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№ 項目 意見の要旨 村の考え方

1
子育て支
援・児童福
祉

子育て支援センターを開放し、世代間交
流の場に活用するという方向性であるの
であれば、リフレッシュや緊急時等の一時
預かりサービスをせめて小学校の低学年
までは利用できるようにしてほしい。
一時預かりサービスは休日の方が希望が
多いと思う（冠婚葬祭、病気で面倒がみら
れないなど）ので、休日に利用できるとあ
りがたい。

休日の稼働は、利用者数が不安定である
ことと、スタッフ確保等の観点からも、直ち
に対応するのは課題が多いと考えられま
す。放課後児童クラブの運営とも連携さ
せながら、サービスの充実に取り組んで
参ります。

2
子育て支
援・児童福
祉

小さい子を持つお母さんが子育てを理由
にやりたいことができないのは、６次産業
の推進や村の発展に大きく影響すると思
うので、地域への理解をどうすれば深めら
れるかを重要事項として考えて欲しい。

ご意見をいただいた事項は、村も重要項
目であると考えて取り組んで参ります。
「共生社会」にも記載しています。

3 健康づくり

例えば村ポイントを発行して毎朝ラジオ体
操に参加したらポイントがもらえ貯めると
商品交換ができるとかはどうか。
月何日とか週何日とかその人ごとに目標
を決めてトレーニングルームに強制的に
通うとか公民館教室の健康系の教室に強
制参加というのも手かもしれません。

健康づくりは、本来、自分自身のために
行動することであり、それらがより促進され
るために事業や場所の提供を行うのが村
の役割であると考えています。健康づくり
施策への参加者が増加するよう、ご提案
の事項は、今後の参考とさせていただき
ます。

4 健康づくり

集団健診を受けた人を対象に各自に保
健指導の人と目標を決めて、次の健診ま
でに目標を達成できたら、税金を減額す
るとか、反対に特定保健指導のない人も
この数値をキープとかの目標を決め、健
康を維持できたら、税金を減額するとかは
どうか。税金にかかわらず何かご褒美とか
あれば少しはやる気がでるのではない
か。またご褒美が欲しい人（例：税金を減
額やポイントが貯まるなど）は、前提条件
の集団健診を受けると思うので受診の促
進にもなると思います。

健康づくりは、本来、自分自身のために
行動することであり、それらがより促進され
るために事業や場所の提供を行うのが村
の役割であると考えています。税金の軽
減などについては、法令上の課題等から
実現が難しいと考えられます。ご提案のア
イデアは、参考にさせていただきつつ、健
診受診率の向上に取り組んで参ります。

5 健康づくり

前にKCVで農作業を楽にする技術の紹
介番組などを見た。また農協などで便利
グッズを実際に体験できる企画があったと
思います。これからも農作業を楽にする
機械やグッズの紹介や腰痛・ひざ痛予防
のためのグッズの紹介などがあると嬉し
い。

健康増進や予防医療については、今後も
広報等を最大限活用して取り組んで参り
ます。

6 地域医療

人生を最後まで自宅で過ごすというの
は、在宅医療を受ける多くの人の希望だ
と思いますが、在宅医療は家族の負担が
大きい。病院では複数の看護師さんが交
代で世話をしてもらえるが、在宅医療の
場合は食事や服薬、場合によっては排泄
の世話まで家族がサポートしなければい
けなくて、義理の両親の世話などほとんど
の家ではお嫁さんがしているのではない
かと思う。病院の様に交代というわけにも
いかず、毎日毎食を一人で世話しなけれ
ばいけないのはやはりしんどく、特に自分
も体調が悪い時などは、体調だけでなく
精神的にもつらい。

村では、在宅医療を推進しているものの、
状況によっては、在宅生活が困難な家庭
があることも認識しています。従来通りの
支援だけではなく、新たな在宅支援サー
ビスの取り組みも検討しながら、進めて参
ります。

川上村総合計画案に対するご意見と村の考え方
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7 地域医療

診療所では、佐久地域内の医療機関とカ
ルテ情報をインターネット上で共有し、連
携を図っているとあるが、川上村は県境
にあり佐久に行くより近い北杜市や韮崎
市の病院にかかっている人も多いのでは
ないか。医療、福祉、教育すべてそうだが
県を跨いでの連携ができるようになると更
によくなると思うのですが、難しいのでしょ
うか。

川上村診療所は、佐久総合病院から医
師派遣を受けて運営されていることもあ
り、佐久総合病院とは、特別に強い連携
が行われていると言えます。また、現状で
は、佐久方面の病院を受診される方の方
がかなり多い状況でもあります。ご意見を
いただいた事項は、今後の診療状況を分
析しながら、必要に応じて検討を進めさ
せていだだきます。

8 高齢者福祉

出向型のサービスが始まった際には、川
上村社会福祉協議会におまかせではな
く、地区の人も持ち回りで参加するとかし
た方がよいのではないか。人手不足との
ことなので、社協の負担を減らすとともに
お年寄りと地域の人のコミュニケーション
にもなると思う。大家族→核家族となり地
域との付き合いは最小限という世の中で
あったが、今後は高齢者だけに限らず子
ども、障がい者を含めて地域全体で「支え
合い」、「助け合い」ができる社会にしてい
かなければ誰もやりたがらなくなりサービ
ス自体が無くなってしまわないか心配。

介護予防事業は、地域展開を行うことを
目指しています。いただいたご意見のと
おり、地域全体での支え合いや、地域住
民との連携については、今後の福祉行政
において極めて重要な事項であると考え
ております。

9 高齢者福祉

専門技術取得希望者への補助や支援な
どを行って欲しい。今でも色々な補助や
支援があるのかもしれないが、どのような
資格に対してどのような補助や支援があ
るのかわからない。

社会福祉協議会には、スタッフが資格取
得する際の費用に対する支援措置はあり
ますが、一般住民に対する補助・支援な
どは、現在ありません。地域住民と連携を
強める観点からも、今後の検討材料とさ
せていただきます。

10
障がい者
（児）福祉

障がい者（児）の暮らす地域の人の理解
をどのように深めるかが課題だと思う。障
がい児だけの交流会はあるが、例えば、
お年寄りとの交流会があるように、障がい
者（児）と村の大人や子ども達との交流会
を設けるとか学校などの教育の場で学習
する時間を定期的に設けるなどの取り組
みがあると少しは理解が深まるのではな
いかと思う。

理解の促進については、村でも重要な取
組みであると考えています。ご意見をいた
だいた事項は、具体的な取組みの案とし
て、参考とさせていただきます。

11
障がい者
（児）福祉

健常児の子育て支援や児童福祉は充実
してきているが、障がい児はどうしても後
回し感が否めない。まずは川上村総合計
画案に記載された事が実現できるとありが
たい。

総合計画に記載した事項について、着実
に取り組んで参ります。

12
障がい者
（児）福祉

義務教育のうちは結構行政からのサポー
トがあるが、障がい者の親の話を聞くと高
校以降はサポートが格段に減るようであ
る。障がい者（児）だけのくくりでサポート
施設やサポート体制を構築するのは難し
いかもしれないが、高齢者福祉と重複す
るようなサービスについては共同利用す
るなど、柔軟な対応をしていただけるとあ
りがたい。

ご意見をいただいた事項は、障がい者
（児）福祉、高齢者福祉の施策を進める上
で、参考にさせていただきます。
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13 住宅

空き家は、取り壊したいと思ってもその費
用が無いのでそのままという人や、老朽
化してもそのまま住居にしておいた方が
税金対策になると思っている人もいるかと
思う。また普段意識もしないでそのままと
いう人も多いのではないかと思うので、説
明会などを開いていただけるとありがた
い。取り壊すにせよ建て替えるにせよ費
用が一番の心配ごとであるが、取り壊しや
立て替えの為の補助などは村にはあるの
か。

空き家については、取壊しや建て替えの
補助金は、ありません。実態把握を進め
ながら、広報や説明会の開催など、必要
に応じて対処方法を検討して参ります。

14
生活基盤
（公園）

公園遊具等の老朽化対策が必要とある
が、各地区の公園の利用状況はどうなの
か。最初どこに地区の公園があるのかも
知らず、家人に聞いてもわからず、やっと
見つけて行ってみると奥まった場所にあり
暗く、こんなところで子どもを遊ばせられ
ないと思い帰ってきた。公園遊具の安全
点検、維持修繕、危険な遊具の撤去とい
うより、場所の見直しもして欲しい。公園も
地区ごとに持っていてはメンテナンスが大
変。地区の人口が減っているところではメ
ンテナンス費用もかなり負担になってしま
うのではないかと思う。

既存の公園の場所を移動するには、土地
の確保なども必要になり、かなりの調整や
障壁が生じることが予想されます。ご意見
をいただいた事項は、今後の公園整備や
運営に向けての参考とさせていただき、よ
りニーズに沿った公園のあり方を実現させ
るよう取り組んで参ります。

15
生活基盤
（公園）

レタ助公園ができたが、川上村は農業従
事者が多く農繁期は仕事が忙しく子ども
を公園に連れて行く時間がない。農閑期
は寒かったり雪が残っていたりで公園を
利用できない。屋外公園はほとんど利用
する機会がないので、冬や悪天候時に子
どもを遊ばせることができるような室内遊
具施設（未満児だけではなく小学生も利
用できるような）が村内に（できれば上下
ひとつずつ）あると嬉しい。

ご意見をいただいた事項は、今後、施設
整備の検討を行う中で参考にさせていた
だきます。

16 農業

輸出事業が頭打ちになっているということ
だが、今後は更にグローバルGAPを取得
しないと輸出できない状況になるのでは
ないかと危惧する。東京オリンピックでの
使用野菜もGAP取得の野菜でないと使っ
てもらえない可能性がある。対費用効果
を考えるとGAPを取得に消極的なところも
あるときく。村内の各農協などのそれぞれ
のGAPに関する考え、取り組みなどが知り
たい。また、GAP自体をよく知らない農家
も多いと思うので説明会などがあるとあり
がたい。

ＧＡＰ（農業生産工程管理）に関しては、
村でも重要な取組みの一つであると認識
しており、導入検討について、計画に記
載しています。導入を実行する際には、
説明会等の開催も必要であると考えてい
ます。

17 商工業

経営規模が小さい商店、事業所が多く、
村外への消費者流出が目立つ。アンケー
トでも村にあればいいと思うサービスや施
設は、「コンビニ」との回答が一番多いと
あったが、コンビニが村にできるとただで
さえ、村内の小規模商店の利用が減るこ
とになり、商店としては死活問題になって
しまうと思う。どこかの商店にコンビニに転
換してもらえると一番いいように思う。（もし
くはガソリンスタンド併設とか）

既存の商店等を中心とした商工振興の取
り組みと、住民ニーズの高いコンビニなど
の新たな展開に係る取り組みは、相互に
バランスを取りながら施策を進める必要が
あると考えています。いただいたご意見
は、今後の商工業のあり方を検討する中
で、参考とさせていただきます。
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18 商工業

加工向け特産品や技術が乏しく、他地域
との差別化が難しいとあるが、確かにその
通りだと思う。６次産業化を推進するので
あれば更なる加工施設（瓶詰めや粉末な
ど長期保存できる加工所）や、野菜の多
品目化をするにあたっても加工向きの野
菜にする、農業終盤の11月頃に収穫でき
る野菜を作るなどの工夫が必要。販売先
については村外まで販路を拡大すること
も考えられるが、村に来て村を知ってもら
い、村で買い物して、いつかここに住みた
いとまで思ってもらうようにすることまでを
目指すのであれば、小川村のようにわざ
わざそこまで行って食べるおやきのような
特産物を開発する必要がある。安易な村
外への販路拡大は逆効果だと思う。

特産物の開発については、村でも取り組
んでいかなければならない事項であると
考えており、計画にも記載しています。新
たな加工場の確保については、今後のマ
ルシェかわかみの展開や、生産者の意
向・動向を見極めながら検討を行ってい
きたいと考えています。

19 観光

農繁期に観光のマイカーが増えることは、
いらぬトラブルにつながると思うので、でき
れば鉄道を使っての観光が増えるような
取り組みを考えた方がいい。そのために
駅造りが必要。魅力的な駅にする必要が
ある。

現在、小海線沿線の地域の活性化を目
的とした取り組みを、関連自治体やＪＲな
どと連携して実施しています。いただいた
ご意見を参考にしながら、引き続き取り組
んで参ります。

20 就労・雇用

農業希望の移住者には厳しいが、ネットさ
えあればどこででも仕事ができる業種の
人であれば、住むところさえ用意できれば
移住してくれる可能性はある。北杜市や
富士見町などに比べて景観で勝負する
のは厳しいが、ネットでお仕事の企業に
対して高品質のネット回線環境を整え、
住みやすい環境などのＰＲもできるように
なれば、サテライトオフィスの誘致もできる
のではないかと思う。

就労者向けの住宅の確保については、計
画に記載しています。また、川上村には
高速インターネット（光ファイバーケーブ
ル）の環境が既にありますが、いただいた
ご意見のように、それらを有効活用した企
業誘致への取り組みを検討して参りたい
と考えています。

21 学校教育

児童、生徒数の減少で、保育園に続き小
学校の統合まで検討され始めているが、
通学の負担、地域の衰退を招くのでよく
ないのではないかと思う。費用などの問題
はあるが、理想としては統合するより、高
齢者介護施設、小学校、高齢者・障がい
者見守り付き住宅などは上下それぞれの
地区につくり、共用できる所は共用し、地
域の人が気軽にコミュニティに参加できる
ようにするのが望ましいと思う。

少子高齢化の進展、生産年齢人口の減
少などが全国的に加速している中で、学
校等の統廃合については、将来のあらゆ
る状況に対応するための一つの選択肢と
して、準備と検討を進めておく必要がある
と考えています。検討を進めるにあたって
は、各地区の実情や住民の皆様の意見
を十分に勘案しながら、児童や地域に
とって何が一番良いのかを慎重に考えて
議論をしていきたいと考えています。

22 結婚支援

お見合いツアーに参加する人は期待と不
安でいっぱいだと思うので、男性だけに
会うのではなく、参加女性と同年代の村
の女性とのコミュニケーションの場を設
け、どんな女性がいるのか？友達になれ
そうな人はいるか？とかわかるだけでも不
安感が消えるように思う。カップル成立に
なった後、相談できる場所も用意しておく
と心強く思ってもらえる。結婚相談員は、
村内の男の人からの相談を受けるだけで
なく、お見合いツアー参加の女の人から
の相談やおつきあいが始まって結婚を
迷っている人が相談できる場でもあって
欲しい。

ご意見いただいた事項は、今後、事業の
実施段階で参考にさせていただきます。
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