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特集

協力隊３年目のときに夫婦で合同会社Hikobayuを立ち上げ、
自伐型林業と製品製造販売を行っています。私は主に、ニセコ町
の木でもある白樺から作品を作ったり、トドマツの精油からエッ
センシャルオイルを製造しています。昨年は、シラカバ樹皮をは
がすところから、作品をつくるまでのワークショップを行いまし
た。白樺クラフトやエッセンシャルオイルは道の駅ビュープラザ

森からの恵みを生かした
森の案内人

やニセコ地域のホテルで取り扱ってもらっています。しかし、製
品を製造するのに時間がとられてしまい、営業に時間をかけられ
ていないのが課題です。是非ほかでも扱ってほしいです。
さわ

だ

か

よ

こ

澤田 佳代子さん

協力隊時代に木育マイスターを取得したので、その資格を活か

（合同会社 Hikobayu 代表） して、海外からの子どもたちを森林に案内することもあります。
今年は8月にニセコ小学校5年生の宿泊研修でクラフトづくりのプ
ログラムを提供します。協力隊2年目から、親子向けに「もりと
あそぼ」イベントを始めて、シラカバ樹液の採取やきのこの収穫
体験を行ってきました。この取り組みが、ニセコ小学校4年生のき
のこの収穫体験の授業として引き継がれ、今でも関わっています。
現役の協力隊のみなさんには、まずはニセコの自然を楽しんで
ほしいです。ただ、3年間はあっという間なので、ビジョンを持っ
て活動してください。

トドマツエッセンシャルオイル
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…

平成30年(2018年)卒業

特

あの人は今

卒業後も輝く

地域おこし協力隊

ニセコ町では、
地域おこし協力隊制度を平成23年度
（2011年度）
から導入し、
平成30年度
（2018年度）
までに34人の
地域おこし協力隊
（以下、
協力隊）
を受け入れてきました。
協力隊卒業生20人のうち14人が町内に定住
（卒業時）
してい
ます。
また、
今年度は新隊員9人が加わり、
14人の現役協力隊が活動しています。
今月号では、
昨年と今年協力隊を卒業した人たちにスポットをあて、
協力隊を経て今の活動に至った経緯や現役協力
隊へのアドバイスについてお話を聞きました。
あわせて、
現役協力隊のみなさんの活動についても紹介します。

合同会社Hikobayuの主に自伐型林業部門に関わっています。
自伐型林業とは、高い採算性を確保しながら、環境保全にも配
慮した持続可能な林業の方法です。自分はたまたま自伐型林業の
特

も長く、将来を考えて扱うべきなのに、山林所有者も行政も情報

集

が少なすぎると感じます。今は、ニセコ町と札幌市にある社有林
の管理を請け負っています。林野庁から「地域林政アドバイ
ザー」も委嘱されたので、今後は国と自治体をつなぐパイプ役と
してお役に立ちたいと考えています。
製品製造としては、自分たちで管理した森林から出たトドマツ
やシラカバの樹皮を活用してエッセンシャルオイルやクラフト製

さわ

だ

けん

と

澤田 健人さん

（合同会社 Hikobayu）

品を作って販売しています。町内に限って薪の販売も行っています。
ほかにNPO法人自伐型林業推進協会の事務局や自伐型林業をや
りたがっている人と、土地を活用してほしい山林所有者をつなげ
るNPO森林バンクの副代表をしています。
プライベートでは、息子が生まれて忙しいけど、楽しく過ごし

環境に配慮した持続可能な
林業を伝えたい

やり方を学ぶ機会に恵まれました。木の成長は、人間の寿命より

ています。

林道（作業道）
をつける

協力隊のための
新しいコミュニティーをつくる

協力隊2年目のときに空き家・別荘の管理を行う「住まいるニ
セコ」を立ち上げました。昨年までは民間のアパート清掃や空き
家管理を主に行っていましたが、今年からニセコ中央倉庫群の指
定管理者となり、また五色温泉インフォメーションセンターの管
こん

どう

のぶ

かつ

近藤 信勝さん

（㈱住まいるニセコ）

理も行うようになりました。
中央倉庫群は、お母さんと子どもが過ごしやすい場所になるよ
う心がけています。また、協力隊の相談にのったり、起業サポー
トのコンサルティング業務も役場から受託しているので、ここが
協力隊の集まる場所になるように意識しています。そして、協力
隊だけでなく町のいろいろな人が集まり、自然と交流が生まれる
施設にしていきたいです。
自分が協力隊だったときは、既存のコミュニティーに協力隊が
入っていって、そこで地域への定住・定着を図ることが求められ
ていました。しかし、それは大変だし、時間がかかります。その
ため自分のところで、協力隊の新しいコミュニティーを作ろうと
思いました。ここが協力隊卒業後の入口になればいいと思ってい
ます。指定管理の3年間で実績を出したいです。

現役協力隊には、次世代に残る仕組みをつくってほしいです。
協力隊時代、さまざまな町の行事を手伝ったり、農業サポートに
入ったりしましたが、そのあとも続くものにはなりませんでした。
役場の担当者が変わったり、隊員を卒業しても残る仕組みがある
といいと思います。
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| 2019 | 8月号 ｜ 広報ニセコ

中央倉庫群の草刈り

平成31年(2019年)卒業
ニセコ中央倉庫群の館長をさせていただきながら4月末には旧
でんぷん工場内にNISEKO BASE CAFEをオープンしました。
特

旧でんぷん工場は交流拠点という性質上、たくさんの人に使っ

集

ていただければと思っています。キッズスペースやパブリック
ビューイングスペースも新設したので、家族連れでゆったり使っ
て欲しいです。自分も2歳の息子を育てる身として、子育て世代
の「あったらいいな」をどんどん取り入れていきたいと思ってい
念願だったカフェは、妻や近藤さんをはじめ、中央倉庫群の協
力隊スタッフ3人にも支えられながら毎日奮闘しています。協力
隊時代のビュープラザ直売会の農家さんやお世話になった人が来
てくれるとやはりすごく嬉しいです。少しでも恩を返せるよう、

おく

だ

けい

た

奥田 啓太さん

（ニセコ町集落支援員）

なるべく地域の食材を使ってニセコの美味しい農産物や素晴らし
いニセコについてPRしていきたいと思っています。
現役協力隊のみなさんは、やりたいことや夢をいろいろな人に
話すほうがいいと思います。ニセコ町には相互扶助の考え方があ
中央倉庫群の視察対応

地域食材を使った
カフェをオープン

ます。

り応援してくれる人がたくさんいますよ！

協力隊2年目のころから、綺羅乃湯前の牧草ロールのペイン
ティングや写真家ギャラリーの壁画を手がけました。壁画を描い
たことで存在が知られるようになり、デザインの仕事をいただく
ようになりました。飲食店のメニューやお店のロゴデザインなど
少しずつ固定客も増えてきました。
今はデザインや絵画の仕事をしながら、五色温泉インフォメー

むら

より

こ

奥村 頼子さん

（NASUNINJIN Design
and Works）

センターで販売しているポストカード

自由な思考で
最高に楽しいアートの仕事

おく

ションセンター（以下、センター）にも勤務しています。セン
ターでは自分の書いた登山道や高山植物の情報を掲示しています。
自然が好きなので、センターの仕事は最高に楽しいです。植物を
描くことで、自然をよく観察するようになり、自然の色や形から
学ぶことも多いです。
ニセコ中央倉庫群に飾っていた絵が先日１枚売れました。これ
からたくさん絵を描いて、倉庫群に飾っていきたいと考えている
ので、ぜひ見に来てください。
協力隊のときは、その地域や相手が何を
必要としているか、自分の得意なことでそ
れをどう解決できるか、常に考えていまし
た。現役協力隊のみなさんには、自由な思
考で新しい価値を生み出していってほしい
と思います。

イワオヌプリを目指す
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配属先だった綺羅乃湯で、
地元に住んでいる外国人と接するなか
で、言葉の問題で暮らしに困っている人が多くいると知って、日本
語を学べる場所をつくりました。
今はほぼ毎日ニセコ中央倉庫群や
比羅夫のカフェで個人レッスンをしています。
ほかに北海道イン
特

ターナショナルスクールニセコ校の非常勤講師もしています。

集

協力隊2年目のときに日本語教師の資格を得るための専門学校
に通いました。ニセコ地域は、英語対応する場所は多いのに、日

協力隊時代の出会いから
日本語教師に

本語初級者でも理解しやすい言い回しを使ったり、漢字にふりが
たに ぐち

ま

ほ

谷口 真帆さん

（Towns Language
Service）

なを振って対応する場所が少ないと思います。
私は地元の人と関わりたくて、配属先に綺羅乃湯を希望しまし
た。その中で貴重な出会いがいくつもあり、今は綺羅乃湯のある
中央地区の住民です。
協力隊時代は、ニセコ町での活動ばかりを考えていました。そ
の中でも中央地区で活動することが多かったのですが、いざ卒業

したら仕事の幅はニセコ町以外にも広がっています。近隣町村に住んでいる外国人からも問い
合わせがありますが、教室ができる場所などがわからず苦労しています。現役協力隊のみなさ
んは、広域で仕事することも念頭において自立準備を進めてほし
いと思います。
ニセコ町には外国人、移住者、U ターンなどさまざまなバックグ
ラウンドを持った人が暮らしています。
みんなが暮らしやすい多文
化共生のまちになることを願って、
今後も活動していきたいです。

やさしい日本語を勉強中

協力隊時代から町民センターやフィットネスクラブでヨガを教
えてきました。三年間の活動の中でご縁があり、有島記念館の近
くに場所を借り、ヨガスタジオをオープンすることができました。
スタジオでのヨガ教室の他に、福祉施設の職員向けオフィスヨガ
また、ニセコの自然を活かした自然散策とヨガを組み合わせたプ
ログラムも提供しています。初めての人でも、体が硬くても安心
してご参加いただけます。子どもも大人も高齢者もだれでも気軽
にできるヨガを一緒に始めてみませんか。
協力隊任期中、一年目は中央倉庫群、二年目は町民学習課、三
年目は企画環境課と配属先が変わり、たくさんの人たちと関わり
ながらお仕事をさせていただきました。そのおかげで視野が広が
り任期終了後のヒントもたくさんもらうことができました。
現役隊員のみなさんには、活動の場を広げたくさんのことを経

はっとり

けい

こ

服部 圭子さん

（feel good yoga & hike）

験し、つながりを作ってほしいです。これまで関わってこなかっ
たことでも必ず新しい発見があると思います。優等生を目指すの
ではなく、頭を柔らかくし、笑顔でニセコを楽しんでください。
そこでもし、選択に迷ったり悩んだ時は「なぜニセコに来ようと
夜のヨガスタジオ
04
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思ったのか」を思い出してください。

地元の人が気軽に始められる
ヨガを提供したい

や託児所の子ども向けキッズヨガなど、出張にも対応しています。

な

増田 奈々さん

そこでたくさんの子どもと関わるうちに、夢だった教員をもう一
度目指してみようと思い、現在の道へ進みました。
ニセコ町に来なければこの道を再び目指すことはなかったので、
みなさんには感謝の気持ちでいっぱいです。ニセコ町に残ること
ができず残念ですが、将来ニセコ町の学校に異動する可能性もあ
ります。そのときはよろしくお願いします。
さて、今年は隊員の人数が増えたと聞きました。隊員のみなさ
んにはぜひさまざまな場所に出向き、多くの人と出会ってほしい
です。応援しています！

（地元石狩市で 小学校養護教諭）

輝け！

★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★

現役 地域おこし協力隊

★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★
※ラジオニセコの番組「Kira綺羅Niseko」内で毎週月曜の午後4時から、地域
おこし協力隊が活動内容をお伝えしています。ぜひお聴きください！

ニセコ町に来て︑イベント

の多さに驚きました︒夏はほ

ぼ毎週︑冬も豪雪の中でイベ

ントが行われるなど︑そのサ

ポートをさせていただくこと

で︑移住前の東京での生活か

らは180度違った体験がで

協力隊になる前に 年ほど

今は︑役場の農政課の仕事

や町内農家さんの手伝い︑町

内イベントの手伝いなどを主

に行っています︒協力隊卒業

後は新規就農を目指しており︑

今年度からは栽培技術の向上

のため︑ビニールハウスでト

マトを中心とした作物の栽培

をはじめました︒

農業がしたくてニセコ町に

初めて来た時は︑住居の問題

もあり︑近隣町村で農作業の

手伝いを始めました︒しかし

諦めきれずニセコ町の協力隊

に応募しました︒きれいな景

色︑移住者を気持ちよく受け

入れてくれる町民の人たちに

囲まれて︑この町に来て本当

に良かったと感じています︒

2年目

10

きています︒

令和2年(2020年)卒業予定

事務職をしていたので︑卒業

配属先／
ニセコリゾート観光協会

後はその経験を活かしてフ

な

リーで事務代行業務を行うべ

か

く活動しています︒経理処理

の

や日本語・英語でのメールの

そ

代理応対︑資料作成︑受付対

こ

小曽納 華菜隊員

応など︑幅広く柔軟に対応し

ていきたいと思っています︒

ニセコ愛に
あふれた人たちに
囲まれて

3年目

令和3年(2021年)卒業予定

目標だった
新規就農を
実現できそうです

なか むら だい すけ

中村 大佑隊員

配属先／農政課
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集

な

ども館や幼児センター、乳幼児健診のサポートを行っていました。

特

だ

子どもと関わるなかで
夢だった教員に

ます

私は今、教員として働いています。協力隊時代、私はニセコこ

地域で活躍！
地域おこし協力隊が
スタッフやお手伝いと
して参加した主な地域
活動やイベントです
・ エキノコックスベイト散布
・クリーン作戦
・ハロウィンカボチャ定植

実はニセコ町の協力隊にな
る前に︑この町への移住を考
えて︑夏に２か月ほどニセコ
町に短期滞在したことがあり
ました︒そのときに道の駅に
よく買い物にきており︑ここ

になるとは︑思いもよりませ

役場の建設課に配属となり︑

言二言に毎日ほっこりします︒

たときに︑農家さんと話す一

配属先の直売会に朝出勤し

事業者さんと接するのはとて

す︒スタッフも含めて︑
観光客︑

いる事業者さんとも関わりま

客はもちろん︑物販を卸して

物販を担当しています︒観光

今は︑道の駅の観光協会で

条例﹂など町独自のルールに

です︒
﹁準都市計画﹂や﹁景観

いたのですが考えが甘かった

験が少しは役に立つと思って

築ルールでした︒前職での経

最初に驚いたことは︑町の建

・ニセコ山系湖沼探勝
・ふれあい町民運動会
・ニセコクラシック
・ニセコスターフェス

配属先／
ニセコリゾート観光協会

・七夕の夕べ花火大会

業後はどうするの﹂など気に

まさ え

・あそぶっくまつり

挨拶を交わすことで元気をも

ついて勉強の毎日です︒

秋の収穫祭・大感謝祭

かけてもらい︑うれしく感じ

バイスをいただけていること

でも︑町の先輩たちからアド

も勉強しています︒どの活動

岳ガイドや宿泊事業について

ターの資格をとりました︒山

ノーボードのインストラク

コらしい生活を目指して︑ス

また︑主業務以外にもニセ

防 策 を 中 心 に 進 め て い ま す︒

替えなどを見据えた空き家予

少ないことから︑将来の住み

すが︑ニセコ町は空き家数が

現在の活動は空き家対策で

も楽しいです︒

隊として道の駅で働けること

年後にまさか地域おこし協力

と思っていました︒その約１

で働けたらいいなぁ︑と漠然

んでした︒

配属先／建設課

らい︑楽しい１日が始まる気

・ニセコマラソンフェス

ます︒
将来の仕事を見据えて︑ス
ノーボードのインストラク
ターの資格をとりました︒し

井上 優江隊員
いのうえ

ティバル
・ Shiribeshi
留学
・ニセコ産業まつり

・ニセコ小学校木育学習

かし︑協力隊卒業後も農家の
みなさんと関わり続けたいの
で︑どのような方法があるか
模索しています︒一緒に協力
隊になった妻の優江とも︑町
のおいしい農産物に携わる仕

夢がかなって
ニセコ町に
来れました

令和4年(2022年)卒業予定

大学生のときに特別支援教

育を学び︑障がいのある小中

学生のための放課後スポーツ

教室で４年間ボランティアス

タッフとして活動していまし

た︒大学卒業後は︑高校で家

庭科を教えていました︒

ニセコ高校に勤めていたと

きに︑地域の人と協力して学

習活動を行うことの面白さに

気がつきました︒また︑自身

いきたいです︒

の知識を生かせる活動もして

今後は︑自らの特別支援教育

ル 事 務 局 を 担 当 し て い ま す︒

現在︑コミュニティ・スクー

募しました︒

力したいと思い︑協力隊に応

コ町で子どもたちのために尽

りだったため︑もう一度ニセ

育ができなかったことが心残

の力量不足で生徒に充分な教

1年目

・酒米田植え・稲刈り交
流会
・家畜共進会

まつ はし さとし

・ニセコ狩太神社祭

・綺羅街道植栽

松橋 聡隊員

がします︒短い会話の中で
﹁卒

配属先／ニセコ
ビュープラザ直売会

・ニセコビュープラザ

ひろ き
いのうえ

ニセコらしい
生活を目指して

に大変感謝しています︒

配属先／学校教育課

井上 寛規隊員

事ができないか話しています︒

な つみ

中村 菜摘隊員

なか むら

・ジャックオーランタン
制作
・ニセコハロウィン
・ニセコジャポニカ
・スキーフェスティバル

集
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・シーニックナイト
イベント など

特

地域と一緒に
取り組む
教育は面白い

農家さんから
学ばせてもらって
います

特

集

石角 恭子隊員

いしずみ きょう こ

配属先／綺羅乃湯

働いていました︒直近は就労

士や技術サービス系の仕事で

ていました︒また︑４年前には世

ン店の海外支店で店長業務を行っ

のマネージャーや大手和食チェー

以前は︑大手小売業で食品部門

支援Ｂ型作業所施設長として︑

界一周を行い︑現地の人のお宅に

協力隊になる前は千歳市で保

や旅の経験から︑自身の英語のス

るニセコなら︑海外での勤務経験

ました︒また︑外国人が多く訪れ

じた国際交流の事業や︑平和・

NGOの職員として︑船旅を通

協 力 隊 に 来 る 前 は︑国 際

ていました︒以前から北海道へ

ビス業などで営業事務などをし

スの起業も考えています︒住

んに痒い所に手が届くサービ

今後は︑地域住民のみなさ

コ町が私の大好きなパウダース

協力隊に応募したのは︑ニセ

レーの店を開店させたいと考えて

たスキルを活かして︑スープカ

協力隊卒業後は︑飲食店で培っ

する生活でしたが︑地に足をつ

これまで東京と海外を行き来

菜の美味しさを味わっていただき

います︒多くの人に︑ニセコの野

ていきたいと思い︑夫婦で協力

な世界の実現に向けて活動をし

けて︑地域づくりから持続可能

先日は﹁倉庫 シネマ﹂とい

隊に応募しました︒

たいです︒

活動を行っていました︒

の憧れはありましたが︑数年前

ノーと温泉が共存している魅力

務と資格を生かした子育て分野

たかし

配属先／
ニセコ中央倉庫群

今は配属先の中央倉庫群の勤

民のみなさんの温かい雰囲気

ました︒

育士︑事務の仕事に従事してい

配属先／
ニセコ中央倉庫群

に夫と旅行で訪れた時に︑ニセ

配属先／ニセコ
ビュープラザ直売会

コ町の風景に感動しました︒

いしずみ けん いち

として認めていただけるよう

石角 健一隊員

夫婦で協力隊として採用して

にがんばります︒

飲食店での
スキルを
生かしたい

いただき︑母を含めて家族３人

の活動をメインで行っていま
す︒特に子育て分野の活動では︑
久しぶりに子どもたちとの関わ

と考えています︒

育に関わる仕事もしていけたら

訳・翻訳や︑国際交流・国際教

語とスペイン語を生かして︑通

います︒また︑大学で学んだ英

流の機会を作っていきたいと思

し︑世代や出身地域を超えた交

後も積極的にイベントを実施

会を中央倉庫で行いました︒今

う環境問題に関する映画の上映

de

で受け入れてくださったニセコ
町には大変ありがたく︑感謝の
思いでいっぱいです︒

りを通して︑保育士以外の仕事
をした経験により︑働く親の気
持ちも理解できるなど自分の糧
になっているということを感じ
ています︒
今後も︑自身の視野を広げる
ため範囲を狭めず︑いろいろな
経験をしていきたいと考えてい
ます︒

松居 孝隊員

まつ い

今後は︑町のいろいろな行事
に参加させていただき︑もっと
町のことを知っていきたいと
思っています︒そして綺羅乃湯
で地域のお客さまに覚えていた
だき︑たくさんの人と交流して
いきたいですし︑町外から来ら
れた人には町の魅力をお伝えし
ていきたいです︒

居心地のよい
ニセコ町で
暮らしたい

07
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ニセコ町に来る前は︑整備

精神・身体の障がいを持つ人

200人の人たちに日本の食文化

を伝えることができました︒

地元が札幌なので︑比較的近く

あ み

てら ち

人権・環境などをテーマに啓発

にあるニセコ町の協力隊に応募し

寺地 亜美隊員

キルを活かせると思いました︒

地域から
持続可能な
世界の実現に
向けて

的な町だったからです︒

いました︒

よく︑ここで暮らしたいと思

色でしたが︑非常に居心地が

感動しました︒辺り一面雪景

訪れて景色︑きれいな空気に

数年前︑初めてニセコ町を

導をしていました︒

泊まりながら和食を作るという旅
配属先／
ニセコ中央倉庫群

たちの社会復帰を目標に︑軽

ほ

さ とう

し

に 出 て い ま し た︒１ 年 間 に 約

佐藤 志保隊員

作業や野菜の袋詰めなどの指

保育士・事務
の仕事の
経験を糧に

がうれしく︑早く地域の一員

協力隊になる前は︑通信サー

ニセコ町の
風景に感動

し︑西日本豪雨のときには避難所

は災害支援を行なうNPOに所属

団体を渡り歩いていました︒昨年

協力隊になる前は︑いくつかの

クパッカーで世界一周の旅を

ングホリデーをしたり︑バッ

ほかオーストラリアでワーキ

会社員をしていました︒この

協力隊になる前は︑東京で

町は︑今後も受け入れ先と

いくのではないでしょうか︒

り︑地域の力・魅力となって

まちづくりの一つの形とな

協力隊になる前は︑フード

今後は︑地域のみなさんの

し︑地方で活動を行いながら︑

市から地方へ生活の拠点を移

たか し

配属先／企画環境課

ニセコの大自然・
雰囲気が
大好きです

あや か

配属先／
ニセコリゾート観光協会

境課自治創生係

担当＝川埜・山本

℡0136

2121

■ご意見・お問合せ／企画環

めていただけると幸いです︒

がら︑ともにまちづくりを進

指導し︑時に優しく見守りな

れ︑彼らの挑戦を時に厳しく

力隊を広い気持ちで受け入

います︒町民のみなさんも協

後押ししていきたいと考えて

連携しながら︑隊員の挑戦を

の運営サポートを︑胆振東部地震

一年半かけて か国訪問する
などの経験をしました︒
ニセコを知ったきっかけは︑
ワーキングホリデー中にたま
たま参加したオーストラリア
人のツアードライバーにすす
められたことです︒
いつか行っ
てみたいと思い︑世界一周す
る 前 の 冬 季 シ ー ズ ン 半 年 間︑
倶知安町にある宿泊施設で働

今後はSDGsの普及促進に向

特区機構という半官半民の組

役に立てるよう方向性を見出

きました︒

け活動していくほか︑より広い範

織で︑道産食品の輸出促進を

た︒その挑戦は︑ニセコ町の

のやり方で挑戦をしていまし

きることをみつけ︑それぞれ

隊活動の中から自分たちにで

卒業生のみなさんは︑協力

考えています︒

力向上に取り組んでほしいと

緒に地域課題の解決や町の魅

や地域︑町民のみなさんと一

の一員となっていただき︑町

なさんにまちづくりの担い手

みです︒町では︑協力隊のみ

地域活性化につなげる取り組

囲で持続可能な町の発展のための

考えています︒

の市場を開拓していきたいと

企業や農家さんとともに海外

コ町の農産品などについても

牧場の商品だけでなく︑ニセ

今後は︑配属先である高橋

ただき︑応募しました︒

から協力隊の制度を教えてい

ていた時に︑ニセコ町の企業

フード特区機構で仕事をし

しながら実施していました︒

などの事業を北海道庁と連携

担当しており︑現地で商談会

その地域の定住・定着を図り︑

地域おこし協力隊とは︑都

のときには仮設住宅の集会所立ち
上げサポートなどをしました︒そ
れ以前はNGOで平和構築に関
わったり︑JICAの青年海外協
力隊として中米グアテマラで環境
教育の活動をしていました︒
協力隊に応募したのは︑ニセコ
町のまちづくりの姿勢や自然環境
に対する考え方︑雄大な自然に強

66

していきたいと考えています︒

配属先／高橋牧場ミルク工房

担当していました︒私は主に

くひかれたからです︒

くに あき
お ち

活動に携わっていきたいと考えて

寺地 高志隊員
てら ち

集

飯田 絢香隊員
いい だ
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越智 晋昭隊員

香港や台湾といった中華圏を

特

44

ニセコ町の
農産品を
海外に広めたい

います︒

かけがえのない
環境を未来に
残すために

町の取り組みやお知らせを紹介するページです
平成30年度の

町職員の給与などの状況をお知らせします
平成30年度の町職員給与などの状況（平成31年3月31日現在）がまとまりました。
ここでは、給与費に占める各種手当の割合や給与の決算状況、特別職、議会議員や一般職員の給与
の内容、職員数などをお知らせします。

給与費の内訳（一般職）

級別職員数（一般職）
分 標準的な職務

6級

課

長

5級

課

長

職員数（人）

⑧
⑦

H29 H30
2

5

15

12

4級

課長、係長

19

22

3級

係長、主任

33

36

2級

主

事

9

8

1級

主

事

13

10

合

計

91

93

⑨

⑩

⑥

⑫

①

⑤
④
③
②

総合計

※職員数は各年度４月１日現在の人数です。

人件費の状況（議会議員、特別職、一般職等）
48億8,767万円

人 件 費（Ｂ）

8億522万円
16.5%

人件費の内職員給与（Ｃ）

6億7,422万円

職員給与比率（Ｃ／Ａ）

13.8%

区

分

ニセコ町
類似団体
北 海 道
国

町
副
教

町
育

※類似団体平均とは、人口規模、産業
構造が類似している団体です。

平成31年4月における

料
期末手当
670,000円 ６月（給料月額＋給料月額の15/100）
×222.5/100
×222.5/100
570,000円 １２月（給料月額＋給料月額の15/100）
×445/100
520,000円 合 計（給料月額＋給料月額の15/100）

議会議員の報酬等の状況
給
議
長
副 議 長
常任委員長
議会運営委員長
議
員

(100円未満
切捨て )

一般行政職
平均給料月額 平均年齢
310,561円
42.3歳
301,998円
41.3歳
326,697円
44.2歳
329,845円
43.5歳

特別職の給与等の状況
給
長
長
長

5億2,640万円

職員の平均給料月額・平均年齢

歳出総額（Ａ）
人件費率（Ｂ／Ａ）

⑪

料
期末手当
258,000円
205,000円 ６月（給料月額＋給料月額の15/100）
×222.5/100
×222.5/100
184,000円 １２月（給料月額＋給料月額の15/100）
×445/100
184,000円 合 計（給料月額＋給料月額の15/100）
170,000円

給与の内容を
お知らせします

平成31年4月1日現在の給与の
内容をお知らせします。
現在、公務員の給与は全国的
に見直しが進められています。
町では、これらの動向を踏ま
え、これからも適正な水準を保
つよう努めます。

期末・勤勉手当
区
ニセコ町

分

6月
12月
合 計

期末手当
1.3月分
1.3月分
2.6月分

勤勉手当
0.925月分
0.925月分
1.85月分

加算措置
有

職制上の段階、
職務の級等に
よる加算処置

※国家公務員の支給割合と同様です。
| 2019 | 8月号 ｜ 広報ニセコ
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まちづくり情報室

区

①給料・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 3億3,701万円（64.0%）
②扶養手当・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1,012万円 （1.9％）
③住居手当・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・764万円 （1.4％）
④通勤手当・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・70万円 （0.1％）
⑤時間外勤務手当・・・・・1,700万円 （3.2％）
⑥期末手当・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 7,929万円（15.1％）
⑦勤勉手当・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 5,419万円（10.3％）
⑧寒冷地手当・・・・・・・・・・・・・・・・・・770万円 （1.5％）
⑨子ども手当・・・・・・・・・・・・・・・・・・・559万円 （1.1％）
⑩管理職手当・・・・・・・・・・・・・・・・・・634万円 （1.2％）
⑪管理職員特別勤務手当・・・36万円 （0.1％）
⑫宿日直手当・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 46万円 （0.1％）

まちづくり情報室

退職手当

ニセコ町

まちづくり情報室

国

勤続年数
勤続20年
勤続25年
勤続35年
最高限度額
ニセコ町と同じ

自己都合
19.6695月分
28.0395月分
39.7575月分
47.709月分

支 給 率
勧奨・定年
その他の加算措置
退職時特別昇給
24.5869月分
33.2708月分
定年前早期退職特例措置
なし
（2〜20％加算）
47.709月分
47.709月分

扶養手当
（月額）

通勤手当
（月額）

配偶者
ニセコ町

自動車などを使用

6,500円

22歳までの子

ニセコ町

10,000円／人

子以外

7,100円

15〜20km

6,500円

満16歳から満22歳までの子

10〜15km

5,000円加算

10,000円

※国家公務員と同様です。

※国家公務員と同様です。

住宅手当
（月額）
借家・借間
12,000円

基礎控除
ニセコ町

11,000円

全額支給額

16,000円

1/2 加算限度額

27,000円）

（最高支給限度額

例：家賃50,000円の場合、住居手当は24,500円
・50,000円 ‑（①＋②）＝ 27,000円③
・③×1/2＋②＝24,500円（支給額）
※
「借家・借間」
については国家公務員と同様
※
「持家」
については、平成21年12月に廃止しています

ラスパイレス指数

特殊勤務手当
感染症防疫
危険手当
保健師
危険手当

感染症防疫作業などを行う場合

1日 500円

結核患者宅などの家庭訪問の場合 1日 500円

支給率

給料月額×8／100
課長相当職

支給対象者

管理職員特別勤務手当
管理職が臨時または緊急の用務により勤務をした場合
（休日）
３時間以上６時間未満の勤務 10,000円
６時間以上の勤務
（平日夜間）
１回につき
支給対象者

■問合せ／総務課総務係
℡0136-44-2121
10

H28

H29

H30

95.5%

96.1%

94.5%

95.6%

※ラスパイレス指数とは、国家公務員の給与を100％と
した場合の、地方公務員
（ニセコ町）
の給与水準のこと

福利厚生団体への加入

管理職手当

支給額

H27
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課長相当職

担当＝馬渕・深澤

15,000円
5,000円

ニセコ町の職員で構成され、会員の会費
によって運営されている
「ニセコ町職員
互助会」
と、道内の市町村職員で構成し
ている
「北海道市町村職員福祉協会」
に
加入し、職員の福利厚生に取り組んでい
ます。

条例の背景
ニセコ町の実態をおさらいし

てみましょう︒2015年で

は︑家庭と業務を合わせた建物
由来の温室効果ガスが排出量全
体の約７割︑自動車由来のもの
が約２割を占めています︒
プランに示す﹁温室効果ガス
の排出量を︑2015年比で
2030年までに ％︑2050
年までに ％削減する﹂という
目標を達成するためには︑これ
らの領域における化石燃料由来
のエネルギー消費量を優先して
減らしていかなければなりませ
ん︒そのなかには基幹産業であ
る観光業・農業も含まれます︒

組みなどについて、
紹介しました。

今回は、条例によって環境負荷の低減
についてご紹介します。

法をとることも重要です︒

町内で電気︑ガスなどを供給す

る事業者に対し︑供給するエネ

増加は建物由来の温室効果ガス

排出量の削減につながります︒

そこで︑プランに基づき︑次
のような条例の制定を進めてい

ルギーの種別︑供給量などの情

定も検討しています︒

情報の提供を求める条例﹂の制

報提供を義務付ける﹁エネルギー

それがこの条例のねらいです︒

る条例︵宿泊税を財源とする

○事業活動の低炭素化を促進す

こうと考えています︒

条例の概要
○建物の低炭素化を促進する条例

設備導入検討制度 ︶

成して取り組みを実施するなど︑

減するための５年間の計画を作

地域経済を活性化するねらいも

の負荷の低減を目指すと同時に︑

ここに示した条例は︑環境へ

省エネ改修への助成など︶

建物を新築・改築・改修しよ

一定の基準を満たす場合に︑町

あります︒つまり︑現在︑町内

︵建築物のエネルギー性能評

うとするときに︑建築主は︑建

は事業者と協定を締結した上で

で使用される電気や燃料は︑ほ

条例のねらい

物のエネルギー性能と再生可能

支援を行う制度を設けます︒当

とんどが町外の事業者から調達

事業者が︑環境への負荷を低

エネルギー設備の導入を検討し︑

面は︑後述する宿泊税を財源に︑

価制度︑再生可能エネルギー

その結果を町へ届け出る制度を

されており︑わたしたちが支払っ

価として町の外へ流れています︒

宿泊施設の省エネ改修に対する

町で最も多い事業活動からの

その費用の一部を︑省エネ性能

新設します︒その中では︑建築
能を客観的に評価できるツール

温室効果ガスの削減を進め︑観

の高い建物の建築費や人件費な

ている光熱費は︑その購入の対
を使って︑建築主へ説明しなけ

光地としての価値を長期的に高

ど︑違う形に替えて支払うこと

支援を想定しています︒

ればならないこととします︒つ

めることを目的としています︒

事業者が︑建物のエネルギー性

まり︑車を買うときに燃費を一

なりますが︑毎月の光熱費は安

とです︒従来より建築費は高く

上で決めてください︑というこ

費＝エネルギー性能を検討した

物も費用やデザインに加え︑燃

太陽光発電・風力発電などの再

適切な利用を促進する条例﹂や︑

取り組みを推進する﹁自転車の

事業者︑町の責務や役割を示し︑

快適に利用できるよう︑利用者︑

このほか︑自転車を安全かつ

■問合せ／企画環境課環境モデ

すので︑是非ご参加ください︒

がいながら検討を進めていきま

の機会を通じて︑ご意見をうか

いては︑今後︑住民説明会など

条例の内容や制度の詳細につ

で︑地域の中でお金が循環する

く抑えられます︒住宅や商店︑

生可能エネルギー施設の設置に

つの判断材料とするように︑建

企業の事務所や観光施設などの

際し︑事業者に早い段階で届出

担当＝柏木・宮坂

℡0136

ル都市推進係

可能性も広がります︒

建物が対象で︑人が居住しない

を求める﹁再生可能エネルギー

2121

倉庫や納屋は該当しません︒

の適切な導入を促進する条例﹂
︑

11
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まちづくり情報室

２次環境モデル都市アクションプラン」

続的に取り組むことのできる手

と地域経済の活性化を促進する取り組み
貨物自動車 9％

〜環境モデル都市推進
条例（仮称）の制定に向けて

一方で︑暮らしや事業活動に過

エネルギー性能の高い建物の

44

（以下「プラン」
）策定の背景や今後の取り
業務 50％
家庭 21％

未来をつくる
44

度な負担を与えず︑長期的・継

ニセコ町の温室効果ガス排出割合
（2015年）

ニセコ町の
86

今年の広報ニセコ１月号の特集で、
「第
製造業 4％
建築業・鉱業 1％
農林水産業 3％
旅客乗用車 12％

町の取り組みやお知らせを紹介するページです

安町がすでに宿泊税を今年 月

が確立されていること︑③倶知

導入が進んでおり︑比較的制度

地域全体の観光クオリティが

然の取り組みであるものの︑

③自然環境維持と観光振興は必

から導入するため︑ニセコエリ

事業︵使途︶の透明性を図り

向上する事業を推進させる

ながら︑事業を推進します︒

の重要性について理解いただき

ティーの向上と地域環境の保全

つつ︑観光地としてのクオリ

アで同一の税の導入が望ましい
こと などが主な理由です︒

導入に向けた今後の考え方
宿泊税の導入に対しては︑次
の方針に基づいて進めたいと考

オリティーが向上し続けられる

た宿泊税制度の導入および施

神にのっとり︑身の丈にあっ

①
﹁ま ち づ く り 基 本 条 例﹂の 精

のアンケート調査や意見交換︑個

宿泊税条例 仮
(称 に
) 関しての
宿泊事業者のみなさんに対して

町では︑宿泊税導入へ向けて︑

今後のスケジュール

ような施策を実施するため︑宿

策の推進を目指す

えています︒

ニセコ町の﹁すばらしい自然
泊税の導入に向けた取り組みを

予定です︒

環境﹂は︑ニセコ地域全体に好

礎とし︑身の丈にあった税制度の

境保全の取り組みを積み重ねて

考え︑これまでもさまざまな環

町の地域産業の振興の生命線と

環境を守り続けていくことが︑

業に及ぼす影響が大きく︑この

自然環境や景観の崩壊は地域産

なこと︑③町の自然環境を保全

る外国人観光客への対応が必要

があること︑②ここ数年急増す

地として持続・発展させる必要

コエリアをさらに魅力ある観光

導入するのでしょうか︒①ニセ

町はなぜ新しい観光目的税を

し︑自然環境を守りつつ︑地域

経済的価値を最大限に引き出

町の環境価値︑社会的価値︑

持・持続・発展させる

などが好循環する仕組みを維

今ある環境を保全し︑観光業

②宿泊税の導入によって地域が

■問合せ／商工観光課観光戦略

ます︒

を通して随時お知らせしていき

決まりましたら︑今後広報など

目指しています︒詳しい内容が

︵2021年︶６月からの導入を

でに条例を制定させ︑令和３年

令和２年
︵2020年︶
３月末ま

なぜ宿泊税なのか

きました︒引き続き︑環境や景

することで地域産業の好循環の

産業における好循環を維持しま

これらの意見調整を踏まえて︑

観に配慮したまちづくりを進め

仕組みを維持する必要があるこ

導入・施策を推進します︒

つつ︑町の自然環境のすばらし

す︒また︑この自然環境の恩恵

体感し続けてもらえるような地

しょうか︒①課税対象者が明確

それではなぜ宿泊税なので

さんが享受できる施策を持続・

をすべての観光客や町民のみな

担当＝福村・三橋・佐々木

℡0136

推進係
と などが主な理由です︒

域にしていきたいと考えていま

2121

さを多くのみなさんと共有し︑

います︒一方で︑ニセコ地域の

や町民のみなさんに親しまれて

導入の目的

11

別相談︑まちづくりトーク︑まち

導入を進めます。

宿泊税の制度設計においては︑

検討経過を踏まえ、町として「宿泊税」の

づくり町民講座を実施していく

について検討してきました。
これまでの

納税者や宿泊事業者の共感を基

ため、以前から新しい観光目的税の導入

進めることとなりました︒

町では、持続可能な観光地を実現する

循環をもたらし︑多くの観光客

どうあるべきか

発展させます︒

調査・検討

︵調査 アンケート等︶

中間発表

制度設計条例案
策定
法令審査

総務省等同意協議

パブリックコメント

定例議会

観光客への周
知など

納税へ向けた
周知や説明

2020年4月〜2021年5月

条例施行
納税開始

2021年6月

観光振興は

であること︑②多くの自治体で

4月〜10月

11月

11月〜1月

2月

3月

（予定）

（予定）

〜宿泊税の導入に向けた
本格検討に向けて
まちづくり情報室
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44

2019年

2020年

2021年

ニセコ町の
す︒そして︑観光地としてのク

まちづくり情報室

スポーツを通して親睦を深める
ふれあい町民運動会

MY TOWN
HOT NEWS

昨年は雨で中止した町民運動会。今年は7月7日にニセ
コ小学校グラウンドで行いました。
始まりは曇り空でしたが、選手や応援の熱気に応える
ように太陽が顔を出し始め、絶好の運動会日和となりま
した。
小学生からシニアまで幅広い年代が参加し、協力しな
がらゴールを目指したり、全力で走ったり、天に祈った
りと白熱した勝負が繰り広げられました。
［第49回結果］ 優 勝 双六チーム 87点
準優勝 本通チーム 81点
３ 位 北部チーム 75点

みなさんの地域や職場の話題などありましたら、
広報担当（℡.0136-44-2121）までお気軽に
ご連絡ください。
まちの話題

一番運がいいのは誰かな

息を合わせて跳ぼう
背中でボールをはさんでゴールをめざす

消防の仕組みを学びました
少年消防クラブ学習会

プレゼントをありがとう
「中央元気か〜い」からの贈り物とお礼

秋が待ち遠しい
ニセコ小学校田植え体験

ニセコ少年消防クラブ第1回学習

中央地区の女性たちで構成する

6月12日にニセコ小学校の5年生が

会が、6月15日にニセコ消防署で行

「中央元気か〜い」からニセコの小

田植えを体験しました。ニセコ小は

われました。

学1年生全員にプレゼントが贈られ

毎年田植え体験の授業を行っていま

ました。プレゼントは今年で4回目

す。今年も周辺の農家に協力しても

です。

らい、子どもたちは泥だらけになり

クラブ員たちは、出動指令が出た
ときにどのように行動するか、消防
署ではどのような仕事をしているの
かを勉強しました。
今後も月1回学習会が行われ、訓

１年生たちは感謝状を作り、6月
13日に小学校を訪れた「中央元気か
〜い」のみなさんに手渡しました。

ながら、楽しそうに田植えをしまし
た。
秋には稲の収穫体験も行い、お米

練などを通して、みんなで楽しく地

感謝状には「ありがとう」と書かれ、

を自分たちで料理して食べます。お

域防災の学習をする予定です。

折り紙などが飾られていました。

いしいお米ができるといいですね。

本物の消防車に乗ったよ

今年のプレゼントはドラえもんのポケットティッシュ入れ

収穫が楽しみだね
| 2019 | 8月号 ｜ 広報ニセコ
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雲の中を歩いたよ
子どもと一緒にアンヌプリ登山

地域出資によるまちづくり
第180回まちづくり町民講座

地域のお金を地域でまわす
第179回まちづくり町民講座

6月29日にニセコ子育てママの会

町では、6月25日に不動産、建築、

町では、6月22日に町民センター

主催のニセコアンヌプリ登山が行わ

地域活性化の専門家をコメンテー

で「地域経済循環」をテーマにまち

れました。この登山は、以前行って

ターに迎え、「地域出資による不動

づくり町民講座を開催しました。講

いたアンヌプリ登山がなくなったこ

産」をテーマに町民講座を開催しま

師はクラブヴォーバン代表で、環境

とを残念に思ったママたちが企画し

した。はじめに講師の村上敦さんと

ジャーナリストの村上敦さんです。

たものです。

早田宏徳さんから、新たな生活モデ

町では、持続可能なまちの実現に

町民を中心に約60人の参加者が、

ル街区の必要性や考え方について説

向けて今年度から5年間の取り組み

朝9時ごろ五色温泉を出発し、アン

明がありました。次にコメンテー

を決めた環境モデル都市第2次アク

ヌプリの頂上を目指しました。頂上

ターのみなさんを交えて、住民が出

ションプランを作成しました。

では雲の上に浮かぶ羊蹄山を見なが

資する意義などを議論しました。

今回は、その実現に向けてどのよ

まちの話題

ら、みんなで楽しそうにお弁当を食

この事業は、昨年からワークショッ

うな活動をしたらよいか、海外では

べることができました。途中タニウ

プや住民説明会を行ってきましたが、

どのような取り組みをしているのか、

ツギなどの高山植物を見たり、雲の

今回初めて「町民による出資」を

実際に欧州で行われた環境問題に対

中を歩いたりしながら、子どもたち

テーマにしたこともあり、専門家を

する呼びかけ運動の話などを交え、

は最後まで元気に歩きました。

交えて意見を聞きました。

レクチャーしていただきました。

町の自然ガイドも協力しました

豪華メンバーがそろいました

昨年から何度もニセコ町を訪れている村上敦さん

世界がまるわかり
第2回ワールド祭り

47年間教科書販売ありがとう
令和元年度教科書供給功労者表彰

まちの防犯に努めました
北海道防犯協会連合会防犯功労者表彰

7月6日に町国際交流員が、綺羅乃

小池文房具店店主の小池豊子さん

「北海道防犯協会連合会」と「北

湯隣のラジオニセコ前で第2回ワー

が、長年の教科書販売を評価されて

海道警察署長連盟」による防犯功労

ルド祭りを開催しました。

文部科学大臣から表彰されました。

者の表彰者が決定し、6月21日に倶

け まり

会場には、羽根つきと蹴鞠をあわ

今回の表彰は、教科書の販売を45

せたような中国の遊び「ジェンズ」

年以上続けている人に送られるもの

など各国の遊びが体験できるコー

です。小池さんは47年間教科書を販

佐藤さんは昭和40年から防犯活動

ナーが設けられました。クイズ大会

売してきました。小池さんは「教科

を行っており、近隣住民への防犯の

も行われ、全問正解した人には世界

書を販売するときに、子どもたちと

呼びかけなど、意欲的な活動を行っ

のお茶やコーヒーの詰め合わせなど

のふれあいが楽しかった」と思い出

てきました。そのような活動が認め

豪華景品が送られました。

を話してくれました。

られ、｢防犯功労賞｣を受賞しました。

世界にはいろんな遊びがあるよ！

文部科学省と教育委員会からそれぞれ記念品が贈呈されました

倶知安警察署長が手渡しました

14
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知安警察署で佐藤寛治さん（字富士
見）に表彰状が贈られました。

東京ニセコ会

TEL.

44-2121 FAX.44-3500

去る５月 日︑９回目の東京ニセコ会

企画環境課広報広聴係まで

が来てもうろたえない︑動じない町を目

リゾート︑小さな国際リゾート︑新幹線

しい景色と静かな

コ会の役員も︑美

のニセコ町につい

CULTURE

海道意見発表大会へ3人が出場しまし

7月20日（土）に本校体育館で行った

た。
大会結果は、
「ラベンダー研究とＳ

学校祭では多くの地域のみなさんにご

ＤＧｓの取り組みについて」
発表した3

来場いただき、
誠にありがとうござい

年長尾まゆさんが分野Ⅱ類にて優秀

ました。
今後も地域に愛される学校を

賞1席、
「ラベンダー研究と自分自身の

目指して、
地域行事への参加や農業ク

成長について」
発表した3年上村愛さ

ラブ活動を進めて行きたいと思います。

んが分野Ⅲ類にて最優秀賞に輝きま

した。
上村さんは2年連続での最優秀

初の蝶番いで来たる令和かな

つが

植え変える母の遺愛の君子蘭

都忘れ一輪挿しに客迎ふ

よさこいの乱舞夏空突き 上ぐる

ニセコ俳句会

香港の富裕層は云 うニセコにて空の広さを 初めて知ったと

同期会みな 歳経ても あの頃の面影残るなつかしき 顔

ニセコ短歌会

南北海道意見発表大会
での活躍

ダーを多くの人たちに知ってもらう機

22日
（木）、
23日（金）に壮瞥町で開催さ

正子

保子

英文

ミヨ

会となりました。
入賞した2人は、
8月

亀田

禮子

斉藤 うめ子

巾下

重森

山崎

林

賞になり、
ニセコの町花であるラベン

れる全道大会に出場します。
全道大会

15
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みんなのページ

集いの前に︑希望者で迎賓館赤坂離宮

指して行きたいというお話しでした︒

豪華な装飾が施されています︒華やかで

環境を保ちながら︑

私たち東京ニセ

の見学会をしました︒宮殿の各部屋には

企業も進出していること︑そして癒しの

ていること︑世界中から訪問客があり︑

話がありました︒ニセコ町は人口が増え

現在と将来︑そして課題などについてお

今月のレポーターは小野亮子さんと内藤則子
さんです。東京ニセコ会の副会長として首都圏
の物産展などでニセコ町をＰＲしています。

朝日の間︑花鳥の間︑羽衣の間などとい

風格と気品に満ちた迎賓館を見学したみ

う名前がつけられ︑それぞれ特徴のある

なさんは﹁素晴らしかった︑来て良かっ

なってほしいとい

豊かなふるさとに
う気持ちです︒

た﹂と感激していました︒
集いの出席者は 人で︑片山町長︑逢

て語り合う機会を

今後もこれから

坂衆議院議員をはじめ町関係者︑ニセコ
各地の東京ふるさと会の人たちと多岐に

持ち︑ささやかで

町の出身者︑ニセコ町のファン︑北海道
わたりました︒会場では︑あちこちで語

もお役に立ちたい

ほ

み

あお き

！
！

町民による町民のためのコーナー
あなたもレポーター活動をして
みませんか？みなさんの参加を
お待ちしています

町民レポーター活動中

vol.42

ふぁん

と願っています︒

未歩
青木

通信

ニセコ

り合う様子が見られ︑和気あいあいと楽
しい集いでした︒
片山町長や逢坂議員︑猪狩町議会議長︑
商工観光課の福村課長からはニセコ町の

よい報告ができればと思います。
ミュニティセンターで開催された南北

でも上位へ入賞し、
地域のみなさんに
5日
（金）
に当別町白樺コ
7月4日（木）、

ページ

の集いが開催されました︒

12

書記
2年

みんなの
60

ニセコ高校 農業クラブ

です
の参加ページ
町民みなさん
！
ちしています
お便りをお待

INFORMATION

No.197

学習交流センター あそぶっく

■開館時間／午前10時〜午後6時
■休館日／月曜日・最終金曜日・祝日・年末年始
TEL.0136-43-2155 FAX.0136-43-2156
http://asobook.sakura.ne.jp/

ニセコ小学校朝読書

あそぶっく祭り

ニセコ小学校で朝の読み聞かせをし
ています

お 知らせ

人形劇を楽しむ来場者のみなさん

展

第14回あそぶっく寄席

みんなのページ

毎年恒例の寄席を開催します。
落語をお楽しみください。
◆日時／8月4日（日） 午後6時30分開場、
午後7時開演
◆場所／町民センター
◆出演／桂福丸さん
プロフィール/神戸市生まれ。
灘中学灘高校卒業。
2007
年4代目桂福団治に入門。
◆入場料／無料
※託児は予約制となりますので、
希望される人は、
事前に
あそぶっく事務局までご連絡ください

示

7/27〜8/28
本の
特集
展示 『海』

駆け足で過ぎる北海道の夏ですが、夏と言え
ば海。
海でのキャンプやＢＢＱなどの楽しみ方か
ら、海を取り巻く自然、環境問題、絵本など海に
関する本を幅広く集めました。

生け花
（桑原奈穂美さん）
趣味の 8/6〜8/11
展示 8/13〜8/31 押し花
（押し花を楽しむ会）

「あそぶっく講座」
開催

おすすめ本 紹介

学芸員をお招きして昆虫・ハチのお話をお聞きします。
◆日時／8月24日（土） 午後1時30分開始
◆場所／あそぶっく
◆講師／小田桐亮さん
（倶知安風土館・学芸員）
◆入場料／無料

『家の歴史を書く』

古本市を開きます
ニセコ福祉まつりにおいて、
古本市を開きます。
◆日時／8月31日（土） 午前10時30分〜
◆場所／町民センター

休館のお知らせ
8月29日（木）と8月30日（金）の2日間は蔵書点検と図書整
理のため、
休館させていただきます。
※本の返却は、
あそぶっく正面玄関にあるブックポストをご
利用ください。

朴 沙羅 著 （筑摩書房）

韓国済州島から日本に来
た親世代の親族の話を、社
会学者の作者が聞いて著し
た「生活史」の記録です。文
化人類学といった難しさは
なく、
ユーモアを交えて描か
れています。
在日二世の9人
の伯父伯母の断片的な記憶
を歴史的な文脈にあては
め、
注意深く根気を持ってイ
ンタビューする姿が印象的
です。

新 着 本 紹 介
実用書
100歳まで自分の歯を残す4つの方法

読み物
齋藤博 つみびと

メモの魔力

前田裕二 精霊の木

想定外の人体解剖学

坂井建雄 とむらい屋颯太

児童書・絵本
山田詠美 たべてあげる

おおのこうへい

上橋菜穂子 よろしくパンダ広告社
梶よう子 サイド・トラック

間部香代

ダイアナ・ハーモン・アシャー

新着本はこのほかにもたくさんあります。
あそぶっくでご覧ください。
16
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このコーナーでは、子育てに関する
さまざまな活動や情報をご紹介します！

幼児
センター

年長児が
﹁お泊り保育﹂
で

幼児センターに一泊しまし

た︒
事前に夕飯の材料をみん

なで買いにいき︑
地域の商店

の協力で︑
品物やお金のやり

とりを経験できました︒

当日は夕飯までの間︑
さま

ざまな材料を使って衣装づ

くりをして遊びました︒
自分

のイメージする服や飾り︑
持

ち物を作って楽しみ︑
次の日

はそれを身につけ︑
お迎えに

きた保護者に歌と踊りを披

露しました︒

私のドレス素敵でしょ？

お泊り保育が
ありました

子育てトピックス

おひさま

みんなのページ

はじめての

歯みがき︑
レッスン

歯科衛生士の林裕子さん

を講師に迎え︑﹁虫歯を防ぐ

方法﹂
や
﹁仕上げみがきレッ

スン﹂
などを行いました︒

参加したお母さんたちか

らは
﹁歯みがきのタイミング︑

虫歯になる原因などわかっ

てよかった﹂﹁先生の説明が

楽しくわかりやすくて︑
大人

の歯についても話してくれて

良かった﹂﹁磨き方などの見

直しのきっかけになった﹂
な

どの感想が寄せられ︑
とても

好評でした︒

きれいにみがこうね！

「おひさま」
とは…親子で気軽に遊べて、友だち同士、悩みなど相談できるふれあいの場所です。
（幼児センター内）

お知らせ

「ベビーマッサージ」

子育て
講座

子どもにやさしく触れることで、
親子のコミュニケー
ションが取れます。
ベビーマッサージのよさや方法を学
びましょう。
◆日時／８月28日（水） 午前10時〜午前11時30分
◆場所／子育て支援センター「おひさま」
◆申込期限／８月21日（水）

妊婦さんも
「おひさま」
にどうぞ
「おひさま」
は、
親子だけではなく妊婦さんも大歓迎です。
妊婦中の過ごしかた、生まれてからの育児のこと、不安
はたくさんあるでしょう。
そんな時は、
「おひさま」
に遊びに

令和元年度 幼稚園教諭・保育士

採用試験募集要項

幼児センターでは、
子どもたちの笑顔輝く健やかな
成長を育むため、
元気で、
町の将来を担う意欲的な職
員の採用を次のとおり予定しています。
◆採用職種／幼稚園教諭・保育士
◆採用数／若干名
◆受験資格／幼稚園教諭および保育士両方の資格を
有する人。
もしくは、令和2年3月までに資格を取得す
る見込みの人で、昭和59年4月2日以降に生まれた人
（資格を取得することができない場合は、採用資格を
失います）
◆応募期限／８月29日（木）
※詳しくは、町ホームページをご覧ください

来てください。先輩ママたちの話を聞いたり、赤ちゃんを
抱っこさせてもらったりできます。
出産や育児に関する本の貸し出しも行っていますので、
ぜひお気軽にお越しください。
◆
「おひさま」
の開放日と時間／平日 午前９時〜午後５時

〈このページに関する問合せ〉
ニセコ町幼児センター「きらっと」
▶担当／青木・佐藤
TEL.(代表)0136-44-2700 FAX.0136-44-2725
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こみゅにてぃ~

1歳の写真

赤ちゃん

平成30年8月生まれの子どもの
掲載はありませんでした
おめでとう
ございます
ご結婚

包括支援

vol.

5

だより

ニセコ町包括支援センター

TEL.0136-44-2121

います︒認知症は誰もがかかる

またはその予備群と推計されて

の高齢者の４人に１人は認知症

・物忘れの自覚がある

・体験の一部を忘れる

●普通の物忘れ

す︒

認知症は時間とともに進行す

る病気のため︑早期に発見して

適切に対策を行えば︑進行を穏

やかにし︑改善することができ

ます︒また︑症状が軽いうちに

病気と向き合い︑医療機関に相

談し︑家族と話し合うことで︑

今後の生活に備えることができ

るため︑早く気づくことが何よ

りも大切です︒本人だけでなく︑

家族や周囲の人が﹁あれ？﹂と

感じることがあったら︑その変

化を見逃さないようにしましょ

う︒

認知症初期集中支援チームが設

認知症の方やご家族を支援す

置されています

るために︑平成 年から認知症
認知症は早期に発見し適切な対

・ヒントがあると思い出せる

・性格は変わらない

ムが設置されています︒ご本人

で構成された認知症の支援チー

サポート医や保健師等の専門職
応をすることでその症状を軽減

やご家族の状況に合わせた医療︑

介護の利用や対応方法の支援に

・自分の今いる場所や時間はわ
かる

・体験の全部を忘れる

気軽にご相談ください︒

ついて検討し︑サポートを行い
年齢を重ねると誰でも物忘れ

・物忘れの自覚がない

認知症の相談窓口

●認知症の物忘れ
をするようになりますが︑認知

・親しい人やよく行く場所がわ
の能力が低下し︑日常生活に支

損傷したために記憶や思考など

・ヒントがあっても思い出せない

・性格に変化がある

からなくなる

に支援するための相談機関です︒

支援センターは高齢者を総合的

相談ください︒

なることなど︑まずは気軽にご

役場に設置している地域包括
障が出る状態のことです︒それ

日常の困りごとやちょっと気に

早めの相談や受診が大切

からなくなる

・自分の今いる場所や時間がわ
なったりすることがあります︒

状態になったり︑怒りっぽく

により︑不安を感じたり︑うつ

ます︒﹁あれ？﹂と思ったら︑
症は何らかの原因で脳の神経が

認知症は脳の病気です

ることができます︒

できたり︑進行を遅らせたりす

れない

可能性がある身近な病気になり

認知症と普通の物忘れは違いま

青木保健師

・親しい人やよく行く場所は忘

65

ましたが︑正しい知識を持って

厚生労働省によると 歳以上

︽知って支える認知症︾

センター

いない人はまだ多い現状です︒

29

青木保健師の
みんなのページ
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8月生まれ
こんにちは

ごめいふくを
おいのり
します

住民係窓口受付分

ニセコ町からのお知らせ

く らし の 情 報
９
※月４日に岩内町でも同
様の説明会があります

くらしの情報

★準備はお済みですか
︵岩内商工会議所︶

が︑みなさんのご理解とご
■工事期間／令和３年 2(0
21年︶２月 日 まで

い︑ご不便をおかけします

今後も︑新庁舎建設に伴

できます︒

消費税軽減税率説明会
■申込期限／８月 日

お知らせ

今年の 月１日から︑消

協力をお願いします︒
1009

日(曜・祝日は工事を行わ
ない予定です︶

℡0136

税務署総務課

■申込み・問合せ／倶知安

されます︒
そこで倶知安税務署では︑

役場建設工事に伴う交通規制

■交通規制時間／午前８時

バス停

ニセコ小学校
グラウンド

菊地歯科
医院

送迎用
駐車スペース
約５台分

現場
事務所

教職員
住宅

ゲート

お寺
︵大円寺︶

お寺
︵賢照寺︶

ゲート

※17時45分から18時30分までの間は
一般車両も通行できるよう対応します

フェンス
（高さ1.8ｍ）

事業者のみなさん向けに軽

町では︑新庁舎の建設を

ります︶

現庁舎

減税率制度の説明会を行い

進めており︑７月 日から
工事の着工に伴い︑
令和３年

後６時 分の時間帯につ

東
三
条
中
通

新庁舎建設地

上記の時間帯
一般車両及び歩行者は
通行できません

8：15〜20：00

月〜土

矢橋商店

ます︒
軽減税率に対応するには

分から午後８時まで 時(
間は前後する可能性があ

事業者のみなさんはぜひ説

準備が必要となりますので︑ 現地工事を着工しています︒

明会にお越しください︒

右記︑交通規制時間のう
※
ち︑午後５時 分から午

電話で申し込みが必要です︒ 三条中通︵新庁舎建設地東

いては一般車両も通行で

午後

側︶の一般車両および歩行

■日時／９月３日

きるよう対応します︒

２時〜午後３時

℡0136

2121

者の通行ができません︒
︵ス

なお︑説明会の参加には

2
( 021年 ２)月 日まで︑
下記の交通規制時間には東

15

■問合せ／建設課庁舎整備係
工事が休みの日や交通規

担当＝田中・黒瀧

フェンス
（高さ1.8ｍ）

（金）

制時間外は通行することが

30

搬出入口及び安全誘導員

あそぶっく

16

28

クールバスのみ通行可︶
センターホール︵倶知安
町南２条西１丁目︶

学童保育所

（日）

30

25

10

費税の軽減税率制度が実施


■場所／倶知安町中小企業

（火）

送迎用
駐車スペース
約４台分
正
門

28

45

44

 


※現庁舎側のゲートから工事車両が出入する際は、誘導員を配置し安全に配慮します

19
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佐藤弁護士の

くら し の お 悩 み

経済センサスー基礎調査
実施のご案内
した事業所など一部の事業
て︑今年︑国が改定した防災

町の災害用備蓄品などを展

セコ消防支署の消火器資材︑

担当＝青田・北野・齊藤

℡0136

44

2121

献血にご協力を

情報︵レベル化の導入︶を使

見学は自由︵図上訓練を

献血車が町内各所を巡回

所には調査票を配布するこ

動による情報伝達訓練を行

除く︶
ですので︑ぜひお越し

示します︒

調査の趣旨・必要性をご

います︒

します︒
みなさんのご協力

用し︑防災ラジオの自動起

は︑わが国のすべての産業

理解いただき︑回答をよろ

訓練時刻になりますと︑ ください︒

をお願いします︒

とにより行います︒

分野における事業所の活動

しくお願いします︒

■防災訓練日時／8月 日

時 ニ

（火）

経済センサス 基礎調査

状態などの基本的構造を全

防災ラジオから大きな音声

時〜午前

11

27

■日時・場所／9月3日

午前

10

午前9時〜午後2時

（火）

■問合せ／企画環境課統計

で防災情報が流れますので︑

お間違えのないようにご注 ・情報伝達訓練・炊き出し

意ください︒

分 役場前

30

2121

44

国および地域別に明らかに

セコ日通自動車整備工場

担当＝澤田・齊藤

調査係

訓練／午前9時〜正午

午後0時 分〜午後4時

するとともに︑
事業所・企業

・人命救助装備品などの展

℡0136

また︑町民のみなさんが

示／午後0時 分〜午後

防災訓練の実施

■問合せ／保健福祉課健康

30

を対象とする各種統計調査

間近で見られる訓練として︑

2時

30

の母集団情報を整備するこ

自衛隊と赤十字奉仕団の連

■場所／町民センター︑同

とを目的としています︒

町では︑土砂災害を想定

携による炊き出し訓練を行

この調査は︑
2019年6

月から開始し︑
2020年3

した行政職員による図上訓
づくり係

月までの期間︑調査員が全国

44

2121
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℡0136

20

担当＝佐藤

施設駐車場および周辺

■問合せ／町民生活課生活環境係
℡ 0136-44-2121

担当＝齋藤・上仙

資源ごみを汚れたままの状態で袋にいれ、
ごみス
テーションや、
役場裏の資源ごみ保管庫に出されるもの
が見受けられます。
資源ごみとして分別しても、
汚れた
状態では資源にはなりません。
必ず、
残っている中身を出して水で洗い、
空き缶、
空き
びん、
ペットボトルをそれぞれに分けて、
透明な袋
（半透
明な袋）
に入れて出してください
（ペットボトルのキャッ
プとラベルを捨てるときは、
その他プラスチック製容器
包装になります）
。
次のものは空きびんやプラスチック製容器包装では
なく、
「燃やさないごみ」
になりますのでご注意ください。
・ガラスの哺乳びん
・耐熱ガラスでできたもの
（食器など）
・プラスチック製植木鉢
・プラスチック製洗面器
限りある資源を有効活用するため、
みなさんのご協力
をお願いします。

います︒あわせて︑陸上自

空き缶、空き瓶、
ペットボトルは
軽く洗って、袋は分けて出しましょう！

すべての事業所の活動状態

クリーンステーション

■問合せ／総務課防災係

くらしの情報

パークフロント法律事務所ニセコ事務所
ニセコ町字本通141番地
℡ 0136-44-3800 FAX.0136-44-3801

衛隊の人命救助装備品︑ニ

7月1日から相続に関する法律が改正になりました。
改正点はいくつかありますが、多くの人に関わりそう
なのものとして、亡くなった人（被相続人）名義の預貯
金の引き出しに関するルールの変更があります。
これまでは、被相続人名義の預貯金を払い戻すため
には、相続人全員の同意が必要でした。
そのため、預貯
金の払い戻しや解約に協力してくれない相続人が一
人でもいると、被相続人の葬儀費用や残された家族の
生活費に困るという事態が生じることがありました。
今回の改正により、他の相続人の同意や協力がなく
ても、一定限度額までの預貯金を仮に払い戻すことが
できるようになりました。具体的には、一つの口座につ
き、被相続人が亡くなった日の残高の3分の1に法定
相続分を乗じた額（ただし、一つの金融機関ごとの上
限は150万円）
まで相続人一人で払い戻しが可能です。
例えば、夫が亡くなり妻と子ども2人が相続人、亡夫名
義の預貯金が600万円の場合には、2分の1の法定相
続分を持つ妻は、
100万円の預貯金を一人で仮に払い
戻すことができます。
この改正は、7月1日前に開始し
た相続にも適用されています。

練︵災害対策本部訓練︶を行

相続に関する法改正がありました

います︒この訓練にあわせ

●今月のテーマ

を実地に確認し︑
新たに把握

解決します！

くらしの情報

は︑空き家の再活用を促進

ください

空き家情報があれば教えて

調査をした後︑空き家の利

台帳化し︑所有者への意向

調査によって得た情報は

し︑空き家の廃屋化を予防

録など今後の空き家などの

困りの人はご相談ください︒

︵2004年度︶に﹁景観
するため︑﹁しりべし空き

︵2017年度︶に﹁空家

対策に活用します︒

北海道後志総合振興局で

条例﹂を施行し︑土地の所
家バンク﹂を設けて︑空き

等対策計画﹂を策定し︑空

廃屋を放置すると？

空き家の適正管理を
お願いします
有者に対し︑廃屋などの

家の持ち主と︑空き家を探

■問合せ／建設課都市計画係

もった雪が落下したり︑建

原則としてありません︒積

の指導を行うとともに︑場

立ち入り調査や︑所有者へ

町では廃屋のある土地への

とで︑月1回の巡回による

者が実際の管理にあたるこ

不動産業協会に属する事業

け付けの相談窓口となり︑

℡0136

2121

担当＝島田・金澤

■
﹁しりべし空き家バンク﹂

のホームページ

http://park21.wakwak.

com/~hkss/akiyabank.

html

21
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★持ち主の責任です

人が住まなくなった家や
﹁土地の管理不良状態﹂に

き家などの対策に取り組ん

年度

使われなくなった倉庫など

より景観を阻害しないよう︑ している人の仲介をしてい

でいます︒これまでも水道

町では︑平成

の空き家は︑定期的な雪下

ます︒空き家を所有してい

の閉栓状況をもとに調査を

行ってきましたが︑さらな

物の一部が倒壊するなどし

合によっては勧告︑命令を

建物外部・敷地の確認のほ

活用や空き家バンクへの登

ろしや修繕など適正に管理
適正な維持管理に努めるこ

る︑または転居などにより
空き家になる可能性がある

る空き家の掘り起こしをす

年度

されていないと︑年々老朽
とを義務付けています︒

などの場合は︑﹁しりべし

るため︑住民のみなさんの

持っている空き家情報を募

ため︑
平成 年
︵2014年︶ 空き家バンク﹂の活用につ

活用が不可能なほど大きく
また︑国では︑全国的な空
破損した空き家︵廃屋︶は︑ き家・廃屋問題に対応する
まちの景観を阻害するとと

いてもご検討ください︒

集します︒
町では︑﹁ニセコ不動産

て近隣の家屋や通行人など

行うなどの対応をしていま

か︑冬は除雪などのサービ

44

●受付期間／8月1日
（木）〜8月16日
（金）
●入居資格・申込方法／詳しくはお問い合わせください
■住宅情報に関する問合せ／建設課住宅管理係
℡0136-44-2121 担当＝浅井・久保

別荘・空き家の管理に困っ

空き家の持ち主の責任は？
ました︒
この法律により︑空
空き家は個人の資産です︒ き家・廃屋に対する施策を

業協会﹂と協定を結び︑別

に被害を及ぼした場合︑空

す︒それでも適正に管理さ

スも行っています︒この事

駐車
スペース
有

もに︑倒壊などで周りに危 に﹁空家等対策の推進に関
害を及ぼす恐れがあります︒ する特別措置法﹂を施行し

総合的かつ計画的に推進す

荘・空き家などの管理をお

き家の所有者は損害賠償な

れないときは︑行政代執行

業により平成

公営住宅 富士見団地 ３ＬＤＫ 簡易耐火 10,300円〜
1
（世帯用） ２号棟 （61.99㎡） 構造
66,500円
102号室 昭和58年建設 ２階建 （収入等で変動）

ていませんか？

このため︑所有者が適正に

ることとしています︒

ど管理責任を問われること

法に基づき廃屋を撤去した

︵2018年度︶は︑巡回

家 賃目安

管理するものです︒町が空

があります︒

うえ︑その費用を土地の所

のほか︑草刈りや除雪のお

この条例や法律に基づき︑ 手伝いしています︒町が受

空き家を所有している人

有者から徴収することがで

手伝いをしました︒お持ち

駐車
スペース
無

29

戸数 駐車場

最低〜最高

構造

き家の管理をすることは︑

は︑空き家が周りの迷惑に

きるとされています︒

の別荘や空き家のことでお

30

形式

団地名

種類

年度

ならないよう︑適正な管理

﹁しりべし空き家バンク﹂

公営住宅 望羊団地 ２ＬＤＫ 中耐火 10,300円〜
1
（世帯用） Ｈ棟 （62.56㎡） 構造
55,600円
201号室 平成５年建設 ３階建 （収入等で変動）

町では︑平成

化していきます︒やがて再

16

をお願いします︒

空き室 があります
町営住宅に

26
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町では︑産業振興のため

産業振興の支援制度

審議を基に決定します︒ 部を補助する﹁資金補助﹂制

セント以内︵委員会での

■貸付利率／年2・5パー

このほか︑事業資金の一

1千万円以内

をしていない人

上の人で過去5年間検査

ます︶
︑町内に住む 歳以

2年生︵保護者へ通知し

■会場／町民センター

●自衛官候補

自衛官募集説明会

■貸付上限／1事業につき

･1回目／午後1時 分〜

■日時／8月6日

（火）
30

業を行う個人︑法人等

■検査方法／採血

20

★基金を活用し支援します

﹁ニセコ町産業振興基金制

度もあります︒

近年の貸付実績では︑基

※この日時以外で説明を受

･2回目／午後3時〜

歳〜 歳 200円

■検査料／未成年 無料

けたい場合は︑調整しま

度﹂
を設け︑資金の貸付等の

行っています︒

歳以上 100円

69

相 談・申 請 受 付 は 随 時

活性化を図るため︑市場

■問合せ／総務課財政係

すので︑お問い合わせく

ださい︒

■問合せ／自衛隊札幌地方

3540

協力本部倶知安地域事務所

℡0136

■結果通知／１か月後に異

常のある人のみ︑個人通

知します

■問合せ／保健福祉課健康

70 20

金の積極的運用と地域の

なお︑
この基金の効果的運

利率より低利な利率を設

2121

44

支援を行っています︒

用のため︑
町長の諮問機関と

℡0136

定しています︶

担当＝島﨑・稲森・赤木

エキノコックス症健康診断

して﹁産業振興委員会﹂を設

■償還期間／7年以内 据

置き期間2年以内を含む︒

け︑
支援内容について審議を

しています︒

償還期間延長も可能

づくり係

23

■資金貸付︵基金貸付︶

午後
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■日時／9月9日

22

■償還方法／元金均等半年

倶知安警察署／℡ 0136-22-0110

産業振興につながる事業

〈6月13日〉車両同士での衝突事故など3件

44

または自衛官募集相談員

衝突事故の発生

2121

〈6月25日〉商業施設のベンチに置いていた
貴重品が盗まれる置き引きなど2件

2177

交通事故

窃とう
（置き引き）
の発生

℡0136

件

︵下口 登さん︶

事

（月）

44

℡0136

まちの 事件簿

ニセコ町
防犯協会

30

担当＝上仙・黒萩

このように、
ひとり親であることや高齢、
性別といった
要素が、
貧困と密接につながっています。
なかでも母子
家庭は増加しており、
6割近くが非正規雇用で生活して
います。
町ではこうした社会的弱者になりやすい町民のみな
さんへの支援として、医療費や福祉灯油の助成事業な
どを実施しています。
また、除雪や給食のボランティア
さんをはじめ、多くの人たちのサポートもあります。全
国的に経済的な格差がますます広がり、
ご近所間の交
流も地域によっては希薄になりがちですが、
小さい町で
あるニセコ町だからこそ相互に見守り、
助け合いつつ生
活し、
「誰ひとり取り残さない」
社会を目指していきたい
ものです。

6時 分〜午後7時

60％

■場所／町民センター

くらしの情報

45％

出所：厚生労働省「平成28年 国民生活基礎調査の概況」
阿部彩（2018）
「日本の相対的貧困率の動態：2012から2015年」

■対象／小学3年生︑中学

65歳以上の男性単身世帯
65歳以上の女性単身世帯
30％

賦償還

日本全体
ひとり親世帯

15％

を行う際に必要となる資

30

相対的な貧困状態にある世帯の割合

0％

■償還期日／9月 日・3

月 日

■相対的貧困の状態にある人：7人に1人
■貧困状態にあるひとり親世帯：2世帯に1世帯
■65歳以上の男性単身世帯：3世帯に1世帯
■65歳以上の女性単身世帯：2世帯に1世帯

金を貸し付けます︒

■対象者／町で産業振興事

先月号では拡大版としてSDGsのいろいろな側面に
ついてお伝えしましたが、
本号からはSDGsの17個ある
ゴールについて、
順に解説していきたいと思います。
ゴール1は
「あらゆる場所のあらゆる形態
の貧困を終わらせる」
です。衣食住にも困る
「絶対的貧困」
の状態にある人は途上国を中
心として、全世界で7億3600万人に及びます。
しかし、
先進国においても貧困はあります。
その国の平均的な
生活レベルと比較して困窮した人たちを
「相対的貧困」
の状態にあると定義し、
その貧困をも終わらせることが、
このゴール1には含まれています。
日本では、15.6％も
の国民が相対的貧困の状態にあり、
相対的貧困率はG7
のなかでワースト2位であるなど、先進国としてはかな
り悪い状況と言えます。
日本における貧困の具体的な
31
状況を図にまとめました。

くらしの情報

設内での移動の際には︑

す︒施設へ入る際や︑施

ります︒
十分注意してください︒

設︶が原則屋内禁煙とな
施設における事業内容

★ともに歩んだお二人へ

結婚 年目の記念品贈呈

参加できますので︑気軽に

催に合わせて︑結婚 年目

町では︑毎年敬老会の開

■練習日時／8月 日 ︑

習日に直接お越しください︒

参加を希望する人は︑練

たご夫婦が 年目を迎えま

にご連絡ください︒

なお︑すでに結婚 年に

日 ︑ 日

午後7時〜午後9時

■練習場所／町民センター

2214

■問合せ／ニセコ町商工会

℡0136

担当＝松本

相
相
談 談
★悩まずに相談を

え喫煙を目的としない

歳未満の人は︑たと

信していただくことになっ

ガキで8月 日 までに返

が︑出欠の報告を同封のハ

手紙でお知らせしています

れていなかったご夫婦も︑
法務局では︑子どもの人
担当までご連絡をください︒ 権についての専用相談電話

達していて今まで申請をさ

子どもの人権110番

場合であっても︑一切

対象となるみなさんには︑

ご参加ください︒

を迎えるご夫婦に記念品を
贈っています︒

★長寿を祝おう

す︒この要件に該当し︑記

減を実現する社会へ向けた

けられています︒

喫煙エリア︵屋内︑屋

ています︒

午前

係
℡0136

2121

担当＝亀山・矢野

募
募
集 集
★一緒に楽しく踊りましょう

踊り山の募集

ニセコ町商工会では︑8

月 日 に行われる狩太神

社祭に繰り出す踊り山の参

加者を募集しています︒浴

ご相談ください︒

や虐待などに関する悩みを

を設置しています︒いじめ

﹁子どもの人権110番﹂

外を含めた全ての喫煙

■対象者／昭和 年 月

係
2121

■問合せ／保健福祉課福祉

室︑喫煙設備︶へは立

施行までは︑施設によっ

℡0136

衣は貸し出します︒経験の

有無や性別を問わず誰でも

また︑8月 日 から9

月4日 までは︑全国一斉

﹁子どもの人権110番﹂

強化週間です︒期間中は︑

平日の受付時間を延長して︑

土日も対応します︒

■全国共通相談電話番号／

℡0120 007 110

■受付時間／平日 午前8

時 分〜午後5時 分

23
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なくそう！望まない受動喫煙

マナーからルールへ
2018年7月︑健康増
づくり係

■問合せ／保健福祉課健康

進法の一部を改正する法律
ら︑類型・場所ごとに

や経営規模への配慮か

が成立しました︒法改正に

2121

今年は昭和 年1月1日

敬老会を開催します

念品の受け取りを希望する

担当＝上仙・黒萩

℡0136

ば各種喫煙室︵専用室︑

所定の要件に適合すれ

よってほとんどの施設が原
則屋内禁煙になります︒今

から 月 日の間に結婚し

町では 歳以上のみなさ

ご夫婦は︑8月 日 まで

可能室︑加熱式たばこ
置ができます︒

んを対象に敬老会を開催し

後も健康への影響が大きい

た施設には︑指定され

ます︒

より一層の健康リスクの低
整備が進められます︒
た標識の掲示が義務付

原則敷地内禁煙となりま
す︵2019年7月〜︶
︒
学校︑医療機関および

（月）

日以前に生まれた人
■日時／9月 日
時 分〜

■場所／ヒルトンニセコビ
レッジ
■会費／無料

第一種施設を除く︑一般

ては︑喫煙室の設備や標

■問合せ／保健福祉課福祉

の会社や工場︑飲食店や

識の掲示などが完備され

44

行政機関などの庁舎︵第

（金）
19

入禁止となります︒た
とえ従業員であっても
立ち入ることはできま
せん︒
3 全面施行へ向けたスケ
ジュール

31

一種施設︶が原則敷地内
禁煙︵屋内禁煙も不可︶
となります︒ただし︑こ

23

29

うした施設の屋外には︑
必要な措置が取られた場
所に限り︑喫煙場所の設
置ができます︒
2 多数の人が利用する施

（水）

（水）

12
（火）

担当＝亀山・矢野
遊技場など︑多くの人が

ていない可能性がありま

2020年4月の全面

30

利用する施設︵第二種施

（日）

（木）

15

25

（金）

19

17
44

設が原則屋内禁煙となり

喫煙可能な設備を持っ

1 学校や医療機関などが

31

50

21

30

ます︵2020年4月〜︶
︒

専用室︑目的室︶の設

50

（金）

50

75

9

11

子どもや患者に特に配慮し︑

44

9

44

44

50

12

（1）
（2）
（3）
20

 





これからアイルランドに帰り、ダブリンの大学院で翻訳学を

毎年恒例となり︑町のみ
なさんにもおなじみとなっ

が、7月末に3年間の任期が終わり、帰

さん︵字有島︶
※平成 年4月1日から2
ている野瀬栄進さんによる
ジャズピアノコンサートで

年間委嘱されています
2277
す︒
■出演／野瀬栄進さん︵ピ
アノ︶

国際交流員

※強化週間中は︑平日 午
時〜午後5

後8時 分〜午後7時︑
土日 午前
℡0136
■問合せ／町民生活課町民
生活係
2121

午後

て健常者からハンディ

(さようなら、
これからもよろしくお願いします。)

時
■問合せ／町民生活課住民
係
℡0136

■日時／8月 日

キャップを持つ人たちまで︑

ろいろな経験をさせていただきました

2121
担当＝高田・中村

■料金／常設展観覧料のみ

6時開演

イ
イ
ベベ
ンン
トト
★ 回目を迎えます

■問合せ／有島記念館

■場所／有島記念館

ニセコ福祉まつり開催

毎日の暮らしの中で︑役

ともに交流を深めましょう︒ 歌とピアノのコンサート

「妻が生前お世話になったお礼として」

℡0136
担当＝樋口・大滝
★気軽にご相談ください

定例行政相談の日
8月 日 は定例行政相

3245

所や公団などが行っている

若手音楽家の二人をお迎

℡0136

仕事やその手続き︑サービ

今年もさまざまな催しを予

えして︑夏のニセコに素晴

アガス

スローン

子供からお年寄り︑そし

スについて︑困っているこ

定しています︒是非お越し

らしい音楽の調べを奏でて

バンナックト

Slán agus beannacht!

高橋 守 様

専攻する予定です。その後の予定はまだ決まっていませんが、

《ニセコ町役場受付分》

国します。

ニセコ町体育協会 会長 矢橋 健雄 様

談の日です︒

と︑納得できないこと︑こ

ください︒

いただきます︒
■出演／河口しほりさん

クです。早いもので、ニセコ町に住ん

元町親交会 宗片 松太郎 様

「社会福祉に役立ててください」

で3年もたちました。ここにいる間にい

「社会福祉に役立ててください」

（有）渡辺商事 代表取締役 片岡 文昭 様

アイルランド出身の国際交流員デリ

ニセコ社交ダンスサークル 様

デリク・モール

コナス

アトー

シブ

アイルランド出身

(みなさん、
こんにちは。元気ですか？)

「社会福祉に役立ててください」

担当＝伊藤・春日井

うしてほしいなどの苦情や

■日時／8月 日

時 分開会

︵ソプラノ︶︑浅沼恵輔

午前

意見︑要望などを行政相談
委員に気軽にご相談くださ

■会場／町民センター

さん︵ピアノ︶

い︒相談は無料で秘密は厳

■問合せ／ニセコ福祉まつ

■日時／8月 日

守されます︒

り実行委員会事務局︵ニ

■場所／有島記念館

3245
担当＝伊藤・春日井

℡0136

■問合せ／有島記念館

■料金／常設展観覧料のみ

午後

■相談内容／老人保健・福

担当＝滝下・久保

文
文
化 化
野瀬栄進ジャズピアノ
コンサート

1時開演

セコ町社会福祉協議会内︶

午前

2234

祉︑道路︑年金︑登記︑
役所の窓口サービスなど
■日時／8月 日
時〜正午

■行政相談委員／大道政彦

（土）

イェアヴ

（金）

℡0136

（土）

ニセコ町での経験はきっと強みになると思います。

「まちづくりに役立ててください」

31
44

ニセコ町のみなさんへ

31

30

郵便・貯金︑雇用保険︑

10

Dia dhaoibh! Conas atá sibh?

《社会福祉協議会受付分》

44

44

（月）

ディア

30

44

44

10
（月）

19

善意に感謝します

心の贈り物

21

30

19

■場所／町民センター

10

31
44

くらしの情報
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し

ま

「声届け 開けよう扉 四島返還」

10

8月は北方領土返還要求強調月間です
■問合せ／北方領土復帰期成同盟後志地方支部
（後志総合振興局内）
倶知安町北1条東2丁目
℡ 0136-22-0216

ニセコスタイルの

チャンネル

コミュニティ・スクール

アンヌプリ登 山を開 催します
コミュニティ・スクール
（ＣＳ）
委員会
『健やかな体部
会』
では、
町内の子どもたちに、
地元の山を登る体験を
させてあげたいという思いから、
今年度
『ニセコアンヌ
プリ登山』
を企画しました。
地域の子どもから大人まで、
みんなで登山を体験す
ることで、
子どもたちに、
助け合いの心や思いやりの心
などを感じとってもらえたらと思います。
町民のみなさ
んも是非、
この機会に一緒に登って
みませんか。

契約結果を公表します
工事や委託業務、物品購入などの契約結果を
お知らせします。
6月11日から7月9日までに行われた入札や随意契約は
次のとおりです。

ニセコ町役場新庁舎建設工事（建築主体工事）

■予定価格：1,339,921,000円 ■契約金額：1,328,800,000円
■落札率：99.2％ ■契約相手：泰進・浦野・石塚特定建設工事共同企業体

ニセコ町役場新庁舎建設工事（機械設備工事）

■予定価格：267,432,000円 ■契約金額：264,000,000円
■落札率：98.7％ ■契約相手：藤井・浦野・本間特定建設工事共同企業体

※大人の参加は基本的にはお手
伝いとなりますのでご承知お
きください。

ニセコ町役場新庁舎建設工事（電気設備工事）

■予定価格：274,373,000円 ■契約金額：269,500,000円
■落札率：98.2％ ■契約相手：樋口・本間特定建設工事共同企業体

ニセコ町役場新庁舎建設施工監理委託業務

■予定価格：25,366,000円 ■契約金額：24,860,000円
■落札率：98.0％ ■契約相手：㈱アトリエブンク

■日時／令和元年
（2019年）
9月7日（土）※雨天中止

ニセコ駅前温泉綺羅乃湯コージェネレーション等
設置工事実施設計委託業務

くらしの情報

午前9時ごろ登山開始、
午後3時ごろ下山予定

■集合場所・時間／五色温泉インフォメーションセン
ター前 午前8時30分
■申し込み方法／下記コミュニティ・スクール委員会
事務局に電話でお申し込みください。

■予定価格：2,408,400円 ■契約金額：2,052,000円
■落札率：85.2％ ■契約相手：北電総合設計㈱

ニセコ駅前温泉綺羅乃湯温泉動力装置及び
配管設備設置工事実施設計委託業務

■予定価格：2,980,800円 ■契約金額：2,268,000円
■落札率：76.1％ ■契約相手：北電総合設計㈱

※大人の応募が多い場合は抽選になる場合もあります。

各学校在籍家庭には申込用紙を配付しています。
■締切／令和元年8月16日
（金）
■参加料／無料
■問合せ／コミュニティ・スクール委員会
事務局＝ＣＳ担当 綱本
（ニセコ中学校内）
℡ 0136-44-2321 FAX 0136-44-1215
ＣＳ担当中村、
スクール・コーディネーター菊地
（教育委員会内）
℡ 0136-44-2101 FAX 0136-44-3091

プレミアム付商品券事業事務委託業務

■予定価格：13,676,040円 ■契約金額：13,500,000円
■落札率：98.7％ ■契約相手：ニセコ町商工会

令和元年度 国営緊急農地再編整備事業
ニセコ地区換地計画等作成業務

■予定価格：2,408,400円 ■契約金額：2,052,000円
■落札率：85.2％ ■契約相手：
（株）極東コンサルタント

地籍成果管理システムデータ更新業務

■予定価格：812,900円 ■契約金額：803,000円
■落札率：98.8％ ■契約相手：ユニオンデータシステム(株)

※落札率とは、町が予定していた金額に対し、実際に契約した金額の割合のことです
※単価契約は除いています

新役場庁舎の建設

長年の懸案であった新役

35

場庁舎の建設が始まります︒

庁舎については︑ 年前から

増改築計画が二度ありまし

たが実現には至らず︑7年前

から現庁舎の耐震改修も含

めて検討してきました︒
これ

まで庁舎建設に国の支援は

ありませんでしたが︑近年多

発する震災被害の状況から

国の支援がある防災セン

ターの庁舎併設が認められ︑

その後︑平成 年︵2016

年︶の熊本地震では︑耐震化

した庁舎等も被災︒
これを受

け国では︑期限付きで新庁舎

の建設費を支援する制度を

創設しました︒

本町の庁舎は︑日本では類

を見ない﹁高断熱・高気密﹂

の省エネ庁舎で︑この高断熱

工事にもこの度︑国の支援を

受けられることが決定しま

健也

した︒
多くのみなさんのご支

ニセコ町長 片山

援に感謝いたします︒

28

地域とともにある学校づくり

vol.

こんにちは
町長です
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C A L E N D A R

o f

N I S E K O

T O W N

まちの カレンダー

8月は

8

AUGUST

の納期です

26日（月）

◆納期限は

町 ＝町民センター あ ＝あそぶっく こ ＝こども館

幼 ＝幼児センター

問合せ

口座振替をご利用の人は、残高の確認をお願いします

カレンダーの見方

役 ＝役場

町道民税・介護保険料
後期高齢者医療保険料〈第2期〉
国民健康保険税〈第3期〉

■町道民税、国民健康保険税／税務課
■介護保険料・後期高齢者医療保険料／保健福祉課

0136-44-2121

運 ＝運動公園 体 ＝総合体育館園 有 ＝有島記念館 倉 ＝中央倉庫群 西 ＝西富地区町民センター

〈いずれも〉 ℡

日
4▢

金
9▢

土
10▢

金
16▢

土
17▢

●あそぶっく寄席／
町：19：00〜
あそぶっくだより
ｐ16参照

日
11▢

月
5▢

火
6▢

あそぶっく休館日

日
18▢

月
12▢

木
8▢

●ちいさいおうち／
●弁護士無料法律相談／ ●水生昆虫観察会／
あ
町：13：00〜
町
町内：9：30〜
あ:10:30〜
●SDGs高校生未来会議 ●遊悠ぶっく／
（〜8日まで）／
ニセコハイツ：10：30〜
町内：16：00〜
●健康運動教室／
町：19：00〜

あそぶっく休館日

山の日

水
7▢

振替休日

火
13▢

水
14▢

中央倉庫群休館日

木
15▢

●全町盆踊り大会／
●ちいさいおうち／
ニセコ駅前：18：00〜
あ：10：30〜
（8月15日まで）
●福井地区夏まつり／
●西富地区盆踊り／
福井地区コミュティー
西
西：18：00〜
センター：18：00〜
●宮田地区盆踊り大会／
旧宮田小学校グラウ
ンド：18：30〜

あそぶっく休館日

月
19▢

火
20▢

水
21▢

まちのカレンダー

あそぶっく休館日

●狩太神社祭／町内

月
26▢

火
27▢

水
28▢

月
2▢

木
22▢

中央倉庫群休館日

木
29▢

あそぶっく休館日

火
3▢

水
4▢

●放課後子ども教室／ ●献血／町内：10：00〜 ●悠遊ぶっく／ニセコ
こ
こ:13:30〜
くらしの情報20p参照
ハイツ：10：30〜
●健康運動教室／
町:19:00〜
町

あそぶっく休館日

26

役
町

町

金
23▢

土
24▢

金
30▢

土
31▢

●後志乳用牛共進会／ ●狩太神社祭／町内
共進会場：9：00〜
●あそぶっく講座／
あ：13：30〜
●エキノコックス駆除
あ
作業／町内：9：00〜
あそぶっくだより
●放課後子ども教室／
ｐ16参照
こ：13：30〜
●踊り山練習／
町
町:19:00〜
くらしの情報23p参照

町：9：00〜 ●子育て講座
「ベビー
●1歳6か月・3歳児健診／ ●放課後子ども教室／ ●福祉まつり／
●放課後子ども教室／ ●防災訓練／町
町
町 ：30〜
こ
マッサージ」／
町:10
こ
くらしの情報20p参照
町:13:30〜
こ:13:30〜
こ:13:30〜
幼
幼：10：00〜
くらしの情報24p参照
●おばんです町長室／
●ライブイベント＠旧でん
にこにこ広場17ｐ参照
●歌とピアノのコンサート／
ぷん工場／
役：17：00〜
倉：17：00〜
有：13：00〜
有
●野瀬栄進ジャズピアノ くらしの情報24p参照
コンサート／
有：18：00〜
くらしの情報24p参照

あそぶっく休館日

9/1 ▢
日

●近藤夏まつり／
近藤小学校グラウンド：
18：00〜

こ

●町長杯小学生バレー ●定例行政相談／
●対がん協会総合健診／ ●ラジオニセコ割込放送／ ●寿大学・老人クラブ
役
町：10：00〜
連合会合同運動会／
役:6:00〜
役：10：50〜
ボール大会／
くらしの情報24p参照 ●弁護士無料法律相談／ ●踊り山練習／
体：10：00〜
体：9：10〜
●対がん協会健康診査結 町
町：13：00〜
町
●ちいさいおうち／
町:19:00〜
町
果説明会／町
くらしの情報23p参照
●健康運動教室／
あ：10：30〜
●放課後子ども教室／
町
町:19:00〜
●魔法のじゅうたん
こ
こ:13:30〜
あ：14：45〜
●踊り山練習／
町
町:19:00〜
くらしの情報23p参照

日
25▢

●子ども議会／
役
役：10：00〜
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あそぶっく休館日

●夜間・休日の救急・急病対応

倶
▢倶知安厚生病院

救急受付

365日
24
時間対応
℡ 0136-22-1141

広報ニセコでは行事などで写真を撮影しています。広報誌に掲載
されたものなど、写真のデータを無料でお渡しできますので、希望
される人はぜひ広報広聴係へお問い合わせください。

令和元年（2019年）8月1日発行 第688号 ニセコ町公式ウェブサイト https: //www.town.niseko.lg.jp/
編集発行／ニセコ町企画環境課 〒048-1595 北海道虻田郡ニセコ町字富士見47番地 TEL.0136-44-2121

今月の記事でお知らせできなかった
皆さんの笑顔や表情を写真でお届けします。

FAX.0136-44-3500

編集後記

（前月比 +1）

（前月比 +1）

世帯数 2,514

男

2,531人

女

2,470人

（前月比 +
ー 0）

印刷／ 株式会社龍文堂

のみなさん

むかで競 争に参 加した 中 央チーム

ふれあい町民運動会にて︑

最高値 0.040μGy/h
最低値 0.033μGy/h
平均値 0.034μGy/h

うち外国人
262
うち外国人世帯 165

﹁まちの話 題 ﹂
で取 り 上 げ た 小 池 文 具
店には︑小さい頃よくお世 話になってい
ました︒文具店なのですが駄菓子も置い
ていたので︑主に駄菓子を買いに︒
モロッコヨーグル︑
ポテトフライ︑
タラ
タラしてんじゃね〜よ︑
サワーペーパー︑
サイダーキャンディー︑どんぐりガム︑ガ
ブリチュー ︑Ｂ Ｉ Ｇカツ︑そのまん ま ガ
ム︑
ココアシガレット︑蒲焼さん太郎︑こ
んにゃくゼリー︑ほかにもたくさんの駄
菓子がありました︒
こうやって書き起こしていると食べた
くなってきますね︒今なら1000円く
らい出して
﹁大人買い﹂
したいです︒
今日は駄菓子を買って帰ります︒
︵ふ︶

人口 5,001人

測定日 7月15日までの
1か月間

（前月比 ー4）

空間放射線量率は
平常レベルです

人の動き（6月末現在）

町内の放射線量の状況

今月の
表紙

