリティづけ
はあるのでしょうか。それとも各分野の重み付けが均等になされて
いるのか、その点が疑問です。※①

※①：非常に重要な観点からのご批判だと受け止めまし
た。また、ご指摘のこのアンケートの目的もその手法も、
ご意見にありました「分野間のプライオリティ」を把握する
ことを大きな目的の一つとしていて、そのための手法とし
てこのような方式（全ての施策領域に関する住民の満足
度把握とそれを基にした重回帰分析）を採用しています。
その結果がどうであるのかは、これまで第５次総合計画
に伴って実施した２回のアンケート結果がどのように反映
されているのかをご覧いただきたいと思います。下記に、
総合計画が掲載されているニセコ町のホームページの
URLを記載いたします。結果として、各施策間のプライオ
リティはもちろんですが、それぞれの目標値とその達成度
も数値化していますので、ご覧ください。今回も、このアン
ケートはそのように活用されることになっています。

Ⅰ： 266 町の方向性と個人の方向性が違う所もあると思うので、満足か不
満で表すのは難しかったです。私自身勉強不足でわからないとこ
ろも多いです。※①

※①：町と個人で方向性が違うところがあるとのご指摘
は、その通りだと思います。この調査における満足度は、
どちらかといえば、町の方向性より個人の方向性を基準
にご判断いただきたいと考えておりました。そのニュアン
スが十分伝わらなかったとすれば、表現不足についてお
詫びいたします。
また、すべての質問領域をお分かりにならなくても、ある
意味では当然のことと思いますし、この調査においては
分析上も特に問題ありません。これを機会に、まちづくり
の様々な領域に関心を向けていただくきっかけにしてい
ただければ幸いです。

266 （1）について→子供がまだ小さく、子供の成長に合わせて気づいて
いる部分があるので、アンケートの質問だけではわからないことが
多いです。上の子がまだ4歳なので学校教育については調べたこ
とがないのでわからないことが多いです。※①

※①：上記参照

Ⅰ： 269 申し訳ありません。わかりません。※① ※①：ID-64参照

Ⅰ： 277 病気をしてからあまり考えることができなくなって来ているので、町
の事はわかりません。※①

※①：ID-64参照

Ⅰ： 285 4月末に移住してきたばかりなので、よくわかりません。すみませ
ん。※①

※①：ID-64参照

312 自由記述→この意見がどこまで反映されるのでしょうか？※① ※①：これまでも、アンケートの回答は関連する担当課に
フィードバックされ施策や事業の組み立ての参考にされ
てきましたが、されなかった場合も含め、回答がどのよう
に反映されるのかされなかったのかについてのご報告や
広報が不十分だったと反省しています。そこで、今回はこ
のような回答を各担当課で作成し、町のホームページで
公表することといたしました。ご覧の上、さらにご意見をい
ただけますようお願い致します。
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Ⅰ： 328 アンケートの質問が漠然としていて答えづらかった。難しかった。
結果わからないが多くなった。※①  全部の取り組みを把握できて
いるわけでもないので「このように取り組んでいるが・・・それに対し
ての意見を問う」という形ならば、答えやすかったと思うが。周知と
質問という形ならわかりやすい。※②  町の行政についてこんなに
詳しく知っている人は、そんなにいないのではないだろうか？アン
ケートの数、内容、答え方については検討してほしいと感じました。
（提出できない人も多いのでは・・・？）※③

※①：ID19-※①をごらんください。
※②：ID11-※①をごらんください。ご提案いただいたよう
な方式は確かに理解しやすいし答えやすい方法ですね。
ですが、そのような方法は具体的に課題となっていること
に絞ってアンケートを行う場合には適切な方法ですが、今
回の総合計画のように広範囲な領域についての満足度
をお聞きする場合は、全ての項目をそのように行うことに
なり、非現実的だと思います。回答する方に対して、あま
りにも大きな負担を強いる結果になるからです。
※③：ID33-※①をご覧ください。

Ⅰ： 336 アンケートを記入していると、あまりニセコの事わかっていないこと
がわかりました。日々の生活に追われて、あまり知ろうとしていな
いのも現実です。※①

※①：ID64-※①参照

Ⅰ： 342 質問がよくわからないし、一部の人しかわからない質問が多い気
がしました。※①

※①：ID33-※①、ID94-※①など参照

Ⅰ： 365 子供は自立し、職場も町外、町発行の広報や冊子などに目を通し
ますが、とても狭いテリトリーの中で生活しているので、アンケート
への回答がとても難しいです※①。住みやすい町なのは確かなの
ですが、アンケートに反映できず申し訳ありません。専門的な事は
よくわからないのが実態です。せっかく役場の方々が町民の事を
考えて、いろいろな取り組みをして下さっているのに、理解しておら
ず申し訳ありません。

※①：ID33-※①、ID94-※①など参照

Ⅰ： 373 アンケートの質問が答えにくい。（例え1～5を選ぶだけであっても）
満足も不満も人によっては真逆の意味合いになり、これを統計して
も参考になる結果が出るとは思えません。意思を意見として反映
するならば、アンケート自体を作り直すことを今後検討されることを
望みます。より良いニセコ町にしていきたい、なっていくようにと住
民一人一人が願っています。少ない人口の町ですから、実際に検
討、反映できるような意見の抽出」の仕方をお願いします。※①

※①：ID1-※①、ID33-※①、ID262-※①な参照
また、このアンケートによる分析結果が総合計画にどの
ように具体的に反映されているかについては、ニセコ町
のホームページ（下記のURL）をご覧ください。

Ⅰ： 382 アンケートの内容が難しい。ニセコに長く住んでいる人へのアン
ケートの内容だと思う。※①

※①：ID33-※①、ID94-※①など参照

Ⅰ： 391 アンケートを通して自分自身知らない、把握できていないことが多
いと感じた。※①  それぞれの分野からの情報発信はあると思う
が、それらをまとめて、しかも手軽に情報を得られるようなものはな
いでしょうか。※②

※①：ID33-※①、ID94-※①などをご覧ください。
※②：ニセコ町では、「ニセコ町まちづくり基本条例」に基
づいて情報共有の充実を図っています。『広報ニセコ』の
他に、その年度ごとに網羅的かつ具体的な情報を得られ
る冊子として『もっと知りたい今年の仕事』を無料頒布して
います。諸々の情報共有については、企画環境課にご相
談ください。

Ⅰ： 424 満足、不満足だけでなく、必要性の有無の記入欄が欲しい※① 。
わからないの評価では自分の思いもずれがある。

※① ：「必要性」の項目は、項目選択の混乱を招くと思わ
れるので設定していません。しかし、「必要性」を判断する
目安となる「重要度」については、重回帰分析により係数
化しますので、ご指摘の指標に近いものとして活用されま
す。

Ⅰ： 426 このアンケートに関して～
・質問内容が短く抽象的な質問内容のため、なにをもって、満足、
不満とするのかの判断ができませんでした。※①
・したがってある程度内容を推定で来た項目については、1～4で回
答しましたが、それ以外の、いったい何をどう聞きたいのか判断で
きない項目等については「わからない」とさせていただきました。

※①：まちづくり全般にわたって多岐に及び質問の数も多
くなったことから、結果的に質問を極力簡潔な表現にしま
した。その結果、ご指摘のような抽象的なわかりにくさが
生じていることは申し訳なく思いますが、個別に具体的な
表現にすると逆に答えにくくなるように思い、このようなバ
ランスとなりました。ご理解くださると嬉しいです。なお、判
断できずに「わからない」という選択の多かった項目につ
いては、今後に向けてさらに再検討したいと考えていま
す。

Ⅰ： 442 アンケートに対して～答えを考えると、わからない⑤にするのが多
く、いかに行政に無関心だという反省です。
質問に「今あなたにとって心配事は何ですか」というのがあったら、
年代別でいろいろ出てくると思いますが、今回の総合計画の趣旨
とは違いますか※①

※①：それは直感的な質問で答え方もリアリティを帯びる
でしょうし、行政課題としてもまちづくりにとっても貴重な
指摘をいただけそうですね。総合計画のアンケートと趣旨
が違うということはありません。今後の機会に検討してみ
たいと思います。
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Ⅰ： 446 大変申し訳ないことですが⑤の答えが非常に多くなりました。質問
があまりにも専門的過ぎて判断できませんでした！！※①
勉強不足ですみません！！

※①：どの項目も、暮らしやまちづくりに直結しているもの
ばかりですので「専門的」ということとは少し違うと思いま
すが、日常生活の中で触れることの少ない領域について
はリアルな印象も判断も難しいのはやむを得ないことだと
思います。生活の中で感じることのできる範囲内の回答
だけでも十分参考になっています。

Ⅰ： 455 質問に対しての答え方がなんか違うと思います。わからないが多
いのはそのせいです。※①

※①：回答を全て「満足度」で統一しているので、項目に
よっては質問の仕方と選択肢の表現がしっくりマッチング
していないものもあるかもしれません。みなさまにはその
ニュアンスのズレを勘案しながら回答をお願いしています
が、今後、質問の表現にもう少し工夫を加えるよう努力し
たいと思います。

Ⅰ： 480 ①アンケートの内容が少しわかりにくいと感じます。※① ※①：ID426-I※①参照

Ⅰ： 488 わからない分野のアンケートが多かった。いまいち何を選べばよい
のかわからなかった。※①

※①：ID446-I※①参照

Ⅰ： 488 アンケートの項目の内容が具体的でなく、大項目的な内容になっ
ているので、アンケートに答えられない、または答えずらい。
各項目でそれぞれの内容にかかわる人でなければ分からない（特
に８～12）例えば有島記念館の項目であれば「最近行きました
か？」のように簡単に答えられる質問形式にしたらどうか？役場の
項目でも「電話や実際の対応ですぐに手続きができましたか？問
題は解決できましたか？」のような書き方のほうが、わかりやす
い。※①
アンケート作成後に試しに何人かにやってもらって各項目について
検討修正し、それから1500人に配布してはどうかと思う※②
（アンケート結果が意味あるものにする）各項目の書き方は、なる
べく答え安くできるようにしてほしい。

※①：ご指摘の趣旨や例示のようなご意見は、ご理解で
きます。ですが、具体的に表現すると、その直接の内容
については答えやすくかつ明確な判断ができると思いま
すが、逆に、具体化することによって質問内容の及ぶ範
囲が限定的になり、他の具体的な質問も追加で必要にな
る場合が多く、質問数が限りなく増えて、非現実的なアン
ケート調査になり、回答していただけなくなるでしょう。こ
の観点から、今回のようなやや抽象的な表現となったの
ですが、解析によって満足度や重要度を把握したのち
に、庁内ヒアリングや審議会議論を通じて課題の理解を
具体化することができますので、それらを総合して住民意
向の分析を行なっています。その結果は「報告書」として
WEB公開いたしますので、ご覧いただき、またご意見をい
ただきたいと思います。
※②：８年前の最初のアンケート設計の時には、ご指摘
のようなプレテストを実施してその感想や意見を反映して
現在の基本形を定めたのですが、その一部改定版の今
回についてはプレテストを実施していませんでした。ご指
摘の通りだと思いますので、次回の機会にはプレテストを
実施したいと思います。

498 この意見が町づくりに反映してくれるのですか？疑問？※① ※①：ID312-I※①参照

Ⅰ： 499 アンケートの内容が難しい気もして、わからないことが多く、「わか
らない」を選ぶことが多くてあまりお役に立てず申し訳ありません。
※①

※①：ID426-I※①参照

Ⅰ： 509 ニセコ町住民になってまだ2年目です。まだまだ地域活動で知らな
いことが多くアンケートに協力できず申し訳ないのですが正直わか
らないことだらけで5を多く選択させていただきました。※①

※①：ID426-I※①参照

515 ニセコ町は、今回のように住民から町政に対する意見を広く求め
町づくりに反映させようという姿勢がしっかりしていて非常に良いと
思う。過去に何度もアンケートを取り、必ず回答してきた。これから
も続けていってほしい。※①

※①：ありがとうございます。ID312-I※①参照

Ⅰ： 523 ①　アンケートが生活から離れていて、わからないことが多かっ
た。自分の無関心さにも反省したが、私たち一般人には難しい内
容、見えない内容が多いと感じた。※①
②　マークシート式にすると、集計作業の軽減になるのでは。※②

※①：IID426-I※①をご覧ください。
※②：マークシート形式にするとご指摘のように人件費の
節約にはなりますが、シートの作成コストや読み取りシス
テムの導入など、むしろ大きな投資が必要となり、ニセコ
町における今回のような調査の場合はかえって総体コス
トを引き上げる結果になると思われます。大規模な調査
の場合は、マークシート形式の方が全体でコストセーブに
なることもあると思いますが、今回の場合は逆になるで
しょう。それと、今回のような「満足度」を聞く統一形式の
回答入力については、手入力で行ってもかなりのコスト
セーブになっているはずです。

Ⅰ： 525 今回このようなアンケートに回答する機会をいただいたのですが、
正直ニセコの町づくりにおいて、あまり知らず、せっかくのアンケー
トに答えられないことが多く、申し訳ありません。※①

※①：ID426-I※①参照

6／42



Ⅰ： 530 このようなアンケートで意見をくみ取るのは大変良い事だと思いま
す。※①

※①：住民意向を把握する上で、アンケートは実施すべき
不可欠の調査手法の一つだと考えています。しかし、そ
の結果何を把握し、どのように反映させるのかを明確に
しておかないと、単に実施しただけというアリバイ作りに
終わる危険性もあります。今回のアンケート調査も、過去
２回の調査と同様、総合計画の各施策の重要度を絞り込
む上で住民意向を根拠に活用したり、各施策の目標値
（目指そう値）を定め行政や住民の努力目標を定める上
でも、重要な指標として活用しています。

Ⅰ： 554 「わからない」と答える項目がとても多いと感じました。※① ※①：ID426-I※①参照

Ⅰ： 577 よくわからない※① ※①：ID-64など参照

Ⅰ： 586 次回のアンケート送付用封筒（大）に返送期日記載もあると助かり
ます。※①

※①：そうですね。それは、回収率向上に向けて大いに
役立ちそうです。次回には実施したいと思います。

Ⅰ： 286 仕事、育児に追われ、地域の活動や行事などにはほぼ参加できて
おりません。（かかわる時間がほぼない状況）そのため街づくりの
取り組みに関して把握していないことが多いため、あまりアンケート
にご協力できずに申し訳ありません。※①

※①：ID426-I※①参照
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第５次ニセコ町総合計画／アンケート自由記述回答の分類（２）
　※「対応検討の視点（事務局または担当課）」欄の”ID参照”については、同一の分類内のIDをご覧ください。

意見の
分野

ID ご意見 対応検討の視点（事務局または担当課）

24 ①私立幼稚園の誘致※①
②子供の遊び場の確保※②

※①：現在のところ誘致する予定はありませんが、需要と
採算性などのバランスにより民間事業者の判断を要する
ものと考えます。
※②：現在のところ、新たな遊び場となる施設を作る予定
はありませんが、ちびっこ広場の再整備の検討を進めて
いるほか、中央倉庫群などもございます。冬期間には中
央倉庫群の屋内でキッズパークトなどの取り組みも行っ
ております。

26 ②	スクールバスに関してですが、子供の人数が増えている中、通
路経路が大変だと聞いていますが今後バスを増加してもらうことは
ないのでしょうか。冬期の場合特に時間が遅れます。経路の見方
を考えてもらいたいです。※① にこっとバスの予約についてです
が、部活動、学校登校等での予約ができないのです。1週間前にと
言われていますが、それも困難の時が多いです。冬期はとくにです
ので冬期に増加してほしいです。※②
③	幼児センターから高校までの一環としてCSがニセコ町では4年
目になりますが、今後交流の回数を増やして子供たちの上下（縦
割り）をお願いします。※③ 小学校では運動会、中学校では陸上
競技大会としかなく、幼児センターから高校までと上が下の子の面
倒を見て、下の子は上の子の教えを聞くということを身に着けて上
下関係をきちんとつけてほしいです。

※①：現在登校６路線下校５路線を設定しています。現状
では児童生徒が乗りきれない状況にはなっておりません
が、運行時間が長くなっている路線があるのは承知して
おります（最大４２分）。この縮減には取り組んでいます
が、安全面、保護者の意向等から停車位置を自宅側に
する（横断させない）などにより複雑化していることは否め
ない現状です。来春の小1は1クラスの予定であり、増車
は予定しておりません。
※②：にこっとバスは当日運行希望時間の30分くらいまで
は予約可能となっております。冬期間はにこっとバスの混
雑緩和のために市街地からスキー場エリアの周遊バス
（6便）の運行を行い、交通の充実に努めているところです
が、バスやタクシーなどは深刻な人手不足の問題を抱え
ており、既存の路線の維持も困難を極めております。皆
様の協力の下、にこっとバスの維持に努めてまいります。
※③：各校が連携した交流事業は年間行事として実施
中。今後も拡充に配慮しています。

⑤	町民と学校関連の間がもっと近くなるようにしてほしい。※④ 地
域の人達との交流が深まれば、学校関連でのボランティアとかが
できるのでは・・・（CSでも考え中）今と昔とでは違うのはわかるの
ですが、町民の宝物の子供たちなので地域で守っていくべきかと。
だからこそ知らない大人としてならないように顔を知ってもらわなけ
ればいけないのでは・・・検討してください。私たちがこうしているの
も、今の老人（年寄り）の人たちが悪いことをしたときには叱り、怒
り、怒鳴りして、家族以外の人が育ててくれました。良いことをした
時には、自分の事のようにほめて喜んでくれました。そんな町がニ
セコ町（昔）だったと思う。今はそれができない。叱ったらすぐに親
が飛んでくる。そして手を上げたら余計にです。それでも子供たち
に悪いことは悪いときちんと親が教えるべきというと思いますが、そ
れも困難ですよね？！地域の人々がニセコ町の宝の子供たちをま
もっていかないといけないのではと・・・。話がそれているかもしれま
せん。申し訳ありません。高校の事ですがニセコ高校は町立の高
校ですが、最近地元の子供が少ないのです。もし他にない将来が
ニセコ高校にあったらどうですかね。制服が男子10万弱、女子が
15万弱かかります。ニセコ高校は制服・ジャージ・靴・農作業・長靴
も購入するので、かなり金銭が張ります。その他に入学時に教科
書、入学時に収めるお金とで9万弱です。制服の補助があれば家
庭には助かるのす。そのところお願いいたします。※⑤

※④：学校ではこれまでも地域との接点づくりに配慮して
います（現実問題として用事がなければ関わりにくい（ら
ない））。今年からは支援ボランティアの登録制度を開始
します。
※⑤：ニセコ高校の今後の方策については、情報収集、
検討に着手しています。熟度をあげつ。つ町民のみなさ
んとも議論を予定しています（町民講座等）

27 ①	今ニセコ町には様々な方が移住地としてこられているので人材
バンク的な事は進んでいると思いますが、もっと能力のある方々
が、ボランティア活動やスポーツ、学校教育の場面等でもサポート
に入りやすい環境になればよいと思います。※①
②	個人的な支援は難しいと思いますが、各種スポーツで実績のあ
るお子さんへのサポートや助成ができればよいと思います。

※①：支援ボランティア（上記）

61 夫婦共働きで小学4年生の子供がいます。学童に預けることができ
なくなり、長期休みの預かり先がなく困っています。道外移住者で
す。住宅等の整備をして、子育て世代を増やしても今後を考えてい
ない気がします。※①

※①：ゴールデンウィークと年末年始については、民間の
団体と協議し、子どもの預かり事業を実施しています。学
童については、主任指導員等職員の確保が出来ていな
いため、対応が難しい状況です。

　※「ID」は、回収された回答に無作為に付した番号です。回答者を特定できるものではありません。

２：
子育て
支援・
学校教
育・コ
ミュニ
ティス
クール
につい

て
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65 ①	子供館ができた当初は、6年生まで入れるとのことだったのに、
急に3年生までになった。子供が増えていたことはわかっていたこ
となのに、おかしい。夏休み等の長期休みの時だけでも、4年生以
上の受け入れをしてほしい。シングルマザーなので、仕事をしてい
るし、長期の休みは心配。※①

※①：こども館を利用する子どもが増えた理由について
は、単に児童数が増えただけでなく、働きに出る保護者
が増えたことが大きな要因と考えています。今後、現状の
施設で出来る限りの受入れをして行きたいと考えていま
す。

80 子供たちが遊べる施設、滝野すずらん公園みたいな。アクティブな
子供たちが多いが、充実した屋内施設が欲しい。※①

※①：現在のところ、新たな遊び場となる施設を作る予定
はありませんが、ちびっこ広場の再整備の検討を進めて
いるほか、中央倉庫群などもございます。冬期間には中
央倉庫群の屋内でキッズパークトなどの取り組みも行っ
ております。

87 （1）について→　学校教育と地域との連携とは？取り組みの内容と
結果・効果がわかりずらい。※①

※①：CS活動で広報活動実施しております（ラジオ、広
報、チラシ等）。

120 ① 子供が学校の授業がつまらないと言っている。正解しないとダ
メだしされてやる気が失せる。※①

※①：ご家庭でもぜひやる気スイッチを探してみてくださ
い。得意なことや好きな分野が必ずあるはずです。頑
張っているお子さんがいるのも事実です。

131 子育てに力を入れている町という印象だったが、幼児センター、小
学校とどんどん子供たち、その親、PTAが楽しみにしていた行事の
減少が目立つ。本当に望んでいることが何か、もっと考えてほし
い。一部の意見だけが目立ち、取り入れられている印象。※①

※①：今の子どもたちが大人になる頃には、さらに世の中
の変革は進んでいることを想定して新学習要領が作られ
ています。この変革に対応するため、これまでとは違った
アプローチ（時間、やり方など）を考えなければならず、以
前と同じようには出来ないこともでてきている現状にあり
ます。

182 ③　子育て支援の側面として、幼稚園がないのは痛い。ニセコはそ
の魅力から30代後半の夫婦が増えている。好ましい状況にあると
とらえるが、その子供たちに対する安心で豊かな教育が充実して
いない。地域の未来を担う子供を幼児期からしっかり行える制度を
整えるのは重要。※①

※①：幼児センターは幼稚園、保育所を一体化した施設
ですので幼稚園でもあります。保育所保育指針、幼稚園
教育要領をもとにカリキュラムを作成し保育しておりま
す。（幼児センター）

189 子供たちが安心して集える施設があると良いです。放課後、天気
の悪い日、冬等に体を思いきり動かせる場所。静かに宿題をした
り、本を読むことができる場所。高学年になっても通える児童館の
ようなものがあると、共働き家庭の安心感が高まると思います。※
①

※①：町内には、体育館や町民センターのほか、中央倉
庫群や図書館機能を持つ学習交流センターがあります。
また、教育委員会では放課後子ども教室を実施していま
すので、そちらの利用も可能と考えます。

230 （1）学校の教育～ニセコ町に住む子供たちはとても礼儀正しい素
直な子供たちであると思います。その反面自分の意思をはっきり
伝える事ができない子供も多くみられます。周りの目を気にしない
自分の意見をはっきり伝えられるような教育を考えてほしい。※①

※①：新学習要領、ニセコスタイルの教育により進めてい
きます

242 ①　4年前に年中、小3の子供とともに移住しました。インターナショ
ナルスクールがあることから、国際感覚が身につくことを少し期待
して来ましたが、ニセコ小との交流はほとんどなく、また英語の授
業も特筆すべきところが無く残念に思っています。子供が増えてい
る貴重な地域ですので、幼児センターから高校まで（特に英語教育
の）一貫性ある教育を期待します。※①

※①：町教委では「英語教育推進プラン」を策定し、新学
習指導要領が実施される前から独自に英語教育の時間
や内容を拡充しております

246 ①　義務教育を受けている子供たちについて。学校では大変頑
張っていることはわかっているし、不審者等の心配もありますが、
明らかに町民と思われるお年寄りやおじさんおばさんには、知らな
くても「おはよう」「こんにちは」など気軽に声を掛け合える町になっ
てほしいと思います。※①

※①：子供は大人（地域）の鏡。大人から積極的に声かけ
してほしいです

266 子育て中のため、その興味関心も偏りがあると、今回のアンケート
を通し気づいたので、子の成長に合わせながら町の取り組みにつ
いて勉強したいと思いました。個人の取り組みとしては、子を教育
機関（小学校）へ通わせるまで、小学校の教育に関する～1.2.3.4.
は意識して活動できていると思います。※①

※①：ご意見ありがとうございます。
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296 ①　学生が静かに勉強できるエリアがあると嬉しい。（図書館にあ
る個別の机があったりするととても嬉しい）※①
②　少年団で一番人数の多いサッカー、中学校からはその受け皿
がないことが残念。今は、本当にやりたい子は泊のクラブチームへ
行くしかなく、送迎ができない家の子は泣く泣くその情熱をあきらめ
るしかない状況・・・どうにかならないか。※②
③　町全体の英語を伸ばそうとしていてくれて嬉しい。ニセコらし
さ、ニセコの良さを守るためにも、「英語」というスキルがあるのは、
大切だと思う。※③
➃　プールがもうすこし良くなると、嬉しいと思う。※④

※①：あそぶっく、中央倉庫群、綺羅乃湯、町民センター
なども利用可能です。
※②：　[学校所管として]中学校のクラブ活動は生徒ニー
ズや学校の体制により設置を決定しております。現状で
はサッカー部を創設することは困難な状況です。少年団
活動の拡充により中学生にも対応できる体制づくりを検
討すべきと考えております。
※③：ニセコ町教育振興基本計画により英語の取り組み
を実施中です。
※④：当面、 現状の水泳プールの衛生管理に努め、維
持保全を行っております。

334 　教育について、近藤小学校について～小規模な小学校が統合さ
れて廃校になっていく姿を見てきた者ですが近藤小学校は、住み
よい環境があり移住者が増加する地域で児童が増加することに感
銘を持っております。日本の中でも田舎に子供が増える地域はそ
うないと思いこれからも充実することを希望します。この学校は地
域住民みんながPTAとして児童を見守りとても素晴らしいことで、
周りに対して誇れることだと思います。さらに環境を充実し児童が
安心して学べるように配慮して頂けることを、望みます。※①

※①：近藤小学校の取り組みは各所から評価いただいて
います。今後も子どもたちのことを第一に考えた学校運
営をしていきます。

355 給食のパスタをもっとおいしくしてほしい。※① ※①：ニセコ町の学校給食については、大変好評をいた
だいておりますが、学校給食の質の維持・向上に向けて
今後も取り組んでいきます。

399 子供が水遊びをできる公園が欲しい。雨の日に子供を遊ばせる場
所があるといいと思います。※①

※①：ちびっこ広場は、整備されてから約３０年経過しまし
た。現在、公園の再整備に向けた検討を始めており、小
さなお子さんが水遊びできる公園を作る計画を検討中で
す。
※①：現在のところ、新たな遊び場となる施設を作る予定
はありません。町内には、体育館や町民センターのほ
か、中央倉庫群や図書館機能を持つ学習交流センター
あそぶっくがあります。

405 スポーツ少年団の子供たちが多目的で活動をするときに、17時以
降トイレのカギが閉まるため、17時以降にトイレに行きたくなった子
供たちがとても困ります。多目的+C:Eりで用を足す子もいます。ニ
セコ町の環境にとって良いこととは思えないのでトイレの鍵を閉め
ずに子供たちが使えるようにしてください。※①

※①：少年団指導者と管理の方法を含めて検討します。

441 ②　子供に自殺やいじめが多い中、お寺のお手伝いとお寺様によ
るお説教や教えをいただく機会を与えるというのはどうでしょうか※
①
➂　子供のいじめが発覚した場合の先生の的確な対応についての
議論や議会の場を増やしたほうがいいと思う（親が子供を虐待して
いるのも含めて）※②

※①：コミュニティスクール活動において地域が子供を育
てることを実践していきます
※②：懸案事項等については、都度、関係機関等と情報
共有し、その方策等を検討し対応しています

456 公園（子供が遊べる）がもっと欲しい。道路に歩道がなくて歩くのが
怖い。幼児の施設、幼稚園、保育園の選択肢が無い。習い事など
の教室、クラスがもっとあれば・・・※①

※①：現在のところ、新たな遊び場となる施設を作る予定
はありませんが、ちびっこ広場の再整備の検討を進めて
いるほか、中央倉庫群などもございます。冬期間には中
央倉庫群の屋内でキッズパークトなどの取り組みも行っ
ております。幼稚園や保育所については町立の幼児セン
ターがあり、町の規模に見合った規模で運営をしていま
す。習い事は都会ほど充実しているものはないかもしれ
ませんが、町民学習課において情報収集してみてくださ
い。

457 子供たちが公園で遊べるように施設をふやしてほしい！※① ※①：現在のところ、新たな遊び場となる施設を作る予定
はありませんが、ちびっこ広場の再整備の検討を進めて
いるほか、中央倉庫群などもございます。冬期間には中
央倉庫群の屋内でキッズパークトなどの取り組みも行っ
ております。
ID399参照

465 ニセコ高校の在り方について。地元の子供より他の町からの生徒
の質が悪いので進学を考えるには残念な評判しか耳に入ってきま
せん。せっかく地元にあるのに入試を厳しくして切り替えていく時期
に来ているのではないでしょうか。ニセコ高校を見直し質の向上を
望みます。ニセコ高校を卒業したことを言うのが恥ずかしいとか
思っている声を聴くと今の現状はどうなっているのでしょうか、と
思ってしまいます。※①

※①：現在ニセコ高校の振興策等について検討中です。
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476 （1）について→ニセコ町には様々な職種があり、プロフェッショナル
や面白い人たちが多く存在します。外からだけではなくニセコ町内
からも講師を呼び、子供たちと交流させることで子供の興味の幅が
広がるのではないでしょうか。そして講師もニセコ町の教育に関心
を持ち、子供たちや教育の現場を知ることができると思います。そ
して教育というとつい子供たちに目が向いてしまいますが、教育す
る側の先生たちのモチベーションも非常に大切であると思います。
先生たちのモチベーションの向上も必要なのではないでしょうか。
先生にやる気がなければ子供たちに大切なことを伝える事は出来
ないのではないでしょうか。※①

※①：教職員の研修機会の確保や支援ボランティアの取
り組みなどを実施中です。また、教育の質を高めるため
に「働き方改革」も実施中です。

480 子育てをしていますが、ニセコの町民プールが温水ではないことに
不満があります。老築化も進んでいるので、温水プールに建てなお
してほしいです。水が冷たくて子供たちが震えています。※①

※①：当面、現施設の衛生管理他維持・保全に努めま
す。
温水プールの建設については、建設費用に加えて、維持
管理費用が大きいことから、慎重な検討を要します。

492 １）	ニセコ町は国際的に発展しつつあることから考えると、英語で授
業を行う高校を建てたほうがいいのではないかと思います。※①

※①：ニセコ高校の振興については、その在り方につい
て検討中です。英語の重要性も考慮しています。

498 ②　幼児センターでの土日、祭日の預かりについて、職員を交代制
で、平日同様預かってくれるように願います。※①

※①：現在、平日同様保育をすることはできません。しか
し、幼児センターでは仕事や緊急の場合、日曜・祭日は
「休日保育」として実施しておりますので、ご利用くださ
い。

528 ①　町民運動会、種目が多すぎる。子供ができる競技を増やして
ほしい。※①

※①：各地域（チーム）の監督・主将会議において検討し
ます。

544 ①　町営プールの改善。他町のプールに比べて施設が汚い。※①
②　サッカー少年団に対して体育館側の扱いが悪い。特にフットサ
ルの時対応が冷たすぎる。バレーボールやバスケットボールは壁
打ちしても大丈夫って？同じボールなのに。※②

※①：施設の衛生管理他維持・保全に努めています。
※②：アリーナ壁の構造上、破損しやすいため壁打ちが
できないことによります。

551 ②　子育てについて。いわゆる「山系」の方々の育て方を認めては
いけないと思う。親が薬を使わない生きをするのは勝手だが、子供
に予防接種を受けさせないとか、塗り薬は塗らないで自然に治る
のを待つとか。見ていてとても悲しい。つらいのを我慢させてまで
貫き通すことではない。※①

※①：児童虐待につながるものであれば、必要な措置を
講ずることとなります。

574 昨年冬に出産したのですが、ほぼ一人での育児でとても辛く、保健
師さんに助けていただきました。ただ保健師さんも多忙なので、
ゆっくり話を聞いてくれるカウンセラーさんもいらっしゃったり、もしく
は紹介して頂けると助かります。※①

※①：保健師による個別相談を行っているほか、おひさま
広場など保護者が集う機会もあるので、利用してみてくだ
さい。

580 （11）について→ちびっこ広場内の黄色い階段の板が古くて危険。
一部しか補修されていない？※①

※①：ちびっこ広場は、整備されてから約３０年経過しまし
た。現在、再整備に向けた検討を始めており、黄色の歩
道橋は撤去する予定となっています。
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第５次ニセコ町総合計画／アンケート自由記述回答の分類（３）
　※「対応検討の視点（事務局または担当課）」欄の”ID参照”については、同一の分類内のIDをご覧ください。

意見の
分野

ID ご意見 対応検討の視点（事務局または担当課）

20 ニセコに文化の香りを。観光とイベントと花火現象より、住民のた
めの文化の香りを。例えばアソブックも良いが、司書のいる倶知安
の様な小規模でも良い図書館を。京極（？）湧学館（？）は素晴らし
かった。調べる、読める、学べる意欲がわく、そんな学びの場、憩
いの場を町に設置してほしい。憩いだけがあるアソブックは図書館
でない。※①

※①：施設のスペース、蔵書数に限りがある中で図書館
機能としての充実度を上げるための取組みに努めていま
す。新たに、図書館司書１名を配置しました。

24 ④	倉庫邑は居心地よく、カフェもおいしいので利用しやすい。もう
ちょっと活気のあるものにしたら良いのでは？※①

※①：ご意見ありがとうございます。今後も、皆様に利用
しやすい施設を目指していきます。

26 ④	有島記念館に足を運ぶ子供たちはどのくらいいるのでしょうか？
ニセコ町に有島記念館がありますが、子供たちはどれほど知って
いるのでしょう？もっと子供たちが有島記念館に足を運んでもらえ
るように、考えないと・・・。学校でも何かの学習で、有島記念館の
事を知ってもらいたいと思いました。※①

※①：現在、ニセコ学（地元学）の視点から、児童・生徒に
対する学習の場を計画しています。

87 （2）について→　あそぶっくは良い取り組みをしている。バレーボー
ル女子が合宿等で町民センターに宿泊しているが、本来町民セン
ターは宿泊施設ではなく災害や変質者・犯罪者が出た時の対応や
責任は？※①

※①：令和元年度より、バレーボール女子合宿の受入れ
は行っておりません。

111 ②　いろいろなところから若い世代の人も移住してきているので、
教育向上に、正式な図書館の開設を希望します。（人口16000弱の
倶知安町ですら図書館がありません。あくまで図書室です。）※①

※①：ID20番参照

128 ②ラジオニセコは必要ないと思います。そよ風通信的な事で十分
ではないでしょうか。※①

※①：ラジオニセコでは行政情報だけでなく、イベントや雪
崩事故防止情報などの情報発信を行っていますが、伝え
方が十分でない面もあると思います。もっと伝わるように
番組内容や発信の仕方など工夫します。ラジオニセコを
通してラジオ劇団など新しいコミュニティが生まれている
ことも事実であり、なくすことは考えていないことをご理解
ください。

141 ①　町民が文化活動を施設行う施設にて
　・音楽活動を行うようなホールがあると嬉しい
　・せめて町民センターの舞台に反響版があれば、いろいろなコン
サートができて町民が集まりやすい場所になるのでは。※①

※①：文化・芸術の担当課としましては、コンサートホー
ルがあれば、理想的であると思います。現在の町民セン
ターにおいては、 舞台の反響板の設置だけではなく、大
ホール全体の音響改善のための改修が必要となるようで
す。

169 ① あそぶっく、できれば午後6時まで開いていてほしい。月曜定休
を廃止してほしい。※①

※①：現在、開館時間は、午前10時～午後6時となってお
ります。月曜日の休館廃止については、スタッフ確保の
観点から現在のところ難しい現状です。

242 ②　施設に関して、体育館、町民センター、ちびっこ広場、テニス
コート、プール、あそぶっくは利用しやすくとても助かっています。
有島記念館、中央倉庫群は、工夫の余地が十分あると思います。
※①

※①：有島記念館を多くの皆さんに知っていただくための
企画の工夫に努めています。
・企画展の開催（絵画・写真・歴史資料展示など）
・ニセコ歴史講座の開催
・コンサートの開催　ほか
※ここ数年、来館者数はかなり増加しています。
　

246 ②　有島記念館の中にはもう何十年も入ったことがありません。音
楽会や絵画展などでの使用は年に数回ありますが、こんなに町民
がいかないことで良いのでしょうか。町民大人は100円にしたり、子
供の絵画教室（月2、週1）を設けたり、歴史を学ぶ講座（月1～2）を
設けたりして、町民の利用を増やすべきではないか。会館の外も
昔のように羊でもいたら、もっと子供があつまるのですが・・・※①

※①：242番を参照
　

267 ④　ニセコの資料館があれば先人に学ぶこともあり、また未来へ生
かされることもあると思います。なにより町民として誇りを持てるで
しょう。※①

※①：現在、有島記念館において、町の歴史・自然等に
関する資料の収集・保存展示事業を通した、郷土博物館
機能の充実に努めております。
　

　※「ID」は、回収された回答に無作為に付した番号です。回答者を特定できるものではありません。

３：
文化・
歴史関
連の施
設や活

動

12／42



312 （3）について→有島記念館は早急に閉館し、重要資料は道の駅又
はニセコ駅に展示スペースを作り、無料で見ることにすべき。継続
すれば赤字が多くなるだけ。必要経費と収入のバランスがあまりに
も悪い。銅像近くの鉢の花もいつも枯れています。受け入れ態勢も
全く見られませんよ。※①

※①：現在、有島記念館において、町の歴史・自然等に
関する資料の収集・保存展示事業を通した、郷土博物館
機能の充実に努めております。有島記念館周辺の点検
を行い、環境整備に努めます。

435 （3）の3について→狩太村を舞台にした作品を残した畔柳二美や
狩太村で研究活動を行った中谷宇吉郎などの周知、継承にも努め
てほしい。※①

※①：町の歴史や町とのゆかりに関する資料の収集・保
存の一環として、周知・継承を検討いたします。

530 「あそぶっく」やニセコ倉庫群のイベントに、にこっとバスなどの取り
組みは素晴らしいので、採算が無くても頑張って続けてほしい。※
①
➅　芸術的、文化的なイベントが今後増えるといい。※②

※①：今後も内容の充実に努めます。
※②：今後も内容の充実に努めます。

543 ②　有島用水路の掃除、草刈りが大変になっている。今後維持して
いくためにこのままの方法でできるのか心配である。文化遺産を守
るための支援が必要である。※①

※①：地域の方のご意見を伺いながら、検討する必要が
あると考えております。

1001 ➂町民センターの利用料金は安すぎます。今後考えてほしい。使
用した時の状況（冬の暖房料金など発生しますので）その件につい
て？※①
➃　町民センターや総合体育館に自転車の安全な置き場所（鍵を
取り付けれる装具）があればよいと思います。※②

※①：町民の皆さんが利用しやすい料金を設定していま
す。なお、冷暖房を使用する時期には３割増の料金として
います。（町民生活課）
※②：総合体育館については、適正に設置できるスペー
スの確保を踏まえて、検討したいと考えております。（町
民学習課）
※②：現在は駐輪場の場所を用意しています。自転車の
スタンドについては今後検討していきたいと思います。
（町民生活課）

235 3）ニセコ町にはウエートトレーニングのできるフィットネスクラブが
あったらいいなぁと思います。※①

※①：現在のところ設置の計画はありませんが、今後将
来を見据えたスポーツ施設の整備にあたって検討する事
項であると考えております。

492 ３）	フィットネスクラブも公共プールもなくて残念に思います。※① ※①：235番を参照

576 ニセコ町はとてもいいところですが、フィットネスクラブがない。それ
さえあればいいなぁと思います。※①

※①：235番を参照

130 ⑤　外国人が多い特殊な地域なので、英語を学べるようにする取
り組みを充実させてほしい（せめて接客業など向けにだけでも）※
①

※①：ニセコ高校の振興については、その在り方につい
て検討中です。英語の重要性も考慮しています。

266 有島記念館の外には子供を連れていくが、子供が一緒のため、
ゆっくり見たことがない。ニセコ町の歴史文化についてもっと知りた
い。※①

※①：ニセコの歴史文化にふれる講座や企画展などの工
夫に努めます。小・中・高校生を対象とした「ふるさと・歴
史を探訪」に関する講座を計画しております。

312 スポーツ施設は、存在するだけで満足なものは1つもない。※①ス
ポーツ合宿の受け入れについては、小学校地区大会レベルの
チーム以上は受け入れ可※②

※①：今後、将来を見据えたスポーツ施設の整備を検討
することとしております。
※②：現在、スポーツ合宿の受入れは行っておりません。

338 サッカー場、フットサル場※① ※①：現在のところ具体的な整備計画はありません。

369 鉄道資料館を造ってはどうか？※① ※①：現在、鉄道文化遺産継承のための取組みを進めて
おります。（ＪＲニセコ駅、中央倉庫群付近）

374 税金がとても高いです。住民が少ないので仕方ありませんが・・・。
なのでせめて町民には。アンヌプリ・東山のリフト券（シーズン・50
時間）半額割引お願いしたいです。（3年以上住み続けている方
は・・などでもよいですね！）この地域に住んで良かったと思える特
典があると良いです。※①

※①：スキー事業者に対して、協力への理解を得られる
よう働きかけていきたいと考えております。

441 ①　温水プールの計画がありましたが、できると嬉しいです。※① ※①：温水プールにつきましては、建設費用に加えて、維
持管理費用（光熱水費・人件費等）が多額となることか
ら、実現には大きな課題となっております。

85 運動する設備としては、年中使える温水プールがあればと思いま
す。重力の影響が少なくなるため、足腰の弱い方、高齢の方の運
動、リハビリにも良いのではと考えます。子供たちの体力にも良い
かと思います。ご検討よろしくお願いいたします。※①

※①：441番を参照

13／42



第５次ニセコ町総合計画／アンケート自由記述回答の分類（４）
　※「対応検討の視点（事務局または担当課）」欄の”ID参照”については、同一の分類内のIDをご覧ください。

意見の
分野

ID ご意見 対応検討の視点（事務局または担当課）

43 粗大ごみの料金が高すぎます（例えば）夏蒲団（うすい）1枚が1000
円とは驚きです。環境保全も大切だとは思いますが、住民の日々
の生活資金も考えていただきたいです。※①

※①：粗大ごみの処理費用は町で負担していますが、収
集運搬費用はごみを出した方に負担をお願いしています
のでご協力をお願いします。

44 ①粗大ごみを町で無料で処理してほしい。（町内の業者は費用が
掛かりすぎる）※①
②下水道を作ってほしい※②

※①：粗大ごみの処理費用は町で負担していますが、収
集運搬費用はごみを出した方に負担をお願いしています
のでご協力をお願いします。
※②：市街地区は下水道区域として整備しています。郊
外においては、浄化槽などでの整備区域となっていま
す。

87 （5）について→　CO2削減なら、新転入など、薪ストーブを規制する
条例をつくるとか？SDG’sは矛盾している。※①

※①：ニセコ町は住民一人当たりの経済活動の活性化と
温室効果ガス排出抑制の両立に取り組み持続可能に発
展していくことを目指しています。薪ストーブの規制条例
は検討しておりません。

111 ③　せっかく自然豊かなニセコにいるのにリゾート開発が続くのは
矛盾を感じます。むやみに開発されるのには反対です。※①

※①：町では、都市計画法に基づく準都市計画区域（ニ
セコアンヌプリ山麓）を定め、一定の開発規制を行ってい
ます。また、良好な景観を守るため景観条例（ニセコ町全
域）を制定し、一定規模以上の開発については事前協議
（住民説明会の開催）を義務付けしています。また、水源
地保護条例や地下水保全条例、そして国定公園などの
規制緩和も行っておらず、大変規制の厳しい町といわれ
ているのも事実で、近隣のような都市型の開発の波を起
こさせなかったため、近隣ほどの土地の高騰を招いてい
ない要因でもあります。世界的なブランドのホテルも木立
に隠れるような低層で可能な限り森林を残すような開発
へ誘導しています。※景観条例では、現行法令を準拠し
ている開発を規制することはできません。

120 ⑤　大きな変化は望んでいません。便利さを求めてもいません。再
生可能エネルギーが良いからと言ってメガソーラーや風車が乱立
したら、ニセコは終わりです。※①

※①：地球温暖化の進展による気温上昇は地域の自然
環境に対して大きな変化をもたらします。ニセコ町の環境
が持続可能であるためにも、温室効果ガス削減が必要
で、再生可能エネルギーも必要になります。一方、メガ
ソーラーや浮力発電は必要となる面積が大きく、景観に
対する影響が多きいという課題もあります。周辺住民と合
意のもと、収益の一部が地域に還元されるなど地域に
とって有益な再生可能エネルギーが普及するような仕組
みの構築を推進を目指します。

122 （5）について→再生可能エネルギーは必要ないと思っている。
大企業（［企業名］等）には積極的に土地を安く売ったりしている
が、小規模な事業者やニセコを本当に好きで移住して来る家族は
土地や家を買えずに皆苦労しています。お金のある、力のある人
ばかりが、優遇されているのでは。土地や家の価格を抑えて、より
多くのニセコの魅力を理解する個人や若いファミリーを大切にすべ
きではないか。将来企業や外国資本に乗っ取られ、住民がそれら
の企業を支える構図ほど格差を生み、素敵な将来型の町から遠ざ
かるものはありません。グローバルからローカルへ。緑を失う新し
い大きな建造物はいりません。※①太陽光パネル、風車のような
再生可能エネルギーだとしても。メガソーラーなどは望みません。
より小さく質の高い町造りをしてほしいです。※② 土地の建物の建
ぺい率50％はあり得ないです。緑と自然を大切にしてほしい。※③
原発から30㎞以内にニセコ町はあるということを住民にしっかり知
らせるべき。泊の再稼働に反対する姿勢を町として見せてもらえる
と、より住民は安心すると思う。※④ 利益でなく、人や自然へ価値
を見出し、エコツーリズムの町にしてほしい。※⑤

※①③：準都市計画区域内で建物を建築する際、土地の
面積が最低330㎡（100坪）の土地の確保が条件としまし
たが、計画策定以前に100坪を下回る土地所有者も多く
存在していたことから、建ぺい率を50％にしたものです。
※②：ID120参照
※④：ホームページ等で原子力防災計画などについて掲
載しておりますが、今後も情報共有を行っていきます。現
在、北海道と連携して原子力防災訓練を計画していま
す。町民のみんさまのご協力をお願いします。
※⑤：地域資源をどのように活用し観光客にどのように提
供するのか、またそれらのことをどのようにPRして観光客
誘致に結び付けるのかなど、全体としてのバランスにも
配慮しながら進めていく必要があると考えています。

147 1）	環境運動：ニセコの川は夏の観光資源として（お釣り・水泳等々）
大事なものだと思われます。残念なことに現在のニセコの川はコン
クリートブロックで囲まれている、或いはせき止められている状態
で環境に大きな損となっています。川をもとの自然的な存在に戻し
たら野生生物も観光客も増えるでしょう。そのためにコンクリートブ
ロックはなくすべきです。※①

※①：ニセコ町の河川の一部は、過去に河川の氾濫など
の災害があったことから改修を行っておりますが、そう
いった状況の中でも経年により自然環境が良い意味で侵
食しており、今から元に戻す工事は逆に自然環境への負
荷と災害の危険が増すと思われます。

　※「ID」は、回収された回答に無作為に付した番号です。回答者を特定できるものではありません。
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177 ①「水資源を守る」と掲げているのにかかわらず、森林伐採が進
み、水源が減っていることに疑問。※①

※①：私有地については財産権の問題もありますが、水
道水源の公有地化は水源地周辺で購入できる箇所から
進め、町で保有しています。今後も引続き進めて行きた
いと考えています。

182 ②　建物が多くあちらこちらの木が切られ、人口・建物を多くすれ
ば、水も多く使用される。水は大丈夫なのかと心配になる。※①

※①：ID177参照

211 ④　むやみやたらに開発しないのが良い。※① ※①：ID111参照

211 ⑤　街の自然なども守りつつ、発展してほしい。※① ※①：ID111参照

217 ニセコエリアの国内外からの投資の波はさらに大きくスピードも上
がっている。
水源の汚染、景観の悪化、木の伐採による冬期の地吹雪の増加
による交通事故や交通障害。住民の生活環境が開発によって悪
化していて声を上げても、結局のところ「条例や法律違反している
わけではないから」「費用や手続きに手間がかかるから」と言わ
れ、「ここに限ったことではない、他も我慢している」となる。環境モ
デル都市、子供の里山学習など構想は立派だが、今そこにある大
切な資源を保全することをないがしろにして、新たなプロジェクトに
焦点を当て、時間と資金を費やすのはおかしいと感じている。個人
の意見を吸い上げ、地域の声としてまとめ、町として形にするのが
行政・町議のしごとではないのか？また行政だけでプランするので
はなく、ニセコエリアで不動産売買、開発プロジェクトを手掛ける民
間企業とともに、ニセコの価値を保つ、上げていく協議をすべきだ
と思う。利便性や整備だけでなく、もともとある水や木や地形を利
用したニセコらしい開発は可能だと思う。投資家にプランを提案し
ている民間の不動産関連企業とのタイアップなくして、ニセコをニセ
コとして残していく道はないと思っている。※①

※①：ID111参照

230 （4）環境の保全、林業、町作り等～ニセコ町は「環境モデル地区都
市」ですが実際に環境への配慮をどうしているのか 町民、観光
客、建築業者への具体的な説明がされているのか？「役場の垂れ
幕」だけで理解を深めるのは無理。※①
（ゴミステーションの問題）～ゴミステーションの管理は町民からの
税金と関係しているので、税金を払っていない外国人オーナーや
観光客にゴミステーションを利用されるのは納得できない。町は外
国人所有の家に関しては町が直接管理料を徴収するべきだと思
う。※②
街は「財産権の関連」として逃げ道を作ってニセコの環境、特に山
林伐採や宅地開発について見てみないふりをしている。喪失樹林
面積等を把握していないのも実際には環境に対して重視していな
いという見方ができる。※③

※①：環境モデル都市の取組はニセコ町HP、広報２月号
で広報しております。ご参照ください。また、まちづくり町
民講座も行っておりますのでご参加ください。開発事業者
などへも窓口での様々な相談の中でニセコ町の取り組み
やルールについてご理解いただいております。
※②：ごみステーションの管理は、町内会や地域で行って
います。ごみステーションを使用する場合は、それぞれの
町内会などで使用ルールがありますので、会長や衛生組
合長に相談するよう伝えています。相談がありましたら町
内会で話し合っていただき、地域の方がごみステーション
を利用できるようご協力をお願いします。お困りごとがあ
りましたら、ご相談ください。
※③：ID111.177参照

262 　　次に町のゴミ分別に関して要望があります。町としてごみの分
別が細かすぎることは、町民に対して負担を強いていると思いま
す。例えばペットボトルに関して、おそらくリサイクルを目的として分
別をしていると思うのですが、実際にはリサイクルされるペットボト
ルの割合（実際に回収されるペットボトルのうち、実際に再利用さ
れるペットボトルの割合）は非常に低いはずです。恐らくペットボト
ルの大部分は焼却処分されているはずなので、最初からそんな無
駄なことはせず、燃えるごみとしてごみを分類する方が、よっぽど
環境にとってエコな活動だと思います。結局町民としてはごみを分
類することで、エコに良い活動をしていると勘違いしてしまいます
が、現在の町としてのゴミの分別は誰のためにもなっていないと思
います。この辺の改善をして、住民の負担を軽減して頂くことを希
望します。※①

※①：焼却処分も一つの方法だと思いますが、資源ごみ
についてはほとんどをリサイクルし再商品化されていま
す。しかし、汚れが落ちていないものや分別されていない
ものは、リサイクル事業者から引き取りを断られリサイク
ルできないごみとなってしまいます。住民の皆さまには、
ご負担をおかけしますがごみの分別にご理解ご協力をお
願いします。

266 （4）について→ニセコの環境モデル都市についての取り組みは
知っているが、実際にどのような取り組みをしているか、細かい内
容までは把握していません。
4）環境～（5）再生エネルギー、（6）住宅/環境への配慮を考え、自
宅は道南杉の木造、北海道産の再生杉ファイバーの断熱材、太陽
光発電で電気の自給にも取り組んでいます。※①

※①：環境モデル都市の取組はニセコ町HP、広報２月号
で広報しております。ご参照ください。また、まちづくり町
民講座も行っておりますのでご参加ください。

267 ゴミ分別やリサイクルなど、勉強会等、家庭で主に取り扱う主婦が
参加しやすいように計画してほしいです。※①

※①：町内会や知り合いの集まりなどでごみの勉強会を
開催する場合、ご連絡いただければ職員を派遣しますの
でご相談ください。また、個別に電話でもお答えしていま
すのでお気軽にご連絡ください。
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355 燃やさないゴミの日を毎週にしてほしい。※① ※①：燃やさないごみは、燃やさないごみの袋に入れて
出してもらっています。２週に１度の収集日はこれ以上増
やすことは難しいのでご協力をお願いします。

②　空地（投資で購入されたであろうオーナーが遠隔地におられる
であろう地）に粗大ごみを放置したり、木を切ってしまったり、池に
ごみなどを捨てて埋め立てている方もおられます。役場の環境課
に相談しても何も動いてくださらない状態ですので、これでは環境・
景観は守れないと確信しています。鉄くず・廃材など捨てられてい
る場所、ニセコにもよく見られ悲しくなります。※①

※①：具体的な場所などをお知らせ願えますでしょうか。
（以前、役場にご相談されたとのことであれば、調査しま
す）

400 森を壊して家建てすぎです。外国人の方、規制してほしいです。※
①

※①：ID111.177参照
476 　(4)について→地域から出たゴミがどのように処理されるかを明確

にすることで、地域住民が危機感を持ち、より積極的にゴミの分別
に取り組むのではないでしょうか。分別方をわかりやすく発信する
ことも必要だと思います。※①

※①：令和元年度中にスマホのごみアプリを作成します。
その中で周知していけたらと考えています。

490 子供のいる家庭だとおむつのゴミがあるので燃やすごみが週1回
だと少なすぎる。※①

※①：おむつはＲＤＦ（燃やすごみ）の袋に別袋に入れて
出してもらっています。週１度の収集日はこれ以上増や
すことは難しいのでご協力をお願いします。

514 （６）について→太陽光、風力等のエネルギー供給を増やすことは
できないのか？※①

※①：2020年度にまちづくり会社の設立を目指しており、
その中にエネルギー部門を設立する予定です。そこで、
地域内への再エネ普及やCO2排出係数の低い電力を供
給していくことを考えております。

522 ②　北海道の中でも緑豊かな地域であったはずが、住宅（単なる住
宅地）でなく、富裕層向けの住宅開発の推進により、森が消えて
いっている。※①

※①：ID111.177参照

530 ①　ゴミ袋（生ごみ）の袋がすぐ破れて中身が出るので、もっと丈夫
なものにしてほしい。※①
➃　開発ラッシュなのでせめて景観法は厳しく定めてほしい。※②

※①：生ごみは町の堆肥センターで堆肥化しているので
袋が溶けるように生分解性の袋を使用しています。ご協
力をお願いします。
※②：ID111.177参照

539 今からもニセコ町の水・空気・食べ物などを汚さないよう、またニセ
コ町が安全であることを保証するために環境を守らなくてはいけな
いと思います。※①

※①：ID111.177参照

545 ②土地の買収について、きちんと規則がされているのか不安があ
る。※①

※①：私有地については財産権の問題もありますが、水
道水源の公有地化は水源地周辺で購入できる箇所から
進め、町で保有しています。今後も引続き進めて行きた
いと考えています。

564 ・毎日木がどんどんなくなっていくのがとても残念だと思います。※
①
・歩行者や動物たちにとって、ニセコ町の道が前より安全ではな
い。※②
・自然の保存、また老人たちがニセコ町から離れることがないよう
にするためにニセコ町は何をしているか全く見えません。※③

※①：ID111.177参照
※②：危険な道路の箇所があればお知らせください。
※③：また、ニセコハイツやグループホームの整備のほ
かに、保健師を1名増員し、お年寄りの皆様にも行政とし
てもできるだけ目が届くよう個別に取り組みを行っていき
ます。今後増加する高齢者に移動の機会を提供し、地方
に居住することのハードルを下げるためには、人口密度
を高めていくことが重要になります。ニセコ町では移動距
離の短いまちづくりの検討会を設立して内部的に検討を
開始しました。

572 最近、コンドミニアムや外国人の建物で森林が伐採されすぎてる。
もっと規制を厳しくしたほうが良い。水源の確保が心配。外国人に
よる環境の悪化、ゴミや、冬の運転の問題。これはニセコに限ら
ず、サービスの低下、以前は日本らしい素晴らしいサービスがあっ
たが、住民が、特に中国人を相手にすることに嫌気が感じられる。
もっと観光客に来た人たちに対して、日本へのリスペクトのため、、
日本の習慣やマナーを周知すべき。日本人観光客がなかなかニセ
コに来ないようになってきている気がする。外国人に対する開発に
ついてもっと規制を厳しくしないと、住民が住みにくい。※①

※①：ID111.177参照
冬季の外国人スタッフに対しては、官民連携でスタッフト
レーニングを実施し、冬道の運転講習やニセコや日本に
ついて学んでおり、ほかのエリアには無かった取り組みを
いち早く進めています。

579 自然保護にもっと力を入れてください。過剰で後先考えない大規模
リゾート開拓が色々なところで行われている。観光業の財源確保
のため、訪れる観光客の皆様にも負担をもう少しお願いするべき。
※①

※①：ID111.177参照

24 ③おむつ回収日、週2回にしてほしい※① ※①：おむつはＲＤＦ（燃やすごみ）の袋に別袋に入れて
出してもらっています。週１度の収集日はこれ以上増や
すことは難しいのでご協力をお願いします。
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538 自然が壊れていく都市計画はいらないです。※① ※①：ID111.177参照

85 また、5号線はごみの多さが目立つように思います。掃除ではなく、
捨てる人を減らせる取り組みを行っていただきたいです。※①

※①：5号線を管理している北海道開発局に情報提供し
ます。また、どのような方法があるのか北海道開発局と
一緒に検討します。

498 ➂　水源地周辺の土地を町で保有してほしい。森林の開発で自然
環境の破壊を抑えてほしい。緑が森がどんどんなくなり、ニセコらし
さがどんどんなくなってきている。動植物に対しても悪影響を及ぼ
している。※①

※①：水道水源の公有地化は水源地周辺で購入できる
箇所から進め、町で保有しています。今後も引続き進め
て行きたいと考えています。：ID111.177参照

538 移住して来る人が増え、ところどころ森林伐採されているように見
えます。自分の土地を売る人が増えたから？※①

※①：ID111.177参照

539 商業への配慮より農業の土地は守るべきです。ニセコ町の住民に
とって、ニセコ町の魅力的なところは新鮮な農産物の多さです。こ
れは他の産業より優先すべきです。※① 不動産屋の働きはこのコ
ミュニティーのためじゃない。その人たちは自分のためのお金を稼
いでいるだけです。土地投機は土地の値段を上げ、ここに住みた
い若者が住めなくなってしまう恐れもあります。※②

※①：国営農地緊急対策事業での農地の基盤整備や土
づくりなど多様性のある農業を進めるように今後も農地を
守り、生産者のお手伝いをしていきます。
※②：町では、都市計画法に基づく準都市計画区域（ニ
セコアンヌプリ山麓）を定め、一定の開発規制を行ってい
ます。また、良好な景観を守るため景観条例（ニセコ町全
域）を制定し、一定規模以上の開発については事前協議
（住民説明会の開催）を義務付けしています。また、水源
地保護条例や地下水保全条例、そして国定公園などの
規制緩和も行っておらず、大変規制の厳しい町といわれ
ているのも事実で、近隣のような都市型の開発の波を起
こさせなかったため、近隣ほどの土地の高騰を招いてい
ない要因でもあります。世界的なブランドのホテルも木立
に隠れるような低層で可能な限り森林を残すような開発
へ誘導しています。
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第５次ニセコ町総合計画／アンケート自由記述回答の分類（５）
　※「対応検討の視点（事務局または担当課）」欄の”ID参照”については、同一の分類内のIDをご覧ください。

意見の
分野

ID ご意見 対応検討の視点（事務局または担当課）

24 ⑤	飲み水がすごくおいしくない。水を汲んで少しおくと絵具みたいな
味になる。ぬるい水で薬を飲んでいるので、耐えられない。※①

※①：町水道の大部分は湧水及び地下水のため、塩素
による滅菌のみで皆様に供給しています。なお、水道水
において、まれに宅内配管の老朽化などにより水が変化
する場合もあります。

65 ②水道代の値上がり。低所得者には補助を検討してほしい。値上
げ率が高すぎる。※①

※①：水道施設等を維持していく上では施設の更新が必
要となってきますが、現在の料金では更新費用が賄えな
いため値上げとなってしまいました。また、現在は水道料
金に対する補助等の検討は考えておりません、ご理解の
ほどお願いします。

217 PS→今朝建設現場のミスで数時間断水しました。ニセコ町の迅速
な対応には感謝しますが、実際開発を急ぐことで住民の生活が壊
されています。※①

※①：断水については、大変ご心配とご迷惑をおかけしま
した。今後このようなことが無いように指導を徹底してい
きます。

522 ⑤私のエリアは上水道がないため井戸水を利用していますが、八
海山酒造がウイスキー工場を作ると知りましたが、地下水脈に影
響がないか心配です。万が一汚染でもなった場合、公害問題にな
る恐れがあります。井戸水を利用しているエリアにも説明が欲し
かったです。※①

※①：井戸を採掘する際には、ニセコ町地下水保全条例
に基づく手続きが必要になります。ポンプの吐出口が８平
方センチメートルを超える井戸は、許可申請と周辺住民
に対する説明会、水資源保全審議会での審議が必要に
なります。
八海山醸造様の案件は、吐出口の大きさが８平方センチ
メートル未満であり、届出のみで着工可能です。

235 5）家庭の水道の水質が知りたいです。※① ※①：ホームページに各地区の水質検査結果を公表して
います。上下水道課窓口でもご照会できます。

522 地域によってインフラ整備の格差が大きい。生活に絶対必要な水
道すら整備されていない。※①

※①：水道未普及地域の検討は行っていきたい。

530 ⓹　浄化槽の補助金申請が年に1回しかないので、なかなか汲み
取りから浄化槽にできない。※①

※①：浄化槽の補助申請は年一回ですが、途中で浄化
槽を設置したい場合などは担当にご相談ください。

120 市街地の水圧（上水道）が問題視されている中で、新しい住宅街や
高齢者用の共同住宅の新設などが噂されていますが、既存のイン
フラ整備などはないがしろにされていないんでしょうか？※①

※①：既存の水道インフラ整備は今後水道施設の更新を
順次整備していく予定。

326 今後の水道整備はどうするのかはっきりして欲しい。※① ※①：既存の水道インフラ整備は今後水道施設の更新を
順次整備していく予定。

　※「ID」は、回収された回答に無作為に付した番号です。回答者を特定できるものではありません。

５：
水道・
下水
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第５次ニセコ町総合計画／アンケート自由記述回答の分類（６）
　※「対応検討の視点（事務局または担当課）」欄の”ID参照”については、同一の分類内のIDをご覧ください。

意見の
分野

ID ご意見 対応検討の視点（事務局または担当課）

34 財政的な問題はわかるが街並みが揃ってない※① ※①：意見内容不明

64 ②気になっていることですが、富士見団地（ニセコ小近くの町営住
宅）には単身世帯が（2人暮らし）数名いらっしゃるのに、3LDKとい
う間取りで暮らしていると聞きました。住んでいる方と間取りのミス
マッチがみられるのに、そのままにしているのはいかがなもので
しょうか？ニセコ町は移住者も多く、子供も増えている状況なの
に、町営住宅にも入れず、民間の高額賃貸住宅に住むことを余儀
なくされている方もいらっしゃいます。1人暮らしや母子家庭の方に
は、その暮らしにあった間取りの住宅に移ってもらったほうがいい
と思います。※①

※①：人口増加に対応するため、現在、新団地の整備計
画を策定しています。単身高齢者が居住できる専用住宅
を整備し、現在、３LDKなどにお住いの単身高齢者に転
居していただく予定です。

77 古い町営住宅の新築を考えてほしい！！改装だけではなく！！※
①

※①：老朽ストックの有効活用の視点から、公営住宅の
改善にかかる計画を策定し、平成１６年から全面改善や
複合改善を進めています。また、人口増加に対応するた
め、現在、新団地の整備計画を策定し、新しい住宅を建
設する予定です。

87 （6）について→　町営住宅使用料の間違えた金額の問題は、町民
にきちんと説明して、税金を無駄に使うことなく解決しましょう。※①

※①：町民説明会の開催、広報ニセコ、ホームページな
どにおいて、原因や今後の対策など情報提供に努めてい
ますのでご理解願います。

120 ➅家を建てたくても土地を売ってくれる人がいません。（話が逸れ
ました）住民、町民、将来のある向10年間もこの町で生活していく
人々を優先にした町作りを期待しています。※①

※①：土地情報については、役場において情報提供でき
ませんが、不動産事業者への問い合わせが有効と思い
ます。

137 住宅不足。古い家なのに家賃が高い。移住したいのにしづらかっ
た。広報が配達されないので何の情報もない。町は好きです。※①

※①：公営住宅の整備及び民間集合住宅の誘致など、
住宅の確保対策を進めています。

161 町営アパートに高収入世帯が住み続けることは不満です。単身用
町営アパートの家賃が、もう少しおお手頃であれば。※① 自然が
残っていて、アウトドアスポーツが色々楽しめ、お年寄りも元気な
方が多いニセコは大好きです。都市（札幌）、新千歳空港にもそれ
ほど遠くなく便利で、カナダのウィスラーにも似ていて、まだまだ伸
びる街だと思いますが、ウィスラーのように地元住民が住みにくくな
るような町には成長してほしくないので、行政には外を見て、もっと
勉強をお願いしたいと思います。頑張りましょう、みんなで。

※①：本通りA団地、のぞみ団地の単身用住宅は、国の
補助金を活用して整備し、国が定めた基準により家賃を
算定しています。また、高収入世帯については、割増家
賃をいただいていますが、民間集合住宅の整備状況を踏
まえつつ、住み替えについて入居者と相談していきます。

②ニセコ町内の開発事業を知りたい。どんな会社が何を建ててい
るのか。今後２～3年で予定されているものを含めて。
③町内の家賃が高すぎる。※①
④空き家情報がほとんど入ってこない。※②
⑤移住者増加に反比例してアパート(世帯用）が少ない。※③
➅土地を買って家建てたくても、水道整備に不安があったりする。
（自分で引き込まないといけないとか）上下水道整備を進めてほし
い。※④

※①：本町の民間アパートは近年新築されたもので、建
設費の増加に伴い家賃が高騰していると思われます。
※②：現在町内の住宅は不足している状況です。公営住
宅の整備及び民間集合住宅の誘致など、住宅の確保対
策を進めています。
※③：上記同様
※④：ニセコ町では水道本管までが町所有となり、本管
からの引込においては個人所有管となり、給水管引込者
の負担となります。下水道においては市街地区は下水道
区域として整備しています。郊外においては、浄化槽など
での整備区域となっています。

177 ③アパート等家賃が高すぎる。※① ※①：本町の民間アパートは近年新築されたもので、建
設費の増加に伴い家賃が高騰していると思われます。

182 ③住民もバリアフリーだけでなく、高齢者・若者がともに入居できる
ように、エレベーター等の必要があるのでは？※①

※①：今後整備する公営住宅について、エレベータの必
要性について検討します。

199 ①賃貸住宅の家賃が良心的ではないと思います。ニセコ町で1人
暮らしをしたい人ができません。給料が高くない会社で働いている
人は1か月6～7万も支払うと生活が厳しくなります。新築のため高
くなっているのかもしれませんが、もう少し住みやすい街になったら
嬉しいです。このままでは札幌に人が流れてしまうと思います。改
善されると嬉しいです。よろしくお願いします。※①

※①：本町の民間アパートは近年新築されたもので、建
設費の増加に伴い家賃が高騰していると思われます。

　※「ID」は、回収された回答に無作為に付した番号です。回答者を特定できるものではありません。

６：
住宅・
宅地
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334 環境について～
ある住宅地と農地が共存してきた所に突如農地が商業娯楽施設
に変わろうとして住民が困惑しています。ここに移住してきた人は
周りが自然豊かで農地に囲まれ静かに暮らせる場として選び住み
ました。しかし突然ある業者が住民たちが利用していた道路を最
初は利用しないといいながら実は住民たちの知らないところで利用
するため購入しようと働らきかけたり住民への説明も自分たちの都
合のいいように二転三転し説明会で一部虚偽の説明をされまし
た。ただ説明会では住民が反論できるような流れになく、正確な情
報が説明会参加者に伝わらなくそのまま円満解決したかのように
農業委員会にも伝わったようでした。
規模の大小に関係なく商業娯楽施設は地域景観条例の立場から
農地が突然変わり、住宅地に隣接するのはどうかと思います。
例えば役場の隣に突然出来たらどうされますか。
役場の周りの住民はどうされますか。
商業娯楽施設の開発開設は決して反対しているものではありませ
んが町として許可されるとき、周りの住民や農家さんが本当に賛成
され了解しているのか配慮して頂けることを希望します。
現にこれから移住をと考えていた方の中には土地を手放し別の地
域に変える方もおり現在住まわれている方でこの先引っ越しを検
討されている方もいるようです。
以上個人的な意見としてお知らせいたします。※①

※①：町では、都市計画法に基づく準都市計画区域（ニ
セコアンヌプリ山麓）を定め、一定の開発規制を行ってい
ます。また、良好な景観を守るため景観条例（ニセコ町全
域）を制定し、一定規模以上の開発については事前協議
（住民説明会の開催）を義務付けしています。また、水源
地保護条例や地下水保全条例、そして国定公園などの
規制緩和も行っておらず、大変規制の厳しい町といわれ
ているのも事実で、近隣のような都市型の開発の波を起
こさせなかったため、近隣ほどの土地の高騰を招いてい
ない要因でもあります。世界的なブランドのホテルも木立
に隠れるような低層で可能な限り森林を残すような開発
へ誘導しています。※景観条例では、現行法令を準拠し
ている開発を規制することはできません。

435 （6）の3について→町営住宅に入りたい独居の高齢者がいても、複
数世帯優先など条件が合わず、入居できない事例もあるので、転
入者ばかりに目を向けるのではなく、ニセコに住み続けている高齢
者に配慮した住宅供給を。※①

※①：高齢者が安心して住み続けられるよう、高齢者住
宅の整備を進めます。なお、令和元年度において新しい
住宅整備にかかる基本計画を策定しているところです。

446 ➂　ニセコも新しいアパート等が増えたり、中古住宅がリノベーショ
ンされたりですが・・・教員住宅があまりにも古く見えています。（実
際の事はわかりませんが）先生方にも快適な住環境が必要な気が
してなりません。※①

※①教員住宅においても、一部新築や内装のリフォーム
などを行い、）先生方にも快適な住環境を提供できるよう
順次進めております。

492 １）	私の会社の社員専用寮は家族と一緒に住むことができないが、
ニセコには安い家がなくてとても困っています。※①

※①：本町の民間アパートは近年新築されたもので、建
設費の増加に伴い家賃が高騰していると思われます。

558 民間賃貸の家賃が高い。※① ※①：本町の民間アパートは近年新築されたもので、建
設費の増加に伴い家賃が高騰していると思われます。

551 ①　ニセコ町内では、食品や日用品は価格が高いうえ、品揃えが
悪い。アパートを借りるにも、6.7万が当たり前。矛盾していると思
う。※①

※①：本町の民間アパートは近年新築されたもので、建
設費の増加に伴い家賃が高騰していると思われます。

204 （6）について→建設されても料金が高く入れない。※① ※①：本町の民間アパートは近年新築されたもので、建
設費の増加に伴い家賃が高騰していると思われます。

20／42



第５次ニセコ町総合計画／アンケート自由記述回答の分類（７）
　※「対応検討の視点（事務局または担当課）」欄の”ID参照”については、同一の分類内のIDをご覧ください。

意見の
分野

ID ご意見 対応検討の視点（事務局または担当課）

10 7-4、「にこっとバス」で千歳空港行きのバス停まで行きたかった
際、「バス時刻の20～30分前でもよいので、到着できればお願いし
ます」と申し上げましたが、「確約できない、タクシーを利用して」の
一点張りでした。高齢者ではなく、ふだんにこっとバスを利用してい
ませんが、家族に送迎してもらえない「この１回」を拒否されたこと
は、利用に関して不公平感をぬぐえませんでした。※①

※①：ご利用できなかったことに対し、大変申し訳ござい
ません。より多くの方がご利用できるよう、乗合の運行に
ご協力いただくため、出発時間や到着時間に余裕を持っ
たご予約をお勧めしております。しかし、今回は20～30分
の余裕があったようですが、おそらくそれまでの間のほか
の予約状況から、お約束のバス時間の到着を確約できな
かったと思われます。今後とも何とぞよろしくお願いしま
す。

49 ③	交通（公共交通）の部分に関しても、特にバスや鉄道については
不便を強いられる。リゾート地ならもう少し充実性。※①

※①：町内にはニセコバス・中央バス・道南バスの路線バ
スがあります。そして、利用者事前登録不要で、決まった
停留所ではないドアtoドアのデマンド交通「にこっとバス」
があります。冬期間はにこっとバスの混雑緩和のために
市街地からスキー場エリアの周遊バス（6便）の運行を行
い、交通の充実に努めているところですが、バス利用者
の減少による不採算の拡大のみならず、運転手など深刻
な人手不足の問題を抱えており、既存の路線の維持も困
難を極めております。観光需要には季節感の差も大きく、
通年の雇用が困難なため、人手不足に拍車をかけてい
る現状にあります。このような中で今後とも、最適な公共
交通の確保維持に向けて、既存の路線バスの上手な使
い方の啓発や、様々な検討・対策を行っていきますので、
ご理解のほどよろしくお願いいたします。

59 JRバスの充実を!※① ※①：ID49参照

68 自家用車以外の移動手段の確保※① ※①：ID49参照

74 町内における公共の交通機関があまり上手に使われていない。タ
クシーに頼るしかないが、タクシーも台数が足りておらず、これから
宿泊施設が増えるにも関わらず不安が大きい。ウーバーなど独特
のサービスを町で関連会社とする必要があるのではないか。※①
バスなどの台数が少ないため、道路を歩いている方をよく見かけ
る。不幸な事故を増やさないためにも、遊歩道の整備を行ってほし
い。※② またレンタカーを借りて運転する外国人も増えている。看
板など日本語表記のみではなく、英語表記を増やす必要があると
思う。観光で来た外国人には、日本語表記のみでは理解できず、
ずれが生じている。※③

※①：：ID49参照
※②：道々66号の歩道整備については、北海道に対して
も要望を続けており、アンヌプリエリアから一部ずつでは
ありますが、実現しつつあります。今後も要望を続けてま
いります。
※③：看板などの英語併記は順次進めてまいります。

87 （7）について→　デマンドは×、使いずらい。※① ※①：デマンドバスは、タクシーとは異なり、より多くの方
がご利用できるよう、乗合の運行にご協力いただくため、
出発時間や到着時間に余裕を持ったご予約をお勧めし
ております。突発的な対応やピンポイントのお時間の対
応の場合はタクシーのご利用をお願いしております。

91 デマンドバス（にこっとバス）をもっと町民が利用できるようにしてほ
しい。今のままでは、使用時間帯が多くある。これでは車をやめた
くてもやめられない。※①

※①：ID49・87に同じ

111 ①　ニセコ町に居住している限り、機関の充実、交通機関の便利さ
は、もっともっと対応してほしいと思います。※①

※①：ID49・87に同じ

131   にこっとバスの予約がほぼできない。突発的な時に対応できる柔
軟さが必要。※①

※①：ID49・87に同じ

120 ④結局マイカー無しでは生活していけない。子供たちは危なくて自
転車で遊びに行けない。※①

※①：：ID49・87に同じ。運転する側は、交通安全の義務
あ有りますが、交通量が多く歩道のない道々などは、歩
道整備の要望などを続けております。

130 ➅　バスの時刻表がわかりづらい。いくつかあるバス会社をまとめ
た一覧があるとよい。外から来た人（私や観光客）には、ちょっと親
切さに欠ける。※①

※①：一覧の作成にむけ、検討します。

　※「ID」は、回収された回答に無作為に付した番号です。回答者を特定できるものではありません。

７：
交通に
ついて
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132 冬には観光客が多いので、空港行きのバスがあってとても便利だ
が、夏（7月～9月？10月？）以外になると路線がなくなり、すごく不
便になります。少しでもいいので路線があったらいいのに・・・と思
います。大きいバスだといっぱいにならないこともあると思うので、
マイクロバスなどがあったらうれしいです。※①

※①：ID49参照

204 デマンドバスの待ち時間、利用できない時が多い。※① ※①：ID87参照

228 小学校前、一番子供たちが渡るところに押しボタン信号はつけれ
ないのでしょうか？外国の方や、高齢者が増えて、横断歩道の横
で小学生が待ってても止まらずに行く車が多すぎです。子供たちも
こちらが止まっていても警戒してなかなかわたりませんし、逆にこち
ら側は止まっても、対向車は止まらなかったのでヒヤッとしたことが
何度かありました。大体は渡っている子が下を向いて、私側を安心
して歩き、対向車側の近くで気づいてとか、こちらがクラクションを
鳴らして気づくとかで回避していますが。これだけ他の国の方や高
齢者が増えた中で性善説に立っているのはどうなのでしょうか？大
きな事故がある前に、あといろいろと都合もあるのかもしれません
が・・・。子供たちが一番渡りやすい所（寺の横かな？）に信号をつ
けてほしいです。学校のイベントの時も、町民センターに車を停め
て、学校に行きますが皆さん横断歩道まで歩いていませんし。事
故がある前に対応してください。※①

※①：学校、教育委員会、警察等の関係機関と連携し、
設置に向けて協議していきたいと思います。

農道であっても車のスピード規制をするべきだと思う。道外、町外
からくる観光客、建築業者等の車のマナーが悪い。特に農道は時
折レース場のようにスピードを出してカーブを楽しむ車が多くなって
きて非常に危ない。今年5月に観光客と散歩している方との接触事
故が曽我地区の道路であったことを無視しないでほしい。これから
も自転車や散歩を楽しんでいる方との事故は増えると思う。子供た
ちだけで散歩はできなくなってきている。ニセコ独自でも特に農道
等の交通規制やスピード規制をしっかり実行してほしい。建設会社
の運転も、注意を促してほしい。）※①

※①：警察と協議していきます。建設会社へも注意喚起し
たいと思います。

267 デマンドバスを増やしてほしいです。※①
アンケートの（7）の8～JR、バスともに本数を増やしてほしいです。
特に倶知安の病院、千歳（空港）に行く機会が多いですが、継続
（各々との）が悪く、時間を有効に使えません。※②

※①：3台目の確保も検討しておりましたが、運転手やオ
ペレータの人材不足・採用難により、現在の本数を何とか
維持している状況です。ID49・87に同じ
※②：ID49・87に同じ

311 ①種々は、行事のある時の交通便宜をしてほしい。
② バスのように時間を決めた、にこっとバスを走らせてほしい。
（各々地域に電話で頼んでも、使用できない時があるので）※①

※①：ID49・87参照
②に関しては、H24年まで「ふれあいシャトルバス」という
路線バスが運行しておりましたが、一層効率的な運行と、
停留所まで歩かなくてもいい、自宅前まで行くことが可能
なドアtoドアの「にこっとバス」へ変更した経緯がありま
す。

315 デマンドバスの利便性は、not enough（十分ではない）※① ※①：ID49・87参照

336 最近少し気になるのは、夫の両親と同居しているので、今はまだ大
丈夫ですが、自家用車を運転することができなくなった時のことが
気になります。自家用車がないととても不便になります。※①

※①：ID49・87参照

374 にこっとバスの予約が取りずらく、結局当てにできないので、それ
だったらじゃがりんごう（倶知安）のような巡回バスにしてくれたほう
が利用しやすいです。※①

※①：ID49・87・311参照

498 ①　にこっとバスの乗車運賃が安すぎる。将来の財政負担になり
（若者の負担）心配だ。※①

※①：にこっとバスをはじめ、他地域でもほかの路線バス
の多くが、運賃だけでは採算が取れていない実情にあり
ます。しかし、公共的な役割として、それでも住民のかけ
がえのない足を維持しする必要があり、運賃の値上げは
さらなる交通弱者の負担が大きくなり、現時点ではまだ据
え置きの判断をしております。

522 ➃　バスの公共サービスの充実を希望します。※① ※①：ID49・87参照

545 不便といえばポストが遠くなって、バスもほとんどなくこのアンケー
ト取りに来てください。もう少し何とかしてください。選挙バスもあっ
たらいいですね。車運転できないので。「心にゆとりを持つべし」一
言多いといわれますが(^^)※①

※①：ID49・87参照
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565 スキー場周辺で働いています。冬の期間、タクシーが来なくて本当
に皆困っています。倶知安の業者さんも含め早急に対応してほし
いです。リゾートなのに交通インフラが整っていないと苦情を受ける
ことも多く、毎年悩まされています。もっとバスの本数を増やしたり
（特に早朝、夕方）タクシー参入の規制緩和など対策をお願いしま
す。※①

※①：ID49・87参照

580 JRは本数が少ない。冬外国人が大きいスーツケースやスノーボー
ド等持っていて場所をとるのに、1両で運行は列車内が狭くなる。2
両以上で運行するべき。リゾート協会スタッフは列車到着時ホーム
で待機するべき。外国人客が運転士にいろいろ質問するため、運
転士の業務の妨げになっている。運行にも遅れが出る。※①

※①：ID49・87参照

1001 ①デマンドバスの利用料金が安すぎると思います。（人件費、ガソ
リン代、バスの購入金？など）このままでは赤字ではないか。※①

※①：ID498参照

446 ①　夕方体育館、町民センターに行く子供たち、学童からの子供か
と思いますが、冬場暗くなってからの横断で危ない場面を何度か
見ました。手押し信号等付けられないのでしょうか。※①

※①：道道停車場線における横断歩道箇所については、
公安委員会（警察）へ信号機の設置を要望しています。

514 （７）の1について→子供たちのため、歩道を増やしてほしい。※① ※①：道道の歩道整備を北海道に要望しています。
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第５次ニセコ町総合計画／アンケート自由記述回答の分類（８）
　※「対応検討の視点（事務局または担当課）」欄の”ID参照”については、同一の分類内のIDをご覧ください。

意見の
分野

ID ご意見 対応検討の視点（事務局または担当課）

65 ③	12月の除雪をもっとしっかりやってほしい。毎年の予算が決まっ
ているのか、ひどい。※①

※①：降雪状況を踏まえ、安全に通行できるよう努めてい
ます。

65 ④インターナショナルスクールに駐車場がないため、車のマナーが
悪い。道に何台も停める、真ん中に停めて話すなど。町民センター
に停めて歩いてくるのも手ではないか。道をふさいで車で通れない
時が多々ある。※①

※①：道路の通行に支障が出ないよう、インターナショナ
ルへ伝えます。（連絡済み）

85 冬になると5号線以外は危険な道が増えます。吹きだまるところ、
地吹雪の起こりやすいところなどを把握して、広めに除雪していた
だけると助かります。※①

※①：降雪状況を踏まえ、安全に通行できるよう努めま
す。なお、町道では夜間の除雪は実施していませんの
で、大雪時などについては注意願います。

109 市街地にかかわらず歩道の雑草の整備を徹底して、町の清潔感
を出してみてはいかがでしょうか？※①

※①：市街地にかかる町道の歩道については、町の予算
で雑草の撤去を行っています。北海道が管理する道道の
除草について、毎年要望しているが実施されていませ
ん。引き続き要望していきます。

130 単身で春からこの街に来たため身近ではない問いがいくつかあ
り、5が多くなりました。数か月この町に住んでみての感想（しばらく
車のない生活でした）
①　歩道、安心して歩ける、気持ちの良い遊歩道が少ない。※①
②　雑草（イタドリ、フキなど）で見通しが悪い。※②

※①：安心して歩けるよう、市街地の歩道を整備していき
ます。
※②：安全に通行できるよう、雑草の撤去に努めます。

235 1）	道道３４３号線と曽我の電線は地下に置いた方がいいと思いま
す。※①

※①：景観の観点から、無電柱化は有益なものであると
認識していますが、工事費用が多額となることから、困難
と思われます。

267 ①　横断歩道の白線の補修を早々にしてほしいと思います。（前田
商店のところの十字路で、3回ほど危険な目にあいました（車が侵
入）※①

※①：横断歩道については、公安委員会（警察）で補修し
ています。状況を確認し要望していきます（公安にて補修
済み）

321 ②　前田商店前の交差点の見通しがあまりよくなくて、（前田商店
を右手側、上ぼりざかに向かって走行中からの）右折の際、ドキッ
とすることが多々あります。（図参照）※①

※①：当該交差点は、これまで数回にわたって改善され
ているところです。

353 道路について（ミルク工房、ヒラフ方面、町方面、曽我方面に分か
れる交差点において）ヒラフ方面側の停止線の白線が、中央に近
すぎて、バスがヒラフ方面へ曲がるところに白線で待っている車が
バスにぶつかりそうになります。とても危なく感じます。（図参照）※
①

※①：当該交差点の一時停止については、公安委員会
（警察）において設置したものです。当時、大型バスの通
行など勘案した結果、現在の位置となっています。

434 ①　ニセコ駅前の交差点で危ない場面を見ることが多々あります。
（一時停止無視や止まったけど見てない等）難しいと思いますがも
う少し安全な交差点になると嬉しいです。※①
②　旧でんぷん倉庫のあたりで時々イベントが開催されています
が、人々が周りを見ず道路まで出て盛り上がっているときは大変
危なく感じます。人にもドライバーにも良い事はないので、あくま
で、道路・会場と境界をはっきりさせるよう、各主催者等に伝わると
ありがたいです。※②

※①：一時停止の標識を大型に変更するよう公安委員会
（警察）に要望しています。
※②：主催者や関係機関へ、イベント来場者等に十分気
を付けるよう伝えます。

440 それと私の住んでいる、有島のハイツ地区ですが、除雪の補助が
少なく1世帯当たり年間50000円ほどの共有道の除雪代を負担して
おります。住民税を他の地区の方々と同じように支払っているのに
不満を感じます。※①

※①：町道に認定されていない私道（宅地分譲地内の道
路など）については、一定の基準を設け補助金で対応し
ています。H30は２４団体に総額３９０万円を交付していま
す。

490 学校や幼児センターがあるのに 道路に信号がなさすぎる。特にち
びっこ広場に行く道路には必要だと思います。場所によっては車が
近くまで来ないと見えなくて渡るときに怖いです。※①

※①：町民センター前の道路については、公安委員会
（警察）に信号機の設置を要望しています。

　※「ID」は、回収された回答に無作為に付した番号です。回答者を特定できるものではありません。

８：
道路・
除雪
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515 ①　道道66号から国道5号へ抜ける近藤地区の歩道整備を早急に
進めてほしい。住宅が次々と立ち、住民特に子供が増えているが、
歩道が一部しかつけられておらず、歩行者は非常に危険な状態で
の歩行を余儀なくされている。乗用・大型問わずスピードを出し、無
理な追い越しをかける様子も頻繁にみられる。せめてスクールバ
スのバス停がある区間だけでも数年中に歩道整備を完了すべきで
ある。※①

※①：歩道の整備は、国の補助金と起債を財源に平成２
４年度に着手し、８年が経過しています。早く完成させる
ため、国へ補助金の増額要望を行います。

528 ②　倶知安には融雪溝？があったり、家を建てる時に雪捨て場とし
ての土地を含めて建てたら補助金？が出ると聞きました。
道路に積もった雪を除雪車が除雪して家の前に置いて行って、そ
の道路の雪を除雪してもらうためにお金を払う。家の前の雪だけな
らじぶんたちで除雪できるのに、道路の雪の除雪のためにお金を
払う。自分も道路は使っているけど、町民・町外の人も道路を使っ
ていますよね。倶知安でも雪に対する対策があるのだからニセコ
は除雪代を負担するとか高齢者に限らず、全世帯負担など考えて
実地してほしい。エネルギー開発？に使う予算あるなら今実際に
困っていること、町民の現状に耳を傾けて、ニセコでもっと過ごしや
すく暮らせるようにお金を使ってほしい。観光地としてのニセコ。こ
の地形雪に恩恵を受けてるけど、地元民は雪で苦しんでる人もい
ますよ。ここで意見をいっても何も変わりませんよね。新庁舎建設
に向けて、役場職員の方々、節約するとか、無駄なことにお金を使
わないなど、意識改革してみては。税金でお給料をもらっているん
だから、恥じない働き方をしてください。※①

※①：町道除雪時における置き雪の処理については、こ
れまで町民皆さんの協力を得て実施しています。高齢者
世帯に対する除雪支援は行っていますが、全世帯への
支援は困難と考えています。今後も引き続きご協力をお
願いします。

530 ②　道路がぼこぼこなので直してほしいのと、自転車が安全に走
れるレーンを増やす。又はコースを提示してほしい。※①

※①：町道に認定されている道路は、早急に対応します
ので連絡願います。また、宅地分譲における道路につい
ては、管理会社等へ連絡してください。自転車レーンの整
備などは、現在のところ計画はありません。

580 （7）について→ライフプラン近くの横断歩道にも信号をつけてほし
い。坂になっているので車が来ても近くにならないとわからない。※
①

※①：道道停車場線における横断歩道箇所については、
公安委員会（警察）へ信号機の設置を要望しています。
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第５次ニセコ町総合計画／アンケート自由記述回答の分類（９）
　※「対応検討の視点（事務局または担当課）」欄の”ID参照”については、同一の分類内のIDをご覧ください。

意見の
分野

ID ご意見 対応検討の視点（事務局または担当課）

10 ④8-8、暮らしていて安全面に不安を感じることはありません。これ
はとても素晴らしい面　と考えます。このようなポイントのアンケート
項目もあればよいと思います。いつもありがとうございます。※①

※①：ありがとうございます。とてもうれしいです。

28 ニセコビュープラザ道の駅について、何か事件(災害火災を含む)
が発生した際、責任の所在が明確になっているか疑わしい。道の
駅（ステーション）というからには駅長の存在が必要ではないでしょ
うか。※①

※①：道の駅ニセコビュープラザの駅長は、ニセコ町長が
駅長となっています。道の駅ニセコビュープラザの建物は
町の施設なので、災害対応は町の責任において実施い
たします。また、道の駅ニセコビュープラザの駐車場に
は、国土交通省北海道開発局が設置した防災倉庫があ
り、災害対応時で使用する備品類を保管しています。災
害時は、北海道開発局とも連携を図って対応いたしま
す。

87 （8）について→　防災の意識等、行政と町民×。※① ※①：これまでニセコ町は災害が少なかったため、行政
職員や町民の方々は、防災に対する重要性は理解して
いるものの、その基礎知識が不十分であったり、災害時
対応の方法を熟知していない状況にあります。近年、災
害は、頻発化、激甚化しており、全国で被害が拡大してい
ます。　このため町では、行政職員や町民の防災に関す
る基礎知識の習得や災害への対応方法など地域防災力
の強化を図るため、行政と町民が連携する防災訓練の
実施や防災セミナーなどの取り組みを行っていきます。

111 ④原発はあくまでも必要がない状況でいてほしい。※① ※①：原子力発電所の必要性については、一担当として
お話をするここができませんが、防災を所管する課として
は原子力発電所が不稼働状態であっても、核燃料が発
電所内に保管されていることから、原子力の事故が起こ
らないよう原子力防災業務を行います。

120 ⑧　原発からの距離を全く理解していないのではないか？もう少し
この町ニセコは原発の近くにあるという意識を住民に持たせるため
に何かしてほしい。※①

※①：ご意見ありがとうございます。現在、北海道と連携
して原子力防災訓練を計画しています。町民のみんさま
のご協力をお願いします。

130 ④ニセコ駐在所のおまわりさんが不在だった。何かあったときに心
配。※①

※①：駐在所は職員が少なく不在になる時があります。
駐在所には倶知安警察署に直接つながる電話が設置さ
れていますので、不在時にはその電話を使用願います。

160 高齢者や外国人のため。ニセコ町は外国人のための災害避難マ
ニュアルはあるのでしょうか？（冬、パートに行き感じたことです）※
①

※①：外国人のための避難マニュアルはありませんが、
災害時に北海道運輸局から公共交通機関の運行状況な
どの情報提供を受け、外国人の方が閲覧できるようニセ
コ町公式HPに掲載します。

182 ④　外国人移住者が増えるのは好ましいが、違法薬物etcの犯罪
が増えているので、その影響が若者に広まらない施策が必要とお
もう。※①

※①：違法薬物の乱用防止など、防犯協会で注意喚起し
ていきます。

211 町がキレイで良い。住みやすいし安全だと感じる。※① ※①：：ありがとうございます。

349 防災ラジオは電波が悪くて入らないし、情報はTVと口コミしか頼る
ものがないのが現状の姿です。※①

※①：来年度、電波の状態が悪く、防災ラジオが聞くこと
ができない地域にもまんべんなく放送が聞こえるよう、新
たに中継局を整備するにあたり、適切な場所を調査する
予定です。

419 去年のブラックアウトの時～
・ニセコラジオの断水は今のところないという情報は有効でした（ニ
セコ歯科の臨時休業など）
・必要な情報はスマホから得られましたが、もう少し公開できる情
報があったのではないかと思いました。（その時は家で話していた
のですが内容を忘れてしまいました）※①
非常時は家庭も心配ですのに役場で仕事をされていた方々、あり
がとうございました。

※①：ご意見ありがとうございました。この教訓を生かし、
今後につなげていきます。

　※「ID」は、回収された回答に無作為に付した番号です。回答者を特定できるものではありません。

９：
防災・
防犯
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第５次ニセコ町総合計画／アンケート自由記述回答の分類（１０）
　※「対応検討の視点（事務局または担当課）」欄の”ID参照”については、同一の分類内のIDをご覧ください。

意見の
分野

ID ご意見 対応検討の視点（事務局または担当課）

13 婦人科検診が２年に１回しか受けられないことに、すごく不満を
持っています。蘭越は毎年受けられます。※①

※①：国の指針に基づき２年に１回の実施となっていま
す。また、自覚症状がある場合は病院受診をお勧めしま
す。

199 ②　また、ニセコ町内や総合体育館にジムがあったも良いのかなと
思います。ホテルにもありますが、会費が少し高いように思いま
す。地元の人のために開放（有料）したら、毎日でも通いたいくらい
です。※①

※①：将来の体育施設の整備にあたっての検討事項で
す。

204 健康器具の揃った体育館があると良い。※① ※①：ID199参照

443 庁舎建てる前にプールを建てろ！！※① ※①：当面、現施設の衛生管理他維持・保全に努めま
す。温水プールの建設については、建設費用に加えて、
維持管理費用が大きいことから、慎重な検討を要します。

　※「ID」は、回収された回答に無作為に付した番号です。回答者を特定できるものではありません。

１０：
健康・
医療
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第５次ニセコ町総合計画／アンケート自由記述回答の分類（１１）

　※「対応検討の視点（事務局または担当課）」欄の”ID参照”については、同一の分類内のIDをご覧ください。

意見の
分野

ID ご意見 対応検討の視点（事務局または担当課）

306 90歳の母がいますが、日中は家で1人でいます。週1回くらいデイ
サービスに行ってほしいのですが、役場の福祉係の方が年に1回
か2回くらい、訪問して話をして勧めてほしい。※①

※①：個々の事情を考慮して、対応可能と考えています。

　※「ID」は、回収された回答に無作為に付した番号です。回答者を特定できるものではありません。

１１：
福祉

28／42



第５次ニセコ町総合計画／アンケート自由記述回答の分類（１２）
　※「対応検討の視点（事務局または担当課）」欄の”ID参照”については、同一の分類内のIDをご覧ください。

意見の
分野

ID ご意見 対応検討の視点（事務局または担当課）

10 13-5、海外の方のおもてなしをしなければならないのか？
地元住民が満足できる生活をしたうえで町行政に余裕があれば行
うものではないでしょうか。※①

※①：ニセコ町にとって海外の観光客だけではなく、すべ
ての観光客をお迎えすることは、地域経済や活性化につ
ながっています。観光業に携わる町民が多い中で、経済
が豊かになることは、町民生活への影響が大きいものと
考えます。

14 海外の人がスキー場周辺に家を乱立し始めているので、水の確
保、生活面の仕方の違い、木の伐採など気になっています。たくさ
んの外国人が家を建て、それがニセコ町の経済に貢献しているの
か、事実を知りたい。※① そして外国人とどのように連携した町づ
くりを、町は考えているのか、方針はあるのかを、わかりやすく説明
してほしい。※②
今後のニセコの町がどのようになるか不安です。

※①：外国人も住民登録をされ、生活しています。町民と
して、町が支援をする必要があると考えます。多国籍で
あってもより良い生活環境を作り上げていく必要があり、
多様な状況においても対応できる順応なまちづくりを進め
ていきたいと考えています。
※②：世界的リゾート地として、ニセコ町が認知されてお
り、誰もが安心して生活できるまちづくりを心掛けていき
ます。

19 ③観光客目線ばかりのスキーリゾート。ローカルスキーヤーやス
ノーボーダーの事を考えているか？このままでは、冬のニセコを作
り上げてきたローカルの滑り手たちがみんなニセコから離れてしま
うと思う。※①

※①：ニセコ町はこれまで、地域環境を守る取り組みを続
け、今後も持続可能な地域としてその取り組みを継続し
ていきます。リゾート開発が進み、不安な面もあります
が、町の規制を理解され、開発される事業者であり、町民
が意見を言える環境を作り、まちづくりを進めており、多
様な意見を大事にするまちづくりを今後も進めます。

32 継続して町が活気づくイベントがあればよいですね。ニセコ町に目
玉が1つでもあれば。※①

※①：小さなふるさとづくりは今年で40年で、長く続いてい
るイベントで多くの人が参加しています。町の目玉のイベ
ントだと思っています。

49 ④	観光客は年々増加したり、減少したりする中で、ニセコ町（ニセコ
というブランド名）という名前（地名）をもっと世に知らすには、町の
整備保全、環境対策等様々な分野を充実させ、住みやすい街づく
りを構築すべきではないか。長い月日と年月はかかるかもしれな
いが、ニセコというリゾート地が最も環境によい町であることを強く
望みたい所存である。※①

※①：ニセコ町はこれまで、地域環境を守る取り組みを続
け、今後も持続可能な地域としてその取り組みを継続し
ていきます。

80 景観を美瑛のようなキレイな花畑の感じにすると、たくさんの観光
客は喜ぶと思う。農家の方にお願いし、町民税を使ってでもした方
が満足度が上がる。※①

※①：美しい農村景観を目指し、農政課では景観作物と
しての緑肥の栽培に補助を出して対応しています。引き
続き支援をしていきたいと考えています。

87 （13）について→観光、山と町足並みがバラバラ、魅力なし。※① ※①：引き続き、美しい景観づくりを心がけます。

120 お金のために大企業や公共事業、リゾート開発を優先するより、心
からニセコに住みたくて移住して来る個を大切にしてほしい。※①

※①：ニセコ町は企業立地のガイドラインを定め、ニセコ
町のまちづくりに共感を得られた企業を誘致しており、引
き続きその取り組みを推進していきます。

131 観光について。この数年、ニセコ～ヒラフ間の観光、生活のための
バス路線がなく不便。外国人観光客の誘致のため必要だと思う。
※①

※①：冬場は、スキー場間を結ぶバスが走っています。
今後、より良い二次交通のあり方を検討していきます。

147 3）論理的なアーバ二ズムへの運動：スキーリゾートの近くの建設を
同じような建築様式で作った方がいいと思います。建物がきれいな
ところに住んでいる人は他のところの住民より幸せで生産的です。
※①

※①：町では、都市計画法に基づく準都市計画区域（ニ
セコアンヌプリ山麓）を定め、一定の開発規制を行ってい
ます。また、良好な景観を守るため景観条例（ニセコ町全
域）を制定し、一定規模以上の開発については事前協議
（住民説明会の開催）を義務付けしています。引き続き、
美しい景観づくりを心がけます。

190 観光開発が住宅地のすぐ近くでも進み、ニセコ町らしさ、自然の景
観、農村景観が失われつつあるように感じています。秩序ある開
発、近隣住民への計画周知、事前説明等による紛争予防をお願い
したいです。町の相談窓口も必要だと思います。※①

※①：町では、都市計画法に基づく準都市計画区域（ニ
セコアンヌプリ山麓）を定め、一定の開発規制を行ってい
ます。また、良好な景観を守るため景観条例（ニセコ町全
域）を制定し、一定規模以上の開発については事前協議
（住民説明会の開催）を義務付けしています。※景観条
例では、現行法令を準拠している開発を規制することは
できません。

　※「ID」は、回収された回答に無作為に付した番号です。回答者を特定できるものではありません。

１２：
観光に
ついて
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207 ③しかしながら、先日の何とかラリーや自転車などのイベント誘致
は素晴らしいと思っています。観光客がますます増えていくことが
期待できますね。さらに欲を言えば「スポーツチームの誘致」では
ないでしょうか。かといって高校や大学は金がないので、どうせ普
段使わないコミセンを合宿に貸しても良いのではないでしょうか？
夏休み中の小学校や中学校や高校、総体等を利用させることがで
きれば、サークル、部活は安価に合宿を行うことができます。その
中で綺羅の湯や道の駅等でわずかながらお金を落とすことが可能
ですし、そこからリピートで観光を期待しても良いのではないでしょ
うか？※できればオールウェザーの陸上トラックがあれば・・・。※
①

※①：施設などの問題もあり、必ずしもアスリートの誘致
が進んでいるわけではないですが、札幌オリンッピックの
誘致活動やサイクルツーリズム、ニセコクラッシック、トラ
イアスロン、ツールド北海道などのイベントへの支援を引
き続き行っていきます。

227 今回は道の駅ビュープラザについて意見したいと思う。今始まった
ことではないが、ここ数年見てきて今一つセンスのなさを感じる。一
番がっかりしているのが、二輪車（バイク）の駐車場所、正面の顔と
もいえるところに何故？最初にそういった場所を作らなかった、応
急的かと思い見過ごしてきたが、いまだにあの場所に定着させて、
なんとも思わないのだろうか？偏見ではなく現実、バイクはきれい
に駐車することができない。また、バイク乗りの方がしゃがみこんだ
りたむろする姿、そして何より、点字ブロックが何のためにあるか
理解しているだろうか？実際に目の不自由な方がバイクに行く手
を阻まれて、困っている姿を目にしたことがあります。考えてくださ
い。バイクの駐車はあの場所でなくても良い？あそこは広く開け、
万が一救急車が横付けしても良い？　景観も？黄色と黒のバリ
ケード、かっこ悪っ！※①

※①：施設管理上、面積が大きくないため、現状の中で
対応しています。今後、道の駅の改修も計画しており、そ
の中で対応するよう検討を加えます。なお、北海道開発
局では、夏場使用しない除雪ステーションをサイクルス
テーションとしての活用を模索しており、道の駅からも遠く
ないため、そのような施設の活用も道の駅でPRしていき
たい。

235 6）事業者とニセコ町の観光課との関係を深めたい。観光予算の打
ち合わせにも招待頂きたいです。※①

※①：観光予算についての相談は常に行っておりますの
で、気軽に商工観光課へお越しください。

446 ②　観光地で旅行者もたくさん見えますが、道路の草などが非常に
目立ちます。舗装の整備も大切ですが、きれいに維持することも大
切かなと思います。行政に頼るだけではなく住民の意識も変えてい
かないとダメな気がします。※①

※①：：町道の草刈りについては年2回を基本に行ってい
ます。また、市街地の歩道の草については、町でも行って
いますが、建設業の方がボランティアで除草していただく
こともあります。

453 ドッグラン等、ペットと来れる観光地にしてほしいです。※① ※①：町内にはドックランなどが整備されている場所もあ
りますが、引き続き支援を行ってまいります。

515 ②　観光事業の活性化に伴い、景観の破壊や観光客の農地への
無断立ち入り、地域住民と事業者や転入者との摩擦など、様々な
問題が発生している。開発によって、これまで長い年月をかけて培
われてきたニセコらしい風景や住みやすさが失われていくのは悲し
い事。町には開発と自然環境、住民の暮らしやすさのバランスに
最大限配慮したまちづくりを進めてもらいたい。※①

※①：町では、都市計画法に基づく準都市計画区域（ニ
セコアンヌプリ山麓）を定め、一定の開発規制を行ってい
ます。また、良好な景観を守るため景観条例（ニセコ町全
域）を制定し、一定規模以上の開発については事前協議
（住民説明会の開催）を義務付けしています。※景観条
例では、現行法令を準拠している開発を規制することは
できません。

523 リゾート化して　にぎわい≠マナー違反　を許さないでほしい。ニセ
コはディズニーランドのような「ゴミもなく、美しく、楽しく良い所だ」と
思ってもらえる特別な街を目指してほしい。※①

※①：ニセコ町環境や景観に対する規制を厳しくしてお
り、引き続き、環境維持に取り組んでいきたい。
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562 これまでの私自身の経験と仕事柄関わることの多い観光産業につ
いて意見いたします。
第５次総合計画の戦略ビジョン6に関して。
この中で、大規模な会議の誘致とありますがこれについて、少なか
らず取り組みに関して抵抗感を感じます。
ウインターシーズンおいてニセコエリアはすでにいわゆるオーバー
ツーリズムの現象が出ており、訪れるゲストの方々よりストレスの
声が年々増えております。このような観光の中で、さらに大きな会
議体を呼び（誘致は、いわゆる閑散期にということでしょうが）来ら
れる方々に対して満足度を提供しつつ地域経済を持続させ、かつ
住民の活躍の場がつくられるのは現実的なアプローチではないと
考えます。すでにアジアエリアでは過当競争になっているMICE誘
致。そこに無理をして入っていくのはなく、違うアプローチが良いと
思います。
それはMICEの会議体ではなく、インセンティブツアーに焦点を当
て、少人数のグループに対して高付加価値型のプログラムを提供
する。人数で呼び込むMICEから、少人数で満足度の高いゲストを
呼ぶ。これは企業にとっても地域にとっても負担が少なく、持続可
能なモデルであります。

コペンハーゲンやアムステルダムの例に習い、人数から満足度、
地域時間消費型への転換期へと、ニセコエリアは図るタイミングと
思います。同時にニセコエリア全体にて宿泊ベッド数のキャパシ
ティコントロールと、観光産業全般にわたる人材を含めたクオリティ
コントロールを検討すべき時と思います。
　上記を踏まえ、私自身の最終的な提案といたしましては「（国内を
含む）グローバルな企業の部門誘致」国内外の企業を呼びこむの
は大変ですが、その企業の一部分をニセコエリアにオフィスを置い
てもらうことにより、地域に持続可能なビジネスが定着し、小規模な
会議体を継続的に開催できるメリットも生まれやすくなります。(［企
業名］さんや［企業名］の例もありますが、デザインやスポーツギア
関連の企業などへ発展が期待できます。)
いくつかの国や地方では、この取り組みを始めており、ゆっくりとそ
の成果が出てきています。（先のコペンハーゲン、アムステルダム
がまさにそれです。）
個人の意見ですので、総合計画に反映されることはないと思いま
すが、移住した町民として、観光産業に関連した企業として、ニセコ
エリア及びニセコ町が次なる充実した町へと続いていくことを願っ
ています。［個人名］　※①

1001 外国人への土地売買の件に関して、水源地の必要性が今度大切
だと思いますので、土地売買の件に関して慎重に調べてほしい。
※①

※①：国土利用計画法に基づき、１ヘクタール以上の土
地を売買した場合は届け出が必要となっており、受理し
た際に、関係法令及び景観条例などのルールについて
遵守するよう通知しています。私有地については財産権
の問題もありますが、水道水源の公有地化は水源地周
辺で購入できる箇所から進め、町で保有しています。今
後も引続き進めて行きたいと考えています。

※①：現状においても、会議などを開催したい問い合わ
せが来ているため、ニセコ町としてMICEの対応としてお
受けしています。また、そういう環境があることについても
PRを行っています。グリーンシーズンを含め、一部、価格
の高騰などでオーバーツーリズムとの意見もありますが、
通年空室もあり、けっして客室数をコントロールする状況
ではないと考えます。逆に閑散期やウィンターシーズンの
価格高騰で敬遠されている状況も見受けられます。リ
ゾート地としてクォリティーを高めていくことは今後も町と
して取り組みを進めたいと考えます。企業誘致も合わせ
て進めており、ニセコ町の環境やまちづくりの取り組みに
共感いただいた多くの事業者がニセコ町へ進出していた
だいており、グルーバルな企業も数多く来ています。逆
に、MICEなどを通して、ニセコ町の価値を見出し、進出す
るきっかけづくりにつながるものと考えており、MICEや企
業誘致は別のものではなく、関連している部分も多くあり
ますので、一体的な取り組みとしての重要性も増していま
す。引き続き、全体的なバランスも考えながら、一体的な
取り組みとして推進していきます。大変有意義なご意見
ありがとうございました。
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第５次ニセコ町総合計画／アンケート自由記述回答の分類（１３）
　※「対応検討の視点（事務局または担当課）」欄の”ID参照”については、同一の分類内のIDをご覧ください。

意見の
分野

ID ご意見 対応検討の視点（事務局または担当課）

19 ②	クリーン農業の取り組みを、さらに深くしてもらいたい。「ニセコで
買える野菜はすべてオーガニック（無農薬）だよね」と、なってほし
い。※①

※①：取り組み続け、徐々に取り組んでいく人が増えてい
くように根気強く生産者を応援していきます。しかし作物
の単価、収穫量の問題など農業者の生活もあるのです
べてがそうなるのはなかなか難しいと考えています。

63 農地保全について※①
1.原野になっていない農地を町に売却について？
2.農地を守るべきである。
3.農業委員会の考え方について？

※①：地目上の農地は目的がないと町でも購入が難しい
です。ほかの自治体より、ニセコ町は開発規制は厳しい
とデベロッパーの方に言われています。基盤整備を進め
多様性に富んだニセコの農業生産のお手伝いをしていき
ます。

92 農業を中心とした町作りであることは賛成ですが、農家の方の軽ト
ラやトラクターの運転の粗さが気になります。また今後、肥料や消
毒剤を撒くときに使われるであろう小型ヘリコプターやドローンの説
明や、撒く場合の注意等、周知を徹底してほしい。ともに町作りをし
たいと願っていますから。※①

※①：農薬散布等のラジコンヘリ利用等については農協
へ周辺地域への周知をお願いしておきます。しかし、気
候により周知する時間がどうしても取れない場合もありま
すのでご理解願います。

95 廃屋や農機具の放置が気になる。※① ※①：場所が特定できないので何とも言えませんが、廃
屋だと思っても農業者さんが納屋として使用している場合
も多くあります。農業者の旧宅や、納屋、倉庫がつぶれた
という話は近年聞いていないです。また、故障した農機具
は数年に1度的リサイクル業者が回収にしていたりしてい
ます。（農政課）
※①：危険な廃屋については、適正な管理または除去す
るよう所有者又は管理者へ通知しています。（建設課）

147 2）	無農薬農業への運動：無農薬農法への奨励が十分ではないと
思います。私が知っている限りでは、ビュープラザの売り手は無農
薬農業者ではない。私たちは未来の子供、つまり次世代のために
体にいい食べ物が欲しいです。ニセコで使われている農薬は食べ
物だけでなく、私たちが飲んでいる水も、吸っている空気までも汚し
ています。※①

※①：ビュープラザ直売会においても、少しづつではあり
ますが無農薬（節減対象農薬：栽培期間中不使用）栽培
を積極的に取り組んでいる方は増えています。農薬を利
用した作物が本当に体に悪い物なのか、農薬だけが水
や空気を汚しているのかは専門家ではないのでよくわか
りませんが、農業者の皆さんは消費者により良いもを生
産すること、安全安心な美味しい農産物を作ることと自分
の生活とのバランスをとり日々努力していただいているこ
とをご理解願います。

177 ② 土地の乱開発で害獣が増え続け、多くの農家さんが困ってい
る声を聴きます。何か対策が必要では？※①

※①：開発のために野生動物が増えているのではなく、
野生動物も住みやすい場所となり、農作物に悪戯する動
物がかなり増えている状態です。現在は農業者さんと猟
友会、農協、役場が協力し、悪戯されないようやれること
を考え実践していきます。

182 ② 圃場整備中の工事は景観として見苦しい。重機の騒音を平日
には聞き苦しい。圃場整備による農地生態系のかく乱や、畑地面
積の拡大による農機械の負荷を考えると、本当にこの事業が農家
やニセコ自然環境に対してwin winであるかが疑問です。※①

※①：工事ほ場隣接地に対し必要に応じて工事中の騒
音・振動調査等を行い慎重に工事を進めております。ま
た、使用する重機は排ガス対策基準をクリアしている機
種となってます。平成1３年の土地改良法改正により事業
実施に際して環境への配慮が義務化されており、農村景
観や植生・生態系・水質調査を毎年おこないながら事業
実施に取り組んでおります。農家戸数が減少する中、1農
家当たりの経営面積は増加傾向にあります。このため作
業効率や土地生産性の向上、今後普及が見込まれるＩＣ
Ｔ農業の導入への対応など、持続可能な農業がおこなわ
れていくためにも農地の整備は必要と考えております。
事業主体の北海道開発局には重機の騒音等について苦
情・要望等があった場合、工事時間を調整して行うなど可
能な限り対応していただいております。

266 有機栽培や手作りの、無添加のものを選んでいるが、その中でも
地産地消を意識して買い物をしているので、ビュープラザを活用し
ています。自身でも家庭菜園をしています。※①

※①：有機JASの認証を持っている人は多くはないです
が、ニセコの生産者は有機資材を利用する農業者が羊
蹄管内では多いと聞いています。また、今後も地産地消
がしやすい環境づくりに努力していきます。

　※「ID」は、回収された回答に無作為に付した番号です。回答者を特定できるものではありません。

１３：
農業に
ついて
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187 ニセコ町の魅力は、自然・酪農・農業だと思っています。大きな企
業の誘致などはあまりしてほしくないです。倶知安の様な街になっ
てしまうのは悲しすぎます。※①

※①：倶知安やほかの自治体より、ニセコ町は開発規制
はかなり厳しいとデベロッパーの方に言われています。
今後も酪農、農業が将来にも安心して経営できるよう応
援していきます。
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第５次ニセコ町総合計画／アンケート自由記述回答の分類（１４）
　※「対応検討の視点（事務局または担当課）」欄の”ID参照”については、同一の分類内のIDをご覧ください。

意見の
分野

ID ご意見 対応検討の視点（事務局または担当課）

１４：
商業施
設につ
いて

2 有島（記念館）寄りだとコンビニやスーパーなど車で行かないとい
けないので不便。有島地区に限らず、徒歩で行ける場所に設置し
てほしい。※①
①しかも仮に徒歩で行けたとしても、街灯が少ないため危険。※②
②バスを利用するにしても、いちいち予約しないといけないので不
便だと思う。※③
③それもあってか一部の高齢者は徒歩で町側に向かっているが、
歩道ない為、運転者からも、歩いている人からもとても危険。※④
改善すべきことはたくさんあると思いますよ

※①：コンビニやスーパーの立地は、商業的観点から、
民間ベースで行われるものであり、現状では難しい側面
があります。交通などの利便性の向上へ向けて検討して
いきます。
※②：危険個所がございましたら町内会を通じて町民生
活課へご相談ください。
※③：デマンド交通「にこっとバス」は一乗車200円で、利
用者事前登録不要、電話一本でドアtoドアでの対応が可
能です。ぜひご利用ください。
※④：役場の前の通りは歩道が設置されましたが、すべ
ての道に歩道が設置されているわけではございませんの
で、どのような道路であれ、運転者は歩行者の安全に気
を付けて運転しなければならない義務があります。

4 アンケートにもありましたが、生活に必要な商品やサービスが町内
で満たされていないのが現状です。ニセコ町に住んで１０年以上た
ちましたが、便利になったのはサツドラができたことくらいです。昔
からある小さな商店やスーパーの存続を大切にしたいのもわかり
ますが、車がある人はほとんどが倶知安町で買い物をするという
のが、現状ではないですか。こんなにも何年も成長が無いのかと
がっかりしています。もう少し柔軟に物事を考えていかないと、古い
町のままです。電化製品1つ買いに行くにしても、町内では高く今で
はニセコ町では全く購入する気になれません。知人にニセコは住
みやすい町？と聞かれてもイエスとは言えません。
大型スーパーや病院が充実していれば、地域住民も観光客もあり
がたいことだと思います。※①

※①：必ずしも大型スーパーの誘致が町の発展に寄与す
るものとは考えていません。しかしながら、町民生活の利
便性を高めるため、引き続き商店街振興に取り組んでい
きます。

49 ②	しかしながら衣食住という部類においては、少しであるがもの足
りなさが感じられる。（どうしても隣町倶知安に出向く）※①

※①：町民生活の利便性を高めるため、引き続き商店街
振興に取り組んでいきます。

120 ⑯　飲食店を増やす。※① ※①：町内の飲食店は、ここ数年で少しずつですが増え
てきています。町では、起業する事業者に対する補助金
の制度があり、ニセコ町商工会と連携して活用を図って
います。ニセコ町商工会の加入や通年で営業することな
どの条件がございますが、今後も飲食店の起業を考えて
いる方の相談や支援を進めます。

141 ② 道の駅周辺にもう少し食事ができるところがあれば、観光客も
もっと利用しやすいと思う。※①

※①：道の駅ニセコビュープラザの周辺には、約１０件近
くの飲食店があります。周辺は農地や事業用地が多いた
め、飲食店などの起業を進めるには難しい土地柄でもあ
ります。また、道の駅の駐車場のスペースを今以上に少
なくすることが難しく、敷地内に飲食店を経営するための
十分な面積を確保することができません。道の駅ニセコ
ビュープラザの利用者数を増やしていくための懸案事項
でもありますので、今後も検討を行っていきます。

146 ニセコ町市街地は倶知安町に比べて電柱もなく、とても整備されて
美しいと思いますが、そこに寄る人が少ないためとても残念だと思
います。せっかく美しい整備がされていますので、市街地の発展が
なされると良いのにと思います。国際的なニセコですので、その地
域性を生かした商業施設や、外国人（ニセコに住んでいる）の人た
ちと協力した事業がニセコ町で行っていけるといいのではないで
しょうか。またビュープラザなど農業に関しても全国的にもとても人
気が高いため、農業を生かした（地元の）レストランやカフェなどで
きるといいのかなと思います。※①

※①：綺羅街道では、近年新しいカフェなどがオープンし
ており、今後も新たにお店などがオープンされることを期
待しています。引き続き、にぎわいづくり起業者等サポー
ト事業などを継続しつつ、綺羅街道沿いの賑わい再生を
行っていきます。道の駅ニセコビュープラザでは、敷地が
狭いため、新たな店舗の増設は今のところ難しいと考え
ておりますが、リニューアルなども今後検討していきま
す。

153 町内での金の流れを活性化させ、町全体を元気にするため、1人1
人に地域経済循環の考え方を意識させると良いと思う。1人1人の
消費が地域外に行くといくら町内で稼いでいたとしても、漏れバケ
ツのように最終的に全て外に流れて行っては意味がないから、下
川町？の取り組みなどを参考にし、外に漏れている分野を起業す
るなどし、町内に金をとどめる工夫をしてみてはどうでしょう。SOGs
な街つくり計画、非常に良いと思います。（図参照）※①

※①：ここ数年、人口の増加も続き、新たにカフェなどで
起業される方も多くなってきました。町として地域資源活
用ビジネス人材養成事業補助などの事業を展開しつつ、
町内事業者の増加の取り組みをしていきます。

　※「ID」は、回収された回答に無作為に付した番号です。回答者を特定できるものではありません。
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158 近年道内各地に新しい道の駅が増え、活気ある場になっています
が、わが町の「道の駅ビュープラザ」を見ると、食事をとる場所もな
く、野菜等の特産品販売も場所がなく種類も少なく、価格も高いよ
うに思われます。観光客のドライブの休憩場所としてはあまりにも
お粗末で、雨等悪天候の時の休む場所もありません。早急に改善
すべきでは？※①

※①：現在、ビュープラザの改修へ向けて準備を進めて
おり、引き続き魅力ある道の駅になるよう取り組みを進め
ます。

204 町内でお買い物ができる品揃えがあると良いですが。※① ※①：商工会と協力して、町民が買い物しやすい環境を
作りたいと考えています。

211 ②　18～19時以降でも、魚や野菜の手に入るスーパーが欲しい。
　　※①

※①：現状では難しいと思いますが、機会があれば民間
事業者との調整を図ります。

246 ④　日持ちするニセコのお土産がもっと欲しい。クッキーだけで
は・・・。いつも持参するお土産に悩み、倶知安のお菓子を買ってし
まいます。※①

※①：ニセコ町内で起業して飲食店を開業する店も多く、
それに合わせてお土産などを作っていただける店も増え
てきました。引き続き、特産品などの支援を行っていきた
いと考えています。

267 手作りしたいときに材料がない。店もなく小樽や札幌まで行かなけ
ればならないので、何か方法があれば知りたいです。例～小売店
がなさすぎる等、主に食材、縫製・・・etc（ちなみにスマホ・パソコン
の使用はないので）※①

※①：買い物代行などの仕組みがあればと思います。便
利屋などを開業しているところもあると思いますので、そ
のような利用も検討してみてはいかがでしょうか。

321 ニセコ町アンヌプリ方面にも商店（コンビニ等）があると良い。※① ※①：商業的に成り立つのであれば、可能性もあります。

411 ①ショッピング施設が欲しいです（地元の人用）。※① ※①：現状では難しいと考えます。

440 ニセコは小さい町ながら飲食店は多くその点はとても満足していま
す。買い物もサツドラができて少し便利になりました。が、やはり老
人の多い町の割には食品やホームセンター系のものを購入すると
ころが無く不便です。私はたまにバスやJRを利用しますが、老人が
バスに乗り倶知安のホーマックやスーパーまで言っている姿をよく
見かけます。帰りは荷物が多くとても大変そうです。地元の商店街
ももちろん大切ですが、これからますます進む高齢化の対処として
これからはスーパーなどの誘致も必要になっていくのではないかと
思います。※①

※①：スーパーなども誘致は機会があれば、進めたいと
は思いますが、地元商店などへの配慮も必要だと考えま
す。ただ、スーパーも商業的に成り立つという視点でなけ
れば参入は難しいものと考えます。

479 個人的な要望ですが、北洋銀行のATMが町内にあればありがた
いです。※①

※①：北洋銀行とは連携協定も結んでおり、機会を見て
相談はしているものの、コンビニなどへの銀行ATMの導
入も進み、北洋銀行単独のATMの設置は難しい状況で
す。

522 安心して買い物ができる商業施設（スーパー等）を建設してほし
い。※①

※①：商業施設は行政が建設するというのは難しい側面
もあり、機会があれば民間事業者との調整を図ります。
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第５次ニセコ町総合計画／アンケート自由記述回答の分類（１５）
　※「対応検討の視点（事務局または担当課）」欄の”ID参照”については、同一の分類内のIDをご覧ください。

意見の
分野

ID ご意見 対応検討の視点（事務局または担当課）

72 情報をどのように手に入れるかわからない。きらの湯、郵便局のイ
ベント情報くらいしかないので。英語の案内を拡充。冬の利便性、
駅→ヒラフは検討してもよいのでは？※①

※①：綺羅乃湯、郵便局のほか、町民センター、あそぶっ
く、役場などにも情報を掲示しています。このほか、ラジオ
ニセコ、広報、町ホームページ、SNSなど様々なツールを
使って情報を発信しています。英語の案内も町の国際交
流員が積極的に案内をしています。

87 （17について→）ラジオニセコいらない。行政情報が町民に伝わっ
ていない。※①
（18について→）住民参加の意識が低い。転入者が多いので取り
組みが大事。※②

※①：ラジオニセコでは行政情報だけでなく、イベントや雪
崩事故防止情報などの情報発信を行っていますが、伝え
方が十分でない面もあると思います。もっと伝わるように
番組内容や発信の仕方など工夫します。ラジオニセコを
通してラジオ劇団など新しいコミュニティが生まれている
ことも事実であり、なくすことは考えていないことをご理解
ください。
※②：自分事とならないと関心を持ちにくいと思うので、ど
う自分と関係ある事業なのか情報発信の中で内容を工
夫して発信します。

88 Wi-Fi環境の普及※① ※①：町では、町民センター、有島記念館、綺羅乃湯、中
央倉庫、役場などにWiFi環境を整えていますが、今後も
WiFi環境を普及していきます。

97 本通などの中心部に比べて、周辺部は人が少ないこともあるが、
情報が届きにくい。町内会がないなど、住民同士関りを持てない状
況もある。町という公の立場では難しいのかもしれないが、考える
機会があったらありがたいと思います。※①

※①：広報誌は、役場や綺羅乃湯、コンビニなどでも広報
を配布しています。また、町民センター、あそぶっく、役場
などにも様々な情報を掲示しています。このほかにも、ラ
ジオニセコ、町ホームページ、SNSなど様々なツールを
使って情報を発信してているほか、英語の案内も町の国
際交流員がSNSなどで積極的に案内をしています。大き
な施策の検討には「まちづくり町民講座」などで直接意見
交換する場も年に数回開催されております。また、町民
が5人程度集まれば、町長や担当職員が訪問して懇談す
る「まちづくりトーク」という制度もございます。町内会は地
域内の親睦や地域の福祉の促進及び地域自治を目的に
住民等が自主的に組織されているものですが、そのよう
な場を利用して、意見交換してみてはいかがでしょうか。

130 ③単身向けの情報が少ない（健康、防災など）※① ※①：単身向けの情報も今後は意識して発信していきた
いと思います。

180 住民参加の会議が開催されていますが、何となく町政のアリバイ
作りのような気がしてなりません。様々な観点から意見が出てそこ
から意見をまとめてと思いますが、結果はほぼ決まっていて、委員
の方の了承を得たというようにもっていっているのではないか。※
①

※①：結果がほぼ決まっていることはありません。委員の
方からの意見で計画や内容を修正しながら進めていま
す。

194 電波がなく、光回線も通せないため不自由です。※① ※①：ニセコ町は人口密度が低く、通信会社が自社での
通信インフラ整備に消極的なため、情報格差解消のた
め、町が回線インフラの主体となり、平成１５、１６年度工
事（第１期）、平成２２年度工事（第２期）に光ファイバー網
を町内に整備しました。しかし、町内に光ファイバー利用
者が増え、その移設や新設に伴う町負担の工事費も増
え、役場職員の事務処理も相当なこと、通信会社としても
収支が合う見込みとなったことから、令和2年度に本来の
情報通信事業者が管理すべきエリアと判断し、通信会社
に譲渡する予定です。今後は通信会社に光回線の整備
を進めていただきます。

210 住民本位に考えてほしい。※① ※①：住民本位に考えていくよう努めます。

246 ③　申し訳ないですが、ラジオニセコは聞いていません。古い人間
なので昔のそよ風通信のように、その日の町の行事や、環境、ご
み、不審者・・・などなどホットな情報を簡単に伝えてもらうと、出歩
かない私にも町をより理解できる手段になるのですが・・・。※①

※①：ラジオニセコでもそよかぜ通信と同様、その日の町
の行事や環境、ごみなどホットな情報を伝えているので、
ぜひ一度聞いてみてください。

266 インターネットやニセコの広報でも、情報が発信されているので、興
味関心を持てば、細かく理解することができそうです。※①

※①：興味関心が持てるよう情報の内容や発信の仕方を
今後も工夫していきます。

266 この度は、まちづくりサポート事業の関連で、町の方の迅速で柔軟
な対応をしていただいており、感謝しております。※①

※①：ありがとうございます。今後も何かございましたら、
ご相談ください。

　※「ID」は、回収された回答に無作為に付した番号です。回答者を特定できるものではありません。

１５：
情報共
有・住
民参加
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420 ニセコ町についての情報・手紙などはもらったことがないです。そ
のようなものが欲しい。※①

※①：町内会に入れば町の情報が掲載された広報が届
きますが、町内会に入らなくても、役場や綺羅乃湯などで
広報を配布しているので、お手数ですが、取りに来ていた
だければと思います。ラジオニセコや町のホームページ
などでも広報誌の閲覧が可能ですし、様々な町の情報を
発信しています。

509 自身ももっと地域活動に参加させていただきたいと思っています。
普段から利用させていただいています町民センターやビュープラザ
綺羅乃湯等、とてもきれいな施設で大変感動しております。街づく
りや総合計画についての情報はどのように得られるのでしょうか？
自身ももっと知りたいと思っています。役場のホームページ等、拝
見させていただきます。住民参加の活動にも興味があり積極的に
参加したいと思っていますのでもっと多くのイベントがあればよいな
と思っています。※①

※①：ありがとうございます。まちづくりや総合計画につい
ての情報は町のホームページに掲載しているほか、広報
やラジオニセコなどを通しても発信しています。まちづくり
町民講座などにもぜひご参加ください。

525 広報誌など見ることがなく、町のイベント？などの情報を得ることが
ないので、これからはHPなど見ていこうと思います。興味がないわ
けではないので。町内会に入っていないこともありますが・・・ニセコ
町が住みやすいと思うので、これからも素敵な街になっていくとい
いと思います。※①

※①：町のホームページにも広報を掲載しているので、ぜ
ひ広報も見ていただければ町のイベントなどの情報を得
られます。一緒に素敵なまちをつくっていきましょう。
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第５次ニセコ町総合計画／アンケート自由記述回答の分類（１６）
　※「対応検討の視点（事務局または担当課）」欄の”ID参照”については、同一の分類内のIDをご覧ください。

意見の
分野

ID ご意見 対応検討の視点（事務局または担当課）

１６：
町長・
役場・
議会議

員

26 ①議員さんが勝手に自分のブログにニセコ町の生徒をアップして
いたことに対し、各校長先生と話をしていても削除がしてもらえず、
1年半くらいかかりました。SNSとかの事は学校でやっていますが、
議員さんにもきちんと講習をしてほしい。学校関係は保護者からの
承諾をもらいそれに基づき載せています。それが、ある議員さんは
勝手に載せているのです。そして個人的に家に来て、子供に家族
構成を聞きました。それは議員さんとしてというより大人としておか
しくないでしょうか？そんな議員さんがニセコ町にいるのはおかし
いと思います。個人情報を聞くのは犯罪ではないでしょうか？（まち
づくりとは関係ないと言われたらそれまでですが、町民がその議員
さんに対してどこまで知っているのか？ですが、その議員さんのト
ラブルはあると聞いていますので、その議員さんをこのまま議員に
してもだいじょうぶなのでしょうか？）※①

※①：議会では、議員研修等を通じて情報発信の方法な
どを学んでいきます。今後も気になることがございました
ら議会事務局までお知らせください。

48 役場職員の方の窓口対応が悪い（特に税務課）※① ※①：住民の立場に立った対応を心掛けるように注意し
ていきます。

87 （19）について→役場職員は若い人や、職員以外の人がとても良く
仕事や対応をしている。全体は良く対応をして頂きありがたいです
が、一部態度の悪い人がいる。職員対応アンケートなどで、より良
い行政にしてほしい。※①

※①：お褒めをいただいている部分につきましてはありが
とうございます。役場全体の対応力を向上していきたいと
思います。

128 ①役場の若人職員は大変良く対応できていると思います。※① ※①：ありがとうございます。今後も継続できるようにして
いきます。

128 ③ムダをなくするために、行政は何か検討できていますか？
できないのであれば　［個人名］議員の出番ですね。何課の事か調
べたいと思います。※①

※①：行政運営上のムダを減らすように紙のリサイクル
への取り組みを行っているほか、業務の見直しを行いム
ダを減らすように努めています。

180 役場の職員は本来住民サービス業務が一番のはずだが、それ以
外の仕事の多さで疲弊しているのではないでしょうか。環境都市ニ
セコを謳っていますが、そちらの環境も大事ですが、役場職員の労
働環境も考えてください。夜遅くまで役場の電気がついていること
が多々ありますので。※①

※①：職員の仕事については、部署によっては業務が集
中する時期がありどうしてもこの期間は夜遅くまで仕事を
することもあります。一部の職員に仕事が集中しないよう
に、課や係でシェアするようにしていきます。

182 ①　職員が窓口に行っても「あいさつ」ができていない。※① ※①：挨拶は基本ですので職員に注意していきます。

211 ③　町役場の方々が皆さん感じが良くて、この街に住んで良かった
と感じたので、そのままでいてほしい。※①

※①：ありがとうございます。今後の接遇の向上に努めて
いきます。

258 町長の示す方向性に対し、課長職の人たちの考えが統一されてな
い感があります。管理職の方の考えが部下に伝わっていない。職
員全体の「だらけ感」が漂い、公務員特有の風がない職場になって
いる感です。係りの職員は頑張っています。管理職が足を引っ張ら
ないようにしてください。この内容は果たして町職員全体に行き届く
のでしょうか？風通しの良い庁舎になることを願います。※①

※①：役場組織として活発な議論ができる風通しの良い
職場を目指します。

312 活気ある町作りを目指している役場職員の表情が暗すぎます。庁
舎が新しくなるのですから今後はせめて笑顔でやってください！※
①

※①：日々の仕事に追われて表情が暗くなっているのか
もしれませんが、笑顔を絶やさない明るい職場になるよう
にしていきたいと思います。

　※「ID」は、回収された回答に無作為に付した番号です。回答者を特定できるものではありません。
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428 月に1～2度は役場を利用しますが、朝でも職員からの挨拶はまっ
たくありません。町長は町民が一番のお客様なので、職員はお客
様を大事にするように指導していると話しておられましたが、私が
何度も経験している職員の対応は「は？何しに来たの？」「今忙し
いんだよなー」「係りはあの人なのですが」まるで私たち町民が小さ
くなって、「あのーすみません」から始まる言葉で初めて目を向けて
もらえホッとするという。遠慮しがちな立場で要件を言うという。私
自身も感じましたが他の方々からもそのような態度に対する不満
をたびたび耳にします。朝、事務所に入ると、どこからともなく「おは
ようございます」と声がかけられると、とても嬉しいものです！！街
づくりも職員づくり！！もう一度出発点に立ってください。※①

※①：あいさつは基本だと思いますので職員にもことある
ごとに注意していきます。

440 議員の女性の数が少なさすぎ。議員も定年を決めてほしいです。
老害にしかなりません。※①

※①：女性議員が少ないというご指摘ですが、その通りで
すね。女性がもっと立候補してくれたらと思います。議員
は町民の代表者として議会での審議を行います。幅広い
人たちの意見の代表者としては年齢での制限はいかが
なものかと思います。

445 ニセコの町長さんはキライです。町民の声はいつも届かず、偉い人
にペコペコし本当に下にいる人たちを下目使いで見ています。苦労
知らずできた人間にはわからないことでしょう！！
あなたがえらいことはありません。町民の本当の気持ちと苦労が
わかってはじめて明るいニセコになります。
片山さん、あなたは偉い人間ではありませんよ！！
本当に苦労している農家の人たち、観光の人、町の商店の人たち
の声を聴いてください。「たてまえ」の仕事ならしないほうが良いで
す。※①

※①：皆さんの意見を真摯に受け止めて町政を行ってい
きます。

450 ニセコの条例について内容をよく知らない町職員や町民が多いと
感じています。役場の中に困りごとを相談できる窓口があって、ど
の条例に当てはめて考え、行動するのが良いか、アドバイスをもら
えると良いなと思います。このような窓口はありますか？※①

※①：現在総合的にアドバイスできる部署はありません。
しかし、個々の職員が広い視野に立ってお話を聞けるよ
うに指導していきたいと思います。

480 ➂　役場での対応がいつも遅いと感じます。ちょっとした間違いや
遅延がいつもあり意識の低さを感じます。（保健福祉係）※①

※①：遅れないように注意していきます。

➂町議員が高齢者ばかりで、女性がいないのは今の時代にそぐ
わない。ニセコ出身の若者が将来選挙に出る日が来るように、教
育の質を高めてほしい。都市に比べ高卒で働くのが当たり前と
思っている若者が多い気がする。※①

※①：ご意見として伺います。

579 役場の職員の方にはいつも親切に対応して頂いています。しかし
一部の方は事務に慣れてしまっていて、個々に違う状況を対応し
ていくのに臨機応変に働いていただけない時もあります。毎回違う
人と接していることを忘れないでいただきたいです。※①

※①：今後十分注意しするように指導します。

①町職員の方々も多忙で健康が心配です。※① ※①：ご心配ありがとうございます。健康に留意して仕事
をしていきたいと思います。

349 一部の有力者の行政ではなく、一般町民を巻き込んだ行政にして
ほしい。行政が見えないので悪評になってしまいます。町政の見え
る化のために要員配置（家庭訪問員）も必要ではないでしょうか？
※①

※①：常に町民の皆さんの目線で仕事をしていくように努
めていきます。
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第５次ニセコ町総合計画／アンケート自由記述回答の分類（１７）
　※「対応検討の視点（事務局または担当課）」欄の”ID参照”については、同一の分類内のIDをご覧ください。

意見の
分野

ID ご意見 対応検討の視点（事務局または担当課）

35 別荘地に住んでいるが、町民税も払っているのに、町内会がない
という理由、ニセコの広報誌が来ないというのはおかしい。地域の
事が全く分からない。そのことをどう考えているのか。※①外国人
に町の財産である土地を考えもせず売り、その後手付かずになる
ことが多いのに、売り続けるのはどう思うのか。本当に未来を考え
ての行動なのか。不満がある。※②

※①：広報誌は、役場や綺羅乃湯、コンビニなどでも広報
を配布しています。町民センター、あそぶっく、役場などに
も情報を掲示しています。このほか、ラジオニセコ、広報、
町ホームページ、SNSなど様々なツールを使って情報を
発信しています。英語の案内も町の国際交流員が積極
的に案内をしています。
※②私有地については財産権の問題もありますが、水道
水源の公有地化は水源地周辺で購入できる箇所から進
め、町で保有しています。今後も引続き進めて行きたいと
考えています。

49 ①	町民人口が少しずつ増加しており、時に外国人の人口が少しず
つ増えてきている。ニセコ町が様々な環境において、良き部分が出
てきていることが大変、すばらしいことがうかがえる。※①

※①：ご意見ありがとうございます。外国人も住民登録を
され、生活しています。町民として、町が支援をする必要
があると考えます。多国籍であってもより良い生活環境を
作り上げていく必要があり、多様な状況においても対応で
きる順応なまちづくりを進めていきたいと考えています。

58 毎年年末ころに、各地域で町づくり相談会が行われているが、
年々参加者も少なくなり、職員の方が多いように見えます。街づく
り町民講座も回数は行われているが、サクラの職員と時間を持て
余している移住者が多いと思います。ここで案なのですが、各親交
会、町内会では、ほぼ毎月1回集会を行い、町内やニセコ町の情
報を知らせるため集まっています。会員は大体１年でかわるので
すが、その役員の中から、夜町民講座に出ることをお願いし、意見
などを述べてもらい、そのことを集会に発表し、地域の人たちの意
見を集約し、それを町に提出すると、みな関心も持つだろうし、行
政も良いのです。また町づくり相談も、事前に資料を各地域に配布
し、役員に地域の人たちが、聞きたいことをまとめて、各地域の役
員が町民センターなどに集まり、意見を発表しその答えを地域に
持ち帰り説明すると、関心度も増すように思います。※①

※①：素晴らしいご意見ありがとうございます。まちづくり
懇談会などの運営方法については、より町民の皆様が関
心を持てるような仕組みを検討していきます。

64 ①町内会の事ですが、町内会に加入するのは義務ではありません
が、町のごみ収集を利用しているのであれば、お掃除当番などは
やっていただきたいと思っております。また町内会に入っていても、
班長もやらず、忙しいという理由でお断りされる方がいらっしゃいま
す。お金を払えばいいという問題でもないと思います。町で何か対
策を考えていただきたいと思います。※①

※①：ごみステーションの管理は、町内会や地域で行って
います。ごみステーションを使用する場合は、それぞれの
町内会などで使用ルールがありますので、会長や衛生組
合長に相談するよう伝えています。相談がありましたら町
内会で話し合っていただき、地域の方がごみステーション
を利用できるようご協力をお願いします。お困りごとがあ
りましたら、ご相談ください。

97 本通などの中心部に比べて、周辺部は人が少ないこともあるが、
情報が届きにくい。町内会がないなど、住民同士関りを持てない状
況もある。町という公の立場では難しいのかもしれないが、考える
機会があったらありがたいと思います。※①

※①：広報誌は、役場や綺羅乃湯、コンビニなどでも広報
を配布しています。また、町民センター、あそぶっく、役場
などにも様々な情報を掲示しています。このほかにも、ラ
ジオニセコ、町ホームページ、SNSなど様々なツールを
使って情報を発信してているほか、英語の案内も町の国
際交流員がSNSなどで積極的に案内をしています。大き
な施策の検討には「まちづくり町民講座」などで直接意見
交換する場も年に数回開催されております。また、町民
が5人程度集まれば、町長や担当職員が訪問して懇談す
る「まちづくりトーク」という制度もございます。町内会は地
域内の親睦や地域の福祉の促進及び地域自治を目的に
住民等が自主的に組織されているものですが、そのよう
な場を利用して、意見交換してみてはいかがでしょうか。

106 町内会というシステムを早くなくしてほしいです。暇ではありません
ので、何とかしてください。※①

※①：町内会は地域内の親睦や地域の福祉の促進及び
地域自治を目的に住民等が自主的に組織されているも
のです。

　※「ID」は、回収された回答に無作為に付した番号です。回答者を特定できるものではありません。

１７：
地域コ
ミュニ
ティ
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182 ①　町内会に入っていないと町広報は提供されないのかどうかが
不明。新規移住者や、季節労働者が多いと予想されるため、町内
会側も新規移住者に、声掛けするのを躊躇していると想像する。住
民票の移動手続き等、新規に町民登録をする際に、役場で広報配
布の手段（町内会配布や新聞配達を兼ねる戸別配布？etc）を、選
択させるなどしても良いのではと思います。※①

※①：転入される方には、窓口で自治会への加入案内を
しています。自治会による広報の配布にご協力をお願い
します。また、ラジオニセコ、広報、町ホームページ、SNS
など様々なツールを使ってニセコ町のまちづくりについて
情報を発信しています。また、まちづくり町民講座などで
直接皆様と意見交換する場なども設けさせていただいて
おりますが、今後ともご意見などございましたら、お知ら
せくださいますようお願いいたします。

207 ①ここ数年の住民の多様化にはびっくりするほどです。個人的感
想でしかありませんが、在住外国人の方々はこの町の事を理解し
て暮らしている感があり好感が持てますが、移住組の日本人の感
覚には首をかしげることも時折あります。そんな方々を対応されて
いる役場職員の皆様、本当にご苦労様です。※①
②私自身もそんな方々の考えにどのように対応したらよいか迷う
ばかりです。これからの町の計画等では、従来のほのぼのとした
ニセコと新しいニセコとの融合が良いものになっていくことを願って
います。

※①：ご意見ありがとうございます。多様化もニセコ町の
良い部分の一つでもあります。様々な場面で住民の皆様
同士での意見交換やｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝが活発化していくことも
大変重要と考えております。今後とも町民の皆様と知恵
を出し合いながら共にまちづくりを進めていきます。

267 ⑤ 外国人が多くなった、ダメではないでしょうが、広報の事件（犯
罪）のところを見ると増えているようです。安心して安全に暮らせる
まちづくりを、今後も取り組んでほしいと思います。※①

※①：倶知安警察署に届けられる犯罪件数はほぼ横ば
い状況ですが、届けられない犯罪も多いと思います。警
察や防犯協会など関係機関と連携して今後も取り組んで
いきます。

281 ニセコに暮らして20年近く。この風景、ニセコの人々が大好きで、
すっかりニセコ人になったと思っていたが、アンケートに答えなが
ら、あまりにも多くの事柄がわかっていないことに驚いた。「広報」
や議事録にもそれなりに目を通しているし、ラジオニセコも聞いて
いるが、なぜだろうと考えるに、一つ思い当たることがある。町民同
士とか、隣近所（街中とか本当のニセコの人たちは違うのかも）と、
コミュニケーションがないということ。町内会も活動内容が昔ながら
で農業の方たちとは打ち解けることは難しく、学童期の子供もいな
ければともに行動することもない。「知り合い」はそれそれなりに増
えているし、受け入れられている感はあるので、不自由はない。で
もよく考えてみると、「友人」はみな移住組かも？！車社会のせい
もあってか日常の買い物はほぼ隣町へ。今はいいけどこれから
もっと先、人のお世話にならなければならなくなったら・・・。交通、
病院、施設等、この大好きな町で過ごせるのかと心配になりまし
た。※①

※①：ご意見ありがとうございます。多様化もニセコ町の
良い部分の一つでもあります。様々な場面で住民の皆様
同士での意見交換やｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝが活発化していくことも
大変重要と考えております。今後とも町民の皆様と知恵
を出し合いながら共にまちづくりを進めていきます。

411 ②お祭りの出店が少なくて活気が薄い。※① ※①：お祭りやイベントなど、より活気がでるよう、町民の
皆様とのアイデアを出し合いながら、進めてまいります。

414 年寄、高齢者にとっては不満が多い行政です。年金暮らしで税が
負担多く暮らしが苦しい状態。（これは町づくりとは関係無いです
が）町づくりはあまり参加していないからよく理解していないです。
外国の人が多く入ってきて、少し不安でもあります。※①

※①：今後とも個々の事情を考慮して、対応可能と考えて
いますので、ぜひご相談いただきたい。

458 若い人が多くなってきた様子。しかしいつまで在町してくれるの
か？産業がなく、町としての対策が見られず、残念である。※①

※①：若い方の転入は、観光産業によるものが大きいと
考えられます。

523 ➂ニセコ町はとても住みやすく大好きです。人の温かさも感じられ
ます。ニセコ町に住む人々が相互扶助の精神を忘れずに 暮らし
ていければ、幸せな街は続くと思っています。※①

※①：ご意見ありがとうございます。

551 ➂　町民あってのニセコ町。外国人優先は違うと思う。※① ※①：外国人も住民登録をされ、生活しています。町民と
して、町が支援をする必要があると考えます。多国籍で
あってもより良い生活環境を作り上げていく必要があり、
多様な状況においても対応できる順応なまちづくりを進め
ていきたいと考えています。
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第５次ニセコ町総合計画／アンケート自由記述回答の分類（１８）
　※「対応検討の視点（事務局または担当課）」欄の”ID参照”については、同一の分類内のIDをご覧ください。

意見の
分野

ID ご意見 対応検討の視点（事務局または担当課）

312 ニセコ町はどこへ向かっているのか、年々不安になっています。環
境「創造」都市ニセコ？「想像」できていますか？※①

※①：ラジオニセコ、広報、町ホームページ、SNSなど
様々なツールを使ってニセコ町のまちづくりについて情報
を発信しています。また、まちづくり町民講座などで直接
皆様と意見交換する場なども設けさせていただいており
ますが、今後ともご意見などございましたら、お知らせくだ
さいますようお願いいたします。

532 ニセコ町の街づくりの観点から、町民センターをはじめとする施設
の充実や、町有地活用による企業誘致、民間住宅など様々な取り
組みがなされていることに評価します。また国際リゾート地として知
名度が上がっていますが、近年、ホテルやコンドミニアムの建設が
続き、外資資本が入っているのに懸念を抱きます。ここ数年で変貌
を遂げているわが町ですが、これからは未来に向かって子供たち
の教育や子育て世代への支援の強化、高齢者住宅や介護施設の
拡充、元気な高齢者が働ける環境整備（事業団を中心として）そし
て地域住民が安全で安心して暮らせるために、地域防災の強化や
装備の充実を望みます。また、ハード面よりソフト面を重視したまち
づくりや施策を考えていかなければならないと思います。最後に
2018年6月に国から選定されているSDGSの目標に向かって、地域
内で循環できる街づくりに一町民として協力、応援していきます。
※①

※①：ご意見ありがとうございます。今後の施策の実行に
向けて、参考とさせていただきます。今後ともご意見など
ございましたら、お知らせくださいますようお願いいたしま
す。

545 もうひとつ、雨の降る中スコップで何してるのかと思ったら、洪水
か、河川が削られるからと・・・。前住んでいた家削られて、今新し
い家に移ったとこなのと忙しそうに言ってたけど。言葉を失ってしま
いました・・・。私の家も40年以上前、河川用地がついているから高
いと土地を購入、主人がよく言ってました。ニセコの自然は大好き
ですが、みんないろいろあるみたいですよ。※①

※①：ご意見ありがとうございます。河川等の危険個所に
ついては河川管理者である国は北海道へ具体的に要望
活動を続けて、順次対応されております。危険個所等ご
ざいましたら具体的にお知らせくださいますようお願いま
す。

577 地元住民の税金を上げていくだけでは不公平。ニセコ町が今後ど
のように発展していきたいのかを明確に簡潔に説明して頂きたい
です。※①

※①：ラジオニセコ、広報、町ホームページ、SNSなど
様々なツールを使ってニセコ町のまちづくりについて情報
を発信しています。また、まちづくり町民講座などで直接
皆様と意見交換する場なども設けさせていただいており
ますが、今後ともご意見などございましたら、お知らせくだ
さいますようお願いいたします。

1002 少子化問題が社会問題になっている。わが町ニセコ町も同じであ
り何とかしなければならない。そこで全国的にニセコは、ネームバ
リューもあり知られているのを利用して、ニセコ町の独身の男女は
大勢いると思うので、お見合い大作戦を開催できないだろうか、考
えてほしい。みんななかなか知り合う機会がない状況なので、ニセ
コが発信して後志全体のイベントで開催してはどうだろうか。マスコ
ミ等も利用して外国人の方も対象にして、いろいろ話題作りになっ
ていいと思う。大なり小なり、この手のイベントはいろいろやってい
るが、難しい現状なのもわかっている。全国的にも注目されている
ニセコであり、国際的にも特殊な地域であるニセコで、こんなイベン
トをいろいろ知恵出して考えてみてください。よろしくお願いします。
※①

※①：ご意見ありがとうございます。ぜひ、町民の皆様と
ともに知恵を出し合いながら、まちづくりを進めていきま
す。

　※「ID」は、回収された回答に無作為に付した番号です。回答者を特定できるものではありません。

まちづく
り全般
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