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特 集

地域で子育て！
〜子どもにやさしいまちづくり

特
集

ニセコ町は子育て世代の移住者も多く、
町では幼児センターの増築や学童保育ニセコこども館の新築など、
必要
な施設の整備を行うとともに、
子どもの体験や学習の場所を提供するなどの取り組みを実施してきました。
しかし、
幼児センターで待機児童が生じたり、
小学校高学年児童の学童保育の希望に沿えていないなどの現状があります。
移住して、
周りに頼る人や相談する人がいない中での子育てはとても不安です。
また、
観光関連の仕事で働く人も
多く、
年末年始などの観光シーズンはとても忙しくなりますが、
そうした時期に子どもを預かってくれる場所がなく
苦労するという声も聞きます。
そこで今月号では、
町の子育てをめぐる現状と町の子育て支援制度や関連施設を紹介します。
そして、
今年発足
した子育て支援を行うNPO団体について関係者にヒアリングし、
ニセコ町の子育て環境について考えます。
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町の地域子育て支援拠点
幼児センター﹁きらっと﹂

幼児センターは︑幼稚園︑

保育所︑地域子育て支援の3

つの機能を一体化した地域の

子育て拠点施設です︒0歳〜

5歳まで︑子どもたちの年齢︑

発達に応じた幼児教育や保育

を行っています︒

29

町では幼児センターを増築

30

し︑平成 年度から定員をそ

れまでに比べて 人増やしま

した︒長時間型︵午前7時半

〜午後6時半︶の定員は

集

110人︑短時間型︵午前8

特

時半〜午後1時半︶の定員は

人です︒
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ます。転勤が多い職場なので、今までいろいろな地域に行きましたが、ニセ
動的です。自然が豊かで季節も感じられます。
町の18歳までの医療費助成は大変ありがたいです。病院に行くか迷った
ときに、助成があることで病院に行こうと思います。
逆に小児科や耳鼻科といった病院がないので困っています。倶知安厚生病
院は総合病院で、土日は休みです。また、休日や天気が悪い時に屋内で遊べ
る場所がないことも課題だと思います。総合体育館にも行きますが、長時間
利用を想定していないので、ずっとはいられません。屋内で子どもが安心し
て遊べる場所があれば、もっと子育てしやすい町になると思います。

ようこ

酒井 葉子
02
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もっと外遊びできるよう

さかい

お散歩マップを作成中

[幼児センター長兼園長]

場所があると助かります

コ町は子育てしやすいと思います。ママたちが、みんなオープンで優しく活

短時間型 長時間型

ひよこ(0歳）
りす(1歳）
うさぎ(2歳）
きつね(3歳）
たぬき(3歳）
70人
ひつじ(4歳）
くま(5歳）
70人
合 計

屋内で子どもが安心して遊べる

今年4月から職場に復帰し、3歳になる子どもを幼児センターに預けてい

定 員
7人
16人
24人
63人
110人

[幼児センター利用者]
かわぎし

ようこ

川岸 陽子 さん

もと

幼児センターは、幼稚園教育要領、保育所保育指針を基に、きらっと輝く
「かしこい子」「あかるい子」「げんきな子」という教育目標で保育を行っ
ています。子どもも大人も元気いっぱいの幼児センターを目指し、今年はた
くさん外遊びをして、元気に挨拶ができることを目標にしています。最初は
恥ずかしくて挨拶できなくても、声を出せるようになることで自信につな
がっていくと思います。また、現代は車社会の中で育っているので、昔より
子どもたちの体力が落ちていると感じます。そのため、外遊びを増やしてい
きたいと考えています。
現在、手描きで簡単なものですが、お散歩マップを作成中です。どこでど
んな遊びができるか、親子でも遊びに行けるように完成させたいと思ってい
ます。

を知らず、家に引きこもりがちでした。何かで知って来てみたら、先生たち
はみなフレンドリーで親切だし、親子で来る場所としては最適だと思います。
しかし、近くに小児科がないこと、子どもの服や本を一緒に選べるお店が
ないこと、子どもと一緒に気軽に入れる飲食店が少ないこと、天気の悪い週
末に屋内で安心して子どもを遊ばせる場所がないことなど、不満もたくさん
あります。
家の周りは車通りが多く歩道もないので、とても散歩できる環境ではあり
ません。歩道や遊歩道を整備してもらえたら、近所の人にも挨拶したりして、
もっと地域で子育てする環境になるのではないでしょうか。

士で助け合うためのつながりをどう後押しできるかが課題です。
子どもと一緒に楽しめる公園や病院のリスト、イベントカレンダーなどを
網羅した子育てマップは、お母さんたちに協力してもらい、4年ごとに作成
しています。最近は外国人親子も増えてきた
ので、昨年つくったマップは、英訳もすべて
お母さんたちがやってくれました。
これからもお母さんが興味のありそうな企
画を考えて、多くの人に利用してもらいたい

遊びに来てください！

います。行政だけでは対応できないことも多く、地域の同世代のママたち同

﹁おひさま﹂に

「おひさま」では、毎月子育て講座や保健師や栄養士による相談を行って

[子育て支援センター
子育て支援係長]
あおき

です。

さなえ

青木 早苗

町ホームページからダウンロードできます

町の子育てを支援する制度
妊娠〜出産にかけて

町では︑妊婦さんに母子健

康手帳と一緒に定期健康診査

の一部補助の案内と超音波検

査の助成券をお渡ししていま

す︒また︑妊娠・出産・育児

に関して学習しながら︑親に

なる思いや家族の絆を育てる

場として助産師と一緒に﹁パ

パママセミナー﹂を開催して

います︒

赤ちゃんが生まれたら

妊婦さん・あかちゃん訪問

保健師が︑初めて妊婦さんに

なった人や生後1か月前後の

赤ちゃんがいるご家庭を訪問

産後4か月未

し︑相談にのります︒

産後ケア事業

満のお母さんとお子さんを対

象に︑助産師が自宅を訪問し︑

母子のケアや授乳指導︑育児

相談を行っています︒
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集

さき

三宅 紗季 さん

0歳と2歳の子どもがいます。子どもを産んですぐは「おひさま」の存在

特

みやけ

子どもとお散歩できる環境が

﹁地域で子育て﹂に

[子育て支援センター
「おひさま」利用者]

子育て支援センター
﹁おひさま﹂

■子ども ■大人

﹁お ひ さ ま﹂は︑幼 児 セ ン

平成
平成
29年度 30年度

ター内にある小学校就学前の

平成
平成
平成
26年度 27年度 28年度

子どもとその保護者を対象に︑
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3500

由に利用できる保育室です︒

5374

遊具や絵本が置いてあるほか︑

5250

6630

6563

5683

みんなで歌遊びや外遊びなど

5650

をしています︒
このほか︑一時

7000

利用日数）

保育︑休日保育なども行って

います︒

おひさま延べ利用者数

（利用者／日

（人）

察︑発育時期に合わせた栄養

3〜 か月の

育児セミナー

会」に託児を広げてもらうことで課題解決に取り組んでいます。

や歯の相談などに応じていま

前から託児をしていた町内の民間のみなさんと協力して、「子育てママの

お子さんと保護者を対象に︑

たが、年末年始や祝日に行政の支援が追いついていませんでした。そこで以

す︒

町内に働く場が増えたことで、働きながら子育てをする保護者も増えまし

栄養士も参加して︑子育てを

います。

歯科健診・フッ素塗布 1歳

に︑歯科健診と歯科相談・

れたことを機会に、さらに「子育て支援」の充実を進めていきたいと考えて

するママパパたちの交流や情

紹介しています︒

フッ素塗布を行っています︒

北海道の基準などに上乗せして支援をしてきました。検証作業自治体に選ば

﹁子どもにやさしい

いきます。町ではこれまでも、5歳児健診、18歳までの医療費助成制度など

から就学前のお子さんを対象

乳幼児健康相談︵2歳児相

予防接種 B型肝炎や水ぼう

月までに10の「子どもにやさしいまち」チェックリストの検証作業をして

まちづくり﹂をすすめます

さしいまちモデル検証作業」の全国5自治体の１つに選ばれました。来年10

報交換と離乳食のコツなどを

お子さんの発育︑栄養︑

そうなどの個別接種︑ジフテ

ニセコ町は、昨年10月に日本ユニセフ協会が進める「日本型子どもにや

談

生活習慣︑子育ての不安など

リア破傷風の集団接種︑おた

ふくかぜの任意予防接種の費

用を全額助成しています︒

歳まで

の相談に応じています︒

乳幼児の健診と予防接種

子どもの手当・助成制度

1歳になるま

でに4回︑身体計測︑医師の

こども医療費助成

18

乳児健康診査

診察︑発育時期に合わせた栄

険適用の診療について無料で

のお子さんは︑医療機関の保

います︒

受診できます︒

養・歯科などの相談に応じて

1歳6か月・3歳・5歳児健

ひとり親家庭の 歳までのお

子さんは︑保険適用の診療に

ついて無料で受診できます︒

また︑対象のお子さんを扶養

している保護者は︑入院時の

み︑一割または初診時一部負

担金のみで受診できます︒

児童扶養手当 ひとり親家庭

に対して︑生活を安定させた

り︑お子さんの健やかな成長

を助けるために手当を支給し

ます︒

ひとり親家庭等医療費助成

集

康診査 身体計測︑医師の診

特

18

12

[保健福祉課長]
さくらい

ゆきのり

桜井 幸則

子育て支援の制度は画一的ですが、家庭環境や子どもの育ちはそれぞれ違
います。今後はそれぞれの状況に応じた支援ができるよう、こちらから地域
にでかけて、内容の充実が図れればと思っています。

きし

04
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ささいなことでもふだんから

くろはぎ

黒萩 萌朱 保健師

気軽に相談してください

[健康づくり係]

乳幼児健診などでお母さんたちと話すと、子どもを預かってくれる場所が
なくて困っているという話をよく聞きます。本州から移住したり、両親とも
外国人の家庭も増えており、お子さんと2人きりで家にいるお母さんも多い
ようです。より多くの人に町の事業や子育て支援センターを利用していただ
けるよう、お知らせしていきたいです。
私も2歳の子どもがおり、悩みながら子育てしています。お母さんと話す
ことで逆にこちらが励まされたり、勉強になることも多いです。お母さんが
困っていること、心配していることを、一緒に考える存在になりたいです。

学童保育施設「ニセコこども館」

特

学童保育所はニセコ小学校

集

の余裕教室を利用して定員

人で運営してきましたが︑児

童の増加に伴い余裕教室が利

用できなくなりました︒そこ

で町では︑ニセコ小学校の校

門隣に﹁ニセコこども館﹂を

64

40

木材をふんだんに使い、暖房
に地中熱ヒートポンプを採用、
建物全体の断熱を強化し、徹底
した省エネを実現した施設です。

72

70

新築し︑平成 年4月から運

ニセコこども館入所児童数

営しています︒

ニセコこども館の入所児童

数は毎年増加しています︒施

設の広さも限られていること

から︑対象児童を小学校低学

年に絞らざるを得ない状況と

なっています︒

1階の学童室は日・祝日を

除く毎日午後1時半〜午後6

時半︵学校が休みの時は午前

60

7時半〜午後6時半︶︑2階

80

の放課後子ども教室は毎週

月・金曜日の午後1時半〜午

後5時半に開館しています︒

（人）

28

55

40
20
0

平成28年度

平成29年度

平成30年度

平成31年度

（各年度4月1日現在）

こども館では学校帰りの子どもたちが「あそび」を中心に夏は鬼ごっこ、
冬は雪像づくりをすることが多いです。天気が悪い時は、室内でレゴブ
ロックなどで遊んでいます。
利用料金は1人目6,000円／月、2人目3,000円／月、3人目からは無料で

スタッフを増やして

もっと多くの子どもを

受け入れたい

[ニセコこども館
スタッフのみなさん]

す。こども館の利用を希望していても、スペースやスタッフの問題から、
特に高学年の児童の希望に添えていません。
子どもたちが元気よく「ただいま」と言って来てくれるとうれしいです。
保護者も預けているというより、一旦ニセコこども館に帰っているという
感覚でいるようです。
今後はもっとスタッフを増やして、多くの子どもたちを受け入れられる
ようにしたいです。スペースの問題もあるので、例えば低学年と高学年と
分けて、高学年は別の場所で受け入れるなどの方法も考えていきたいです。
ひむら

はじめ

（日村 一 館長 談）

登録（無料）しています。毎回20〜30人の子どもが来てくれます。
外で遊んだり、「あそぶっく」に行ったりしますが、毎週月曜日
は国際交流員にも来てもらい、英語に触れ合ったり文化交流をし
ています。ラジオニセコに時報の収録にも行きます。毎時のラジ
オニセコの時報は放課後子ども教室の子どもたちの声なんですよ。
子どもたちが笑顔で「楽しかった。また来たい！」と言って帰
る姿をみるとうれしいです。今の子どもたちはゲームをしがちな
ので、できるだけ昔の遊びや外での遊びを取り入れるように心が
けています。

また来たいと

います。5月末までに申し込んでもらい、今は58人の子どもが利用

思ってもらえる居場所づくり

小学校1〜6年生を対象に学校帰りの子どもの居場所を提供して

[放課後子ども教室ボランティア]
こしこ

右から 越湖

あけみ

明美 さん
浦野 孝江 さん・石角 和孝 さん
うらの

たかえ

いしずみ

かずこ
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学習交流センター「あそぶっく」
﹁あそぶっく﹂は︑図書館

あそぶっく劇団
あそぶっく

まつりなどのイベントや小学

毎週木曜日

に乳幼児とお母さんが絵本
校などに出張し︑人形劇を公

ちいさいおうち
コーナーでお話を聞いたり︑
演します︒

とみこ

やじま

手遊びで親子でふれあったり︑
絵本の楽しさを伝えています︒

あそぶっくフェイスブックより
写真提供：近藤地区のお母さんたち

さちこ

まえだ

子どもたちも一緒に参加できるようになるといいと思っています。

機能を備えた情報集積の場所

みつ さん
前田 早智子 さん・矢島 富子 さん

げいりん

右から 芸林

ため、にこっとバスに乗ってきてくれる子もいます。近藤小学校の

発想力に驚かされます

子どもの豊かな

[あそぶっくらぶボランティア]

近藤小学校に通っている子の中には、下校バスでは間に合わない

として︑さまざまな知識︑情

あそぶっくらぶ

りました︒児童が放課後︑ス
クールバスを待っている間に
毎月2回程度︑その日来れる
お母さんたちが集まります︒

ブックスタートで、赤ちゃんに絵本を読み聞かせをすると、赤ちゃんは

絵本にくぎ付けになります。お母さんの中には、赤ちゃんは言葉が理解で

きないと思い、読み聞かせをしてこなかった人もいますが、ブックスター

トでの活動をみて、「これから読み聞かせをします」と言ってくれるとう

れしいです。外国人親子には英語の絵本も用意しています。

今後は親子でふれあえる活動をもっと増やしたいです。これからも気軽

親子で触れあえる
心地いい場所づくり

て参加する子に教える様子などを見るとうれしく思います。

報を提供するとともに︑子ど

運営は地域のみなさんによる

に工作教室と最終木曜日は

また︑教育委員会主催で年1

人が手出ししないように気をつけています。前回参加した子が初め

今年の

﹁NPO法人あそぶっくの

﹁魔法のじゅうたん﹂という

保健福祉課

回開催するブックフェスティ

で作っても、一人ひとりまったく違うものができます。なるべく大

近藤小学校での活動

会﹂︵会員 人︶が指定管理

お話会を開催しています︒

とタイアップして︑乳幼児健

バルでは︑道立図書館から持

ここに来る子どもたちは小学校1〜2年生が多いです。同じ材料

もたちの感受性や想像力を育

夏から近藤小学校でもお母さ

者として行っています︒図書

小学校の読み聞かせ

む読書推進活動の拠点です︒

の運営・管理業務は︑法人の

回︑ニセコ小学校で朝や昼休

﹁あそぶっく﹂も支援してい

んたちが中心となって︑本の

スタッフが行い︑絵本の読み

みを利用して子どもたちへの

ます︒

毎週木曜日

聞かせや工作教室などの活動

読み聞かせを実施しています︒

診のときに︑赤ちゃんとお母

ち込んだ約2,000冊を小

読み聞かせや紙芝居がはじま

はボランティアが中心となり

近藤小学校では︑年2回授業

月に数

進めています︒

あそぶっくフェイスブックより

で読み聞かせを行っています︒

さんに絵本の楽しさを伝え︑

学校の体育館に並べて︑児童

ブックスタート

赤ちゃんに絵本をプレゼント

に本を貸し出しています︒

集

する活動を実施しています︒

特
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に来て本と触れ合える場所になれるよう居心地のいい場所づくりをしてい

[あそぶっくスタッフのみなさん］

75

きたいと考えています。(ブックスタート担当 横尾ひとみさん談）

よこお

集

正社員として採用されない﹂
といった深刻な悩みを抱えて

せる場所がない﹂ことに困っ

を資料にまとめて役場に伝え

費などの費用︑託児の必要性

は︑このときの場所代や人件

託児を行いました︒
裕子さん

曽我活性化センターを借りて

巻き込み︑作り上げていくこ

で活動する中で︑多くの人を

子さんは﹁子育てママの会﹂

意したいと考えています︒裕

今冬は︑屋内の遊び場を用

す︒翌年2018年の年末年

そこで︑行政も動き出しま

い︑みんなで協力して子ども

え︑手や知恵︑お金を出しあ

一人ひとりが自分事として考

とが大事だと気付きました︒

始︑今年のGW︑年末年始は

たちが育つまちづくりをして

ました︒

役場から補助金をもらって託

いきたいと考えています︒

写真提供：子育てママの会

特

託児を一企業から町内全域

今後やりたいこと

裕子さんが店長を務める高

に広げるため︑またお金を扱

今までやってきたこと

橋 牧 場 ミ ル ク 工 房 で は︑

コ未来サポート隊﹂を設立し

うことも増えたため︑責任や

を始めていました︒
年末年始

ました︒
いずれママたちは︑子

2016年ころから子育て中

やゴールデンウイーク
︵GW︶
︑

どもが巣立ち︑子育て中のマ

信用を伴う﹁NPO法人ニセ

お盆など年5回程度の託児で

マではなくなります︒
屋内遊

の従業員のため︑独自に託児

毎回延べ 人程度の子どもを

び場づくりや託児だけが目的

いました︒

ていること︑ほとんどの人が

児を行っています︒

03
07
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受け︑同じような悩みを抱え
ていた2人は意気投合します︒
話し合いに集まったママた
ちもみな﹁保育時間以外の預
け先や子どもたちが安心して

預かっていました︒
しかしミ

行政と一緒に解決していくた

﹁フルタイムで働けないので

訪れ︑大成功に終わりました︒ ルク工房以外で働くママから
そこで︑話し合いで出会っ
た4人のママが中心となって︑ ニーズ調査のためのアンケー
の託児の要望も多く聞くよう

めに︑
﹁ニセコ未来サポート

トも331人から回答を得る
﹁子育てママの会﹂として行
動を開始します︒ママたちは︑ ことができました︒ママたち

屋内遊びのボーネルンドや

﹁お金を払っても屋内遊び場

は︑白髪が一気に増えるなど

移動おもちゃキンダーリープ

や託児を利用したい﹂と考え

行政に働きかけるために実際

号を呼ぶため︑ママたちが奔

ていることがわかりました︒

本当に大変だったようです︒

﹁子育てママの会﹂
ができるまで

走︒ニセコ地域の企業から約

﹁子育てママの会﹂ではアン

に自分たちで屋内遊び場イベ

2017年2月ころ﹁子育

2週間で 万円の協賛金を集

ケート結果を役場に提出し︑

アンケートをまとめるのに

て﹂をテーマに町民有志の話

めます︒町からも補助金をも

屋内遊び場づくりを要望しま

ントをやってみて︑ニーズを

し合いがありました︒ちょう

らい︑2017年8月の週末

した︒しかし︑役場からは

も一苦労︒しかし半数以上の

どそのころ裕子さんも4歳と

に2日間だけのキッズパーク

﹁屋内の遊び場を作っても管

2017 キッズフェスティバル

調査し︑データを役場に示そ

1歳のお子さんを抱えながら

﹁ニセコキッズフェスティバ

理運営する団体がいない﹂と

2017年 2018年 2019年

人が﹁子育てをする上で遊ば

仕事をしており︑子育てと仕

ル﹂をニセコ中央倉庫群で開

いう回答でした︒

年末年始 年末年始 GW
（3日間）（6日間）（8日間）

0

20

40

58

80

うと考えました︒

事の両立に悩んでいました︒

催しました︒フェスティバル

ではありません︒
町の課題を

になり︑2017年の年末年

隊﹂
と名付けたそうです︒

思い切り遊べる場所がない﹂

写真提供：子育てママの会

始は
﹁子育てママの会﹂
として︑

2017 キッズフェスティバル

同時期に千佳さんが主宰する

120

30

20

162

160

ランド千佳さん

は1︐000人以上の親子が

（利用者／日 利用日数）

高井裕子さん

今年6月、町内に子育て支援を行
う新しいNPO法人が発足しました。
たかい ゆうこ
理事長の高井裕子さんと副理事長の
ちか
ランド千佳さんに、NPO法人立ち上
げの経緯や活動内容、今後の展望に
ついてお話をうかがいました。

雑誌パウダーライフの取材を

子育てママの会
託児利用者延べ数

子育てを支援する
NPOができました

集

﹃子育てママの会﹄が心の支えです

すぎもと

杉本 ひろみ さん
杉本 陽生 くん
すぎもと

はるき

仕事をしながら安心して子どもを預けられる

特

｢子育てママの会」託児利用者

夫婦とも本州出身なので、初めての雪国での生活だけでも大変でしたが、
頼れる家族や親せきもいない中、子育てするのはとても苦労しました。自営
業なのでなるべく早く仕事に復帰する必要があり、子どもが生まれて2か月
後にはベビーシートを端に置き、首が座ったらおんぶしてお店に立ちまし
た。子どもが泣いたらあやしながら仕事をしていました。子どもが病気にな
ると面倒を見てくれる人がいないので仕事を休まざるをえず、場合によって
はお店自体を休みにしなければいけないこともありました。この町で子育て
と仕事を両立するのは難しいと思いました。
大自然の中で子どもを育てられる点は、とても満足しています。山菜を
採ってお父さんと料理したり、美しい夕焼けをみたり、満開の星空を見上げ
たり、冬はそり遊びをしたり、都会ではできない環境で子育てできるのは幸
せだと思います。
「子育てママの会」の託児を利用する前は、年末年始やGWなどお店が忙
しい時期は、お店に子どもを連れていき、遊ばせる場所もない中、子どもの
面倒をみながら仕事をしたこともありました。子どもは遊べなくてストレス
がたまるし、私もぐずる子どもの相手をしながら仕事しなければならず、2
人とも精神的にかなりきつい状況でした。「子育てママの会」の託児を利用
してからは、子どもはほかの子どもたちと楽しい時間を過ごせるようになっ
たし、私も仕事に集中できるようになりました。「子育てママの会」の託児
が利用できたことで、心の余裕と安心感が得られました。

2019年度 年末年始の託児のご案内
今年も「冬の子ども集いの広場」を開催します。詳しくはお気軽にお問い合わせください。
◆日時／2019年12月31日(火)、2020年1月2日(木)〜1月5日(日)（5日間）
午前8時半〜午後5時半（※時間が合わない場合はご相談ください）
◆場所／曽我活性化センター（字曽我127番地1） ◆定員／1日20人程度
◆費用／1日1人3,000円（傷害保険料込み） ◆締切日／12月20日(金)
◆対象／ニセコ町にお住まいで、近隣町村で働いている人のお子さま、またはニセコ町内で働いて
いる人のお子さま（1歳3か月以上）
◆持ち物／お弁当、水筒、着替え、オムツ、寝る子は布団（必要な人）、外遊び用のウェアなど
◆お問い合わせ／高井裕子（子育てママの会）
佐藤志保 保育士（地域おこし協力隊）
◆協力／ニセコ町、幼児センター、曽我親交会、NPO法人あそぶっくの会、ニセコ中央倉庫群、
ほんままゆみ&文庫「RAINBOW」、ニセコ高橋牧場
今回ヒアリングした子育て

中のママはみな共通した悩み

を抱えていました︒﹁近くに

休日診療している病院がない

こと﹂﹁屋内で安心して遊べ

る場所がないこと﹂です︒小

さな自治体ではできることも

限られ︑残念ながら子育て環

境が充分といえない側面もあ

ります︒

しかし︑﹁子どもにやさし

いまちづくり﹂は行政だけで

なく︑町民一人ひとりが取り

組めることです︒子育てして

いるママやパパ︑小さなお子

さんをみかけたら︑やさしい

気持ちで接してみませんか︒

まち

そして子育て中のみなさん︑

思い切って地域に出てみませ

んか︒子育てしていると1日

があっという間に終わってし

まち

まい︑出かけるのはとても大
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変だと思います︒でも︑地域

に出てみたら周りの人のやさ

しさに触れ︑心が軽くなるか

もしれません︒同じ悩みを抱

える仲間と出会えるかもしれ

ません︒

そこから﹁地域で子育て﹂

が始まるのではないでしょう

か︒
08

町の取り組みやお知らせを紹介するページです

令和元年度

予算の執行状況

〈上半期〉

23億7,666万円（41.9％）

繰入金

一般会計の執行状況

※
（ ）は予算の執行率

今年度の全会計当初予算は︑前年度比５億

１％︶
の 億９︐８１
９︐９６０万円増
︵＋ ．

０万円です︒
主な大型公共事業として︑役場新

庁舎・防災センター整備事業のほか︑西富地

区町民センター再整備事業︑近藤小学校体育

2,854万円

館改修事業︑公営住宅改善事業
︵新有島団地３

財産収入

財産運用による利息、配当金など

収入済額

町税
自主財源

公営住宅料、ごみ処理手数料など

号棟ほか︶
︑町道整備事業︵羊蹄近藤連絡線ほ

1億8,766万円

か︶
︑橋梁長寿命化整備事業︵宮前橋舗装改良

使用料・手数料

59

地方交付税 12億5,036万円（67.2％）
0万円（0％）
町債
国・道支出金 1億5,596万円（21％）
交付金など
9,514万円（45.6％）

老人保健会計からの繰入。
基金
（貯金）
の繰入など
給食費やさまざまな事業の実費負担など

工事︶
︑消防ポンプ自動車更新事業などを実施

1億8,932万円

しています︒

諸収入

さらに平成 年度からの繰越事業として︑

4億4,732万円

予算１億６︐８１０万円を令和元年度に繰り

繰入金

越し︑綺羅乃湯改修事業のほか畑作構造転換

8億2,038万円

事業︑担い手確保・経営基盤強化事業などを

町税

住民税、固定資産税など

実施しています︒

2億850万円

自治体の実状に合わせて交付されます

９月末時点の予算総額は︑予算の補正によ

7億4,089万円

財 源

交付金など

11

56億7,652万円
依 存

国・道支出金

道路や公営住宅の建設に伴う補助金など

63

30

歳入予算

標準的な町の財政需要を定め、不足するお金
が国から交付されます
建設工事などの金額の大きな事業を行うとき
に借入します

り︑全会計・繰越予算合わせて 億３︐８１２

53

万円となりました︒

11億9,290万円

一般会計の当初予算は 億５︐０００万円

町債

11

︵繰越分含まず︶
で︑前年度比５億５︐０００万

18億6,100万円

５％︶となっています︒
また︑
円の増額︵＋ ．

地方交付税

９月末までに役場新庁舎・防災センター整備

事業︑プレミアム付商品券事業など１億５︐８

55

４２万円の予算の増額補正を行いました︒
こ

51

56

れにより︑補正予算後の一般会計予算額は

12

億８４２万円となり︑前年度比６億 万円の

２％︶
となりました︒
増額
︵＋ ．

上半期
︵４月〜９月︶
の執行状況は︑ 億７︐

６５２万円︵繰越予算含む︶の予算に対し︑歳

６６６万円が収入されています︒
入で 億７︐

歳入は町の大きな財源である地方交付税の

23

まちづくり情報室

町では地方自治法およびまちづくり基本条例第45条の規定により年2回、財政状況の公表を行って
います。そこで今回は、令和元年度上半期（4月〜9月）の町の財政状況をお知らせします。

5億6,899万円（69.4％）
0万円（0％）

諸収入
4,180万円（22.1％）
使用料・手数料 2億4,489万円（130.5％）
財産収入
1,953万円（68.4％）
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09

国民健康保険事業特別会計

5,540万円
1,959万円（35.4％）
1,783万円（32.2％）

簡易水道事業特別会計

まちづくり情報室

うち︑普通交付税が前年度比５１３万円の減
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額となっていますが︑町税は前年度比１︐１２

10

７万円の増額となっています︒

5,775万円

今年度の当初予算においては︑町財政の安

その他

議会、災害など

定的運営や公共施設整備のため︑４億４︐２３

2億2,536万円

０万円の基金︵貯金︶を活用する見込みをして

消防費

います︒
今後の安定的・持続的な財政運営の

2億4,901万円

ために︑歳入の確保・拡大を図るとともに効

農林水産業費

農地・農道整備、森林整備など

率的な歳出予算の執行によって︑基金の活用

2億6,527万円

21

︵取り崩し︶
額の圧縮に努めていきます︒

商工費

歳出では 億１３８万円を支出し︑各種公

3億5,632万円

共事業のほか︑教育・健康・福祉・産業振興

衛生費

簡易水道、健康づくり、ごみ処理など

などの事業を展開しています︒
町債︵借金︶返

5億3,638万円

済にあたる公債費は︑当初予算６億５︐６００

民生費

除雪、道路建設維持、公営住宅管理、
下水道など

万円で︑前年度比３︐４０４万円の減額となり

5億8,364万円

ました︒

土木費

今後も引き続き事業を見直し︑歳出予算を

6億380万円

効率的に執行します︒
また︑町の維持発展に向

教育費

各学校・幼児センターの管理、
スクールバス、有島記念館の管理など

けた必要な施策を展開し︑かつ︑将来負担を軽

6億5,600万円

減していくため︑中・長期的な視点により事

公債費

業の優先順位付けを行い︑計画的でバランス

のとれた財政運営を行っていきます︒

特別会計では国民健康保険や後期高齢者医

療保険の安定運営のために必要な予算︑安全

でおいしい水の提供など水道や下水道に必要

な予算を︑一般会計とは別の会計として区分

けし経理しています︒

５つの特別会計の当初予算の合計は６億

４︐８１０万円で︑前年度比４︐９６０万円の

増額
︵＋８．
３％︶
となっています︒

21億4,298万円

消防活動、救急活動など

予算額
歳入額
歳出額

710万円
29万円（4.1％）
181万円（25.5％）

総務費

観光、
商工振興など

1億8,500万円

1,575万円（8.5％）
7,575万円（40.9％）

広報、デマンドバス、庁舎管理、人件費など

福祉事業など

1億9,480万円

3,939万円（20.2％）
7,068万円（36.3％）

公共下水道事業特別会計

町債（借金）の返済

2億1,930万円

6,307万円（28.8％）
1億1,098万円（50.6％）

後期高齢者医療特別会計

農業集落排水事業特別会計

特別会計の執行状況

まちづくり情報室

歳出予算

56億7,652万円
執行済額

※
（ ）は予算の執行率

21億138万円（37％）
総務費
公債費
教育費
土木費
民生費
衛生費
商工費

8億223万円（37.4％）
3億2,702万円（49.9％）
2億2,741万円（37.7％）
1億2,174万円（20.9％）
1億9,166万円（35.7％）
1億2,013万円（33.7％）
5,077万円（19.1％）

農林水産業費 1億2,840万円（51.6％）
消防費
1億520万円（46.7％）
その他
2,682万円（46.4％）

企画環境課広報広聴係
℡0136-44-2121

担当＝大野・四條

流れないなど︑故障かな？と

思ったときは次のことを確認

の緊急時には自動でスイッチ

ことがあります︒特に︑本体

ちに︑本体が故障してしまう

防災ラジオを使っているう

故障した防災ラジオは役場
で交換します

ださい︒

持参の上︑窓口までお越しく

役場にありますので印鑑をご

出してください︒様式などは

分に充電がされず非常時に活

池は︑何年も使うと劣化し︑十

ご使用の防災ラジオの充電

劣化した﹃充電池﹄の交換
をお願いします

絡ください︒

えられますので役場までご連

右記以外の場合は故障が考

と接続されていますか？

帯と町内の事業所などにつき
１台を基本に︑防災ラジオを
お貸ししています︒災害など

11
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とおりです︒
︻貸出対象者︼

してください︒

〇屋外アンテナを設置してい

に差し込んでいますか？

〇電源アダプタをコンセント

点灯していますか？

〇電源ランプ︑受信ランプは

・ニセコ町に住民登録はない

が︑町内に別荘などの家屋
を有している人

・町税や町に支払う公共料金
の未納がない人
︻申込方法︼

が入り︑情報をお知らせする

用できなくなる恐れがありま

る場合︑ケーブルがきちん

機能がついています︒まだお

のボリュームスイッチは故障

す︒
本体を役場にお持ちいた

役場へ申込書と誓約書を提

持ちでない町民世帯や事業所

しやすい箇所となっていま

平成 年３月から町民１世

がありましたら︑役場で申し

を入れて使うことも可能で

だくと無償で電池の交換をし

といった症状が見られる場合

す︒
また︑充電池以外の電池を

す︒スイッチが固くなって回

は︑役場まで本体をお持ちく

使うこともできますが︑非常

で絶対にしないでください︒

トにつなぐことは危険ですの

を入れたまま電源をコンセン

方法です︒
充電池以外の電池

ださい︒修理済みの防災ラジ

スイッチを入れても放送が

故障かなと思ったら
まずは確認を

時のやむを得ない場合の使用

ます︒
そのほか︑市販の充電池
け取りください︒

別荘など家屋をお持ちの人
へ貸し出しをしています
ニセコ町の住民でなくて
も︑別荘など家屋をお持ちの
人へ︑防災ラジオの貸し出し
をします︒
貸し出しをする条件は次の

オと交換します︒

らない︑音量調節ができない

一家に１台︑防災ラジオを
設置していますか？

■申込み・問合せ／
込みをし︑防災ラジオをお受

24

まちづくり情報室

防災ラジオを
設置してください

町の取り組みやお知らせを紹介するページです

まちづくり情報室

中央倉庫群通信

vol.1

みなさん、こんにちは！こちらの新コーナーでは、ニセコ中央倉庫群（以下、倉庫群）からの
イベント情報・活動報告などをお伝えします。

町民アンケート！倉庫群の好きなところは？
10月19日(土)行われた産業まつりで、来場した町民

クリスマスを倉庫で祝おう♪12月のイベント情報
★楽しい美味しい Pikinini のアフタヌーンティー

まちづくり情報室

58人に倉庫群の利用についてアンケートを実施しまし

クリスマスコンサート

た。今年度、倉庫群を利用したことが「ある」と回答

・日時／12月8日(日) 14:00〜15:30

してくださった31人のみなさんに、倉庫群の好きなと

・場所／１号倉庫 ・参加申込／不要

ころを聞いてみると…

・主催・問合せ／ Pikinini（080-6091-4156）

●建物の持つ雰囲気が好き・・・・・・・・23人
●いろいろなイベントが行われている・・・・・・・・17人
●無料で長時間いられる・・・・・・・・15人
●ミーティングやお茶会に利用できる・・・・・・・・12人
●キッズスペースがあり子どもと楽しめる・・・・・・・3人
●無料でWiﬁが使える・・・・・・・・1人

今後どのようなイベントがあれば行ってみたいです
か、という問いに対しては、
「コンサート、ライブ」
が 26
人で一番多く、次いで
「上映会」
、
「フリーマーケット」
、
「演劇、舞台」
が上位を占めました。
みなさんからの声を

★倉庫であそぼうの日〜クリスマス・キャンドルを作ろう〜
廃油を使ってキャンドルを作ります！大人の参加も
歓迎です。
・日時／12月15日(日)
①13:00〜14:30

②15:00〜16:30

・場所／旧でんぷん工場
・定員・対象／各回16人・小学校低学年以上
・申込み／12月12日(木)までに倉庫群へお電話でお
申し込みください
・参加費／無料

倉庫群でのイベント企画や施設運営に生かしていきた

・持ち物／完成したキャンドルを持ち帰る袋

いと思います！アンケートにご協力いただいたみなさ

・主催／中央倉庫群・地域おこし協力隊

ん、
ありがとうございました。

★クリスマス・ポットラック・パーティー
不用品を捨てる前に！
「倉庫 de フリマ」
ご参加ください！
買ったけど使っていない、サイズが合わなくなった、

・日時／12月21日(土) 13:30〜15:30(開場13:00)
・場所／旧でんぷん工場

数回使っただけで押入れにある…年末の掃除で出てき

・主催／国際交流員・地域おこし協力隊・中央倉庫群

た、
ご家庭に眠っているモノ、
リサイクルしませんか？

・申込み・問合せ／商工観光課
℡ 0136-44-2121

第一回「倉庫deフリマ」 年末フリーマーケット

めい

担当：梅

※詳細は同封されたチラシをご確認ください

・日時／ 12月28日(土) 10:00〜15:00
・場所／ 旧でんぷん工場

旧でんぷん工場に大きなクリスマス

・出店料・参加費／無料

ツリーを設置しました！写真を撮る

※出店スペース(お一人2mｘ2m)を
ご希望の人は、12月25日(水)まで
に倉庫群へお電話でお申し込み
ください。
※当日お買い物に来る人は、申込不要、出入り自由です。
どう
ぞお気軽にお越しください！
各イベント詳細・その他のイベントや最新情報は倉庫群の
Facebook をご覧ください。
12
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だけでも、どうぞお気軽に遊びに来
てくださいね。
ニセコ中央倉庫群
（旧でんぷん工場・1 号倉庫）
開館時間／9:00〜18:00
今月の休館日／12日(木)、26日(木)、31日(火)
※年始は1月6日(月)より開館します
TEL:0136-55-5538 FAX:0136-55-5596
facebook.com/niseko.soukogun

いろんな表情がかわいい
ジャック・オー・ランタン点灯

MY TOWN
HOT NEWS

10月23日に綺羅乃湯横の広場で、「中央元気か〜い」
のみなさんと地域おこし協力隊が、ハロウィン用カボ
チャを使ってジャック・オー・ランタンを制作しました。
ジャック・オー・ランタンは、ハロウィン用カボチャ
の中身をくりぬき、中にキャンドルを入れたものです。
この日はさまざまな表情をしたおばけカボチャや
「NISEKO」の文字型にくりぬかれたものなど、約200個
のランタンが手作りされました。
制作したジャック・オー・ランタンは駅前に並べられ、
10月26日・27日の夕方から夜にかけて、駅前をオレンジ
色の光で飾りました。

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

デザインは地域おこし協力隊の
オリジナル
大量の種をくりぬくのは一苦労

かぼちゃはすべて違う表情

フットパスコースを歩こう
フットパス道標の寄贈
10月23日に後志コラボーレの会が、

自然の恵みに感謝
ニセコ産業まつり
今年も10月19日に秋の作物の収穫に感謝する産業まつり（主催：町産業ま

ニセコフットパス協会にフットパス

つり実行委員会）が、町民センターで開催開催されました。産業貢献者表彰式

道標を寄贈しました。コラボーレの

では、原料にこだわった加工品づくりや商工業の発展にご尽力された4人に町

会は小樽開発建設部農業開発職員OB

から表彰状が授与されました。

らで組織され、国営農業整備事業の
支援活動をしています。

当日はあいにくの雨模様でしたが、駐車場ではテント内にバーベキューコー
ナーが設けられ、多くの人でにぎわいました。また、公用車の電気自動車から

秋晴れの中、全員でニセコ駅前に

揚げ物を料理するフライヤーに電気を供給。動く蓄電池の実証展示を行いまし

道標を設置し、その後2グループに

た。大ホールでは、お汁粉の提供やニセコ高校の野菜・花販売ブースなどが出

分かれて町内5か所で設置作業を行

店され、あちらこちららで行列ができていました。最後に綺羅カード会による

いました。

サイコロゲームも行われ、来場者は秋の週末を楽しみました。

みなさん楽しそうに作業していました

産業貢献者の左から本間泰則さん、奥土盛久さん、佐々木実さん、前田孝之さん

ラジオニセコも会場から生中継
| 2019 | 12月号 ｜ 広報ニセコ
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議会を身近に感じてほしい
第８回議会報告会・町民との意見交換会
ニセコ町議会では、
町民が参加しや
すいよう時間帯と場所を変えて、11

道の駅でスマホの充電ができます
道の駅防災訓練
11月5日に北海道開発局が、道の
駅で防災訓練を行いました。

縄文の魅力にハマるかも
JOMON+ART village
11月4日にニセコ中央倉庫群で縄
文をテーマにしたイベント（主催：

月 9 日に議会報告会と意見交換会を

道の駅の従業員たちは、最初に小

町民センターと近藤コミュニティー

樽開発建設部から道の駅に置かれて

センターの２か所で開催しました。

いる防災用備蓄資機材の種類や使用

旧でんぷん工場ではワークショッ

方法の説明を受け、災害時にどのよ

プが行われ、参加者は粘土やお面を

うに対応するか確認しました。

使ってオリジナル作品を制作しまし

10人の議員が1年間の議会での審
議状況や委員会・協議会・視察など

JOMON＋art village実行委員会）が
行われました。

まちの話題

の議会活動に関して報告し、両会場

ニセコには海外からの旅行客が多

た。
1 号倉庫では丹頂鶴をモチーフに

あわせて17人が参加しました。意見

いことから、日本語が通じない観光

した舞台「盲目のサロルンカムイ」が

交換会では町民の関心が高い話題や

客への情報提供や避難所への誘導な

上演され、縄文太鼓の演奏が披露さ

課題点を把握することができました。

どの訓練も行いました。道の駅では

れました。
ほかにも、縄文時代の魅力

議会では、今後もJRや原発問題を継

災害時に、周囲を照らすバルーンラ

に取りつかれた人たちを取り上げた

続して協議していく予定です。

イトの設置や、スマートフォンの充

映画「縄文にハマる人々」の上映会が

電ができるように発電機が備蓄され

行われるなど、参加者は魅力あふれ

行の議会だよりに掲載されます。

ています。ぜひ活用してください。

る
「縄文」
を楽しみました。

子さま連れでも参加できるよう託児を用意しました

翻訳機を使うと、
いろいろな言語に対応できます

ワークショップの先生は片桐仁さんでした

詳しい内容は、令和2年2月1日発

しいや

ゆうな

椎屋祐夏さんに賞状授与
羊蹄山ろく火災予防ポスター入選

しみず

あやこ

清水綾子さん文化奨励賞受賞
ニセコ町文化まつり

大きく育ったよ
ニセコ小学校稲刈り体験

11月8日に近藤小学校で、同校2年

10月26日から11月4日まで町民セ

10月23日にニセコ小学校5年生が

生の椎屋祐夏さんへニセコ消防署支

ンターで、文化まつり（主催：町文

稲刈りを体験しました。6月に自分

所長から、「羊蹄山ろく消防組合火

化協会）が開催され、町民のみなさ

たちで田植えしてから約4か月経ち、

災予防ポスター展」入賞の賞状が手

んが制作した芸術作品の展示や、琴

自分の背丈ほどに成長した稲に児童

渡されました。

などの演奏会が行われました。

らは驚いていました。初めての稲刈

「羊蹄山ろく消防組合火災予防ポ

2日の表彰式では、「ニセコの

り体験ということもあり、児童は一

スター展」は、羊蹄山ろく7町村の

味」を伝承し、多くの人に提供して

本の稲も無駄にしないように一生懸

小中学生が応募しており、ニセコ町

いる「じゅうごばあ」の代表、清水

命に刈り取っていました。

からは椎屋祐夏さんが入選しました。

綾子さんに町文化協会から文化奨励

おめでとうございます！

賞が贈られました。

今年の応募総数は466点でした

14
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「じゅうごばあ」
は洞爺湖サミットにも協力しました

収穫したお米は、12月ごろに自分
たちで調理して食べる予定です。

食べるのが楽しみだね

第８回 北 海 道 産 直
フェアを終えて

店経費に役員の苦悩の毎日が続いた︒
結局︑

察に出向いた︒
視察の結果は良好だが︑出

についても記載されていたため︑
数人で視

が突然届いた︒
その中に 月の産直フェア

夏︑
連合会から当会に加盟の呼びかけ通知

迎えた︒
東京ニセコ会が発足した９年前の

北海道産直フェアが開始から 回目を

ワールドカップ日本対サモアの試合日で

この日はラグビー

数は前年比

晴れたが︑来場者

抱 え た︒
３日目は

じかれたかと頭を

りの雨に出足をく

に！要因は土砂降

したが︑
連合会の温かいご指導と役場はじ

７年間いろいろな想定外の課題に直面

ら産直フェアに出店することになった︒

れる神様が現れ︑
何とか完売に結びついた︒

しかし︑
売れ残り品の多くを引き取ってく

い雨が降り続き︑完売には至らなかった︒

指したが︑
午後２時くらいまで強い雨と弱

してスタッフの皆さんに感謝の気持ちを

CULTURE

齊藤野の花さんと、堀菜結花さんが

とができました。

農業の知識を競い合う農業鑑定競

これからの学校生活で見学旅行

技に出場しました。
大会の結果、農

の経験を生かして、多くのことに

業鑑定競技「分野生活」に出場した

挑戦していきたいと思います。

齊藤さんが、優秀賞に入賞しました。

２人とも２年連続での全国大会出

場となり、
「来年も全国に出場して、
さんらい

ゆうげ

晩秋の山籟を 聞き 庭仕舞
きのこ

我庭に採れし茸の夕餉かな
くるみ

ほの

隠しおく胡桃を 忘る蝦夷の栗鼠

りす

この寒さ やがて空よ り白き もの

ニセコ俳句会

夜想曲甘く切ないその調べ仄かに想 う遠い日のこと

ノクターン

ひと枝の紅葉もとめて手を 伸ばすあふるるばかりの木もれ日眩し

ニセコ短歌会

農業クラブ全国大会の報告

たい」
と話していました。

また、私たち２年生は10月27日

(日)から11月1日(金)にかけてマ

亀田

英文

綾子

禮子

斉藤 うめ子

工藤 有里子

清水

山崎

佐々木 禎子

より良い賞を取れるように勉強し

レーシアでの見学旅行に行きまし

15
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みんなのページ

町民レポーター活動中

役場へ相談することにし︑
町長︑
副町長︑
関

あったことも影響したかと思いを巡らし

め関係者のご支援・ご協力をいただきな

神様はじめご来場の皆さん︑連合会︑そ

は例年の来場者数と売上高には変わりは

ゆうり

ひらはた

通信

快晴になったが︑
来場者数は前年の
％という結果

係者に出店の陳情をさせてもらった︒
結果

た︒
最終日はスタッフ一丸となり完売を目

％︒

はOKの回答を受け︑翌年
︵2012年︶
か

今月のレポーターは
「穂山貞夫さん」
です。東
京ニセコ会の会長として、首都圏などでニセ
コ町をPRしています。

込め 月６日に幕を閉じた︒
今までにない

YTLホテルズの学生と交流するこ

なゆか

悠里
平畑
会計

！
！

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

なかったが︑異変は２日目に起こった︒
開

されました。
ニセコ高校からは２年

ほり

44-2121 FAX.44-3500
反省を痛感させられるフェアでもあった︒

うので、日本ではできない経験や、

ののか

TEL.

がら今年 月３日に第８回を迎えた︒
初日

73

た。食生活や文化、歴史などが違
10 月 23 日
（水）
、24 日
（木）
に南

ページ
10

場１時間前まで土砂降りの雨で︑
その後は

東北で農業クラブ全国大会が開催

さいとう

vol.45

ふぁん

10

ニセコ高校 農業クラブ

みんなの
10

２年

企画環境課広報広聴係まで

25

ニセコ
42

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.201

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/

ラジオニセコ

毎週火曜日、午後3時30分からスタジオ
で本の紹介や朗読をおこなっています。

お 知らせ

遊悠ぶっく

施設を訪問して楽器演奏や読み聞かせ
などの活動をしています。

展

あそぶっく講座「メグさんのからだの科学」

みんなのページ

ワークショップを通して、
どうすれば子どもに性を明るく
さわやかに伝えられるのか、
どうしたら
「性的いじめ」
を含
む、
性的被害から子どもを守れるかを学ぶ、
親子向けの講習
会です。
（2時間程度）
◆日時／12月7日（土） 午前10時〜
◆場所／あそぶっくコミュニティールーム
◆講師／秋野恵美子（医師・前小樽市保健所長・小樽
ポッケの会代表）
◆参加費／無料
◆対象／満3歳から小学校6年生までのお子さんとその
保護者。
中学生も参加できます
（保護者同伴）。
お子さんがいなくても、受講してみたい大人の
人はお問い合わせください。
◆定員／5組
※託児を希望される人は、事前にあそぶっく事務局まで
ご連絡ください

あそぶっくクリスマス会
今年も人形劇と楽器演奏などであそぶっくのクリスマス
会をお楽しみください。
どなたでも参加できます。
ささやか
なプレゼントも用意していますので、
ぜひお越しください。
◆日時／12月12日（木） 午後2時45分〜
◆場所／あそぶっく館内

年末年始の休館のお知らせ
年末年始は12月30日（月）から1月6日（月）まで休館します。
なお、
12月29日（日）は午後3時に閉館します。

示

11/30〜12/26
本の
特集
展示 「芥川・直木賞だけが文学賞じゃない！」

世の中には、たくさんの文学賞があります。聞き
覚えのあるものからないものまで、受賞作品を並べ
てみました。世界の文学作品にどっぷりと浸かって
みませんか。
わかやま あさみ

趣味の 12/1〜12/14 ろうそく／若山亜沙美さん
さいとう としこ
展示 12/15〜12/29 絵画／齊藤淑子さん

おすすめ本 紹介
くるわ

はな

『廓に噺せば』

桂歌蔵 著 （光文社）

昭和十六年の横浜。五歳の
ひがき ひさお
少年・桧垣壽雄は、色街の廓
えいだいろう
「永代楼」
の一人息子。壽雄は、
廓を切り盛りする祖母いねに
かわいがられ、何不自由なく
暮らしていましたが、母が突
然家出すると、その寂しさか
ら、壽雄は落語や漫才などの
SP 盤を聞くようになり…。
桂歌丸をモデルに描いた、
感動と笑いの人情ばなしです。

新 着 本 紹 介
実用書
日本史で学ぶ経済学
ベトナムかあさんの味とレシピ
はじめて作る加賀ゆびぬき

読み物
横山和輝 祝祭と予感
伊藤忍 ライオンのおやつ
木原小夜 明日の食卓

児童書・絵本
恩田陸 ムーミントロールと金のはっぱ

トーベ・ヤンソン

小川糸 日本史探偵コナン

青山剛昌

椰月美智子 学校に行けない私たち

えりんご

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

秋から冬にかけ︑
寒さが増

して外遊びが思うようにで

きない時は︑
室内で身体を動

かして楽しめるよう工夫し

て遊びます︒

この日︑
りす組
︵１歳児︶
で

は走って︑
広げた新聞紙にパ

ンチ！そのまま新聞を破っ

て通り抜ける遊びを楽しみ

ました︒
上手に破れてもなか

みんなのページ

おひさま

農業青年会のみなさんが心

もらいました︒

この日は︑
秋晴れでとても暖

かい日でした︒
子どもたちは泥

だらけになりながらも﹁よい

しょ﹂
とにんじんを引っ張って

いました︒
にんじんを収穫する

喜びや︑
自然の中で身体を動か

す楽しさを親子で感じるよい

機会でした︒

青年会のみなさん︑
貴重な体

験をさせていただき︑
ありがと

うございました︒

にんじん掘り

いた新聞は︑
そのあと子ども

を込めて育てたにんじん︒
おひ

なか破れなくても最後はみ

たちが自由にちぎって楽し

さまの親子で収穫体験させて

んなほめてもらい大満足︒
破

みました︒

かっこよく、
アンパーンチ！

こんな遊びを
しています

子育てトピックス

おいしそうなにんじん採れたよ！！

「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

幼児センター
年末年始などの休業日のお知らせ
★短時間利用児
12月26日（木） 終業日
12月27日（金）〜1月20日（月） 冬休み
1月21日（火） 始業日

★長時間利用児
12月30日（月） 保育納め
12月31日（火）〜1月5日（日） 年末年始休業
1月6日（月） 保育初め

★子育て支援センター
「おひさま」
12月27日（金）〜1月5日（日） 年末年始休業

〈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

子育て
講座
12月の
「子育て講座」
に参加してみませんか？

スワッグ教室
「スワッグ」
はドイツ語で壁飾りを意味します。
リース
のように壁やドアに飾るおしゃれなインテリアです。
◆日時／12月12日(木) 午前10時〜午前11時30分
◆場所／町民センター
◆材料費／1,200円程度
◆申込み期限／12月6日（金）

料理教室
◆日時／12月20日(金) 午前10時〜午後0時30分
◆場所／町民センター
◆材料費／600円程度
◆申込み期限／12月13日（金）
※どちらも託児があります。
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滝下事務局員 の

いきいき

社協 だより
21

道﹂
についてお話します︒

今回は﹁共同募金とその使い

です︒

こんにちは︒社会福祉協議会

vol.

での災害ボランティアの活動支

援のために活用されています︒

どのう

例えば︑震災ごみを集積場に運

ぶためのトラックや機材︑土嚢

袋などの調達に使用します︒昨

年の９月に発生した北海道胆振

東部地震の被災地の災害ボラン

ティアセンターでも実際︑有効

に活用されました︒

◆特別募金活動を行いました

今年も 月 日㈭に町内の商

福祉施設の復旧支援に使うた

営の資金となります︒被災した

共同募金のお願いにうかがいま

店・ホテル・事業所へ赤い羽根

ただし︑募金の一部は毎年

のより広域的な課題解決に使わ

また︑残りの ％は北海道内

者サロン・福祉まつり等への支

のお祭り・スポーツ大会︑高齢

の紙おむつサービス事業︑地域

動として︑高齢者や障がい者へ

募金の約 ％は︑町の福祉活

や掃除などを行う︑災害ボラン

した土砂などの災害ごみの撤去

財や建物の一部︑外部から流入

ことはできません︒被災した家

害ごみの処分や掃除を済ませる

ている状況では︑家人だけで災

家族化と超高齢化社会が進行し

除を行っています︒しかし︑核

砂などの災害ごみの片付けや掃

物の一部︑外部から侵入した土

に戻るために︑壊れた家財や建

民が自宅へ帰り︑以前の暮らし

が続いています︒被災地では住

今年も大型の台風による災害

で取り扱っています︒

課︶
︑町民センター
︵社協事務局︶

会︶
︑綺羅乃湯︑役場︵保健福祉

が募金されます︒
道の駅︵観光協

のうち製作費を差し引いた金額

ニッキー︶
を作成︑１個500円

ピ ン バ ッ チ︵２ ０ １ ９ 年 度 は

共同募金委員会でオリジナル

﹁ご当地限定ピンバッチ募金﹂

に使われています︒

人におせち料理を提供するため

舞金や配食サービスを利用する

月１日より始まります︒歳末見

共同募金の一環として今年

﹁歳末たすけあい募金﹂

﹁災害等準備金﹂として積み立

ティアへのニーズと重要性は高

﹁赤い羽根共同募金﹂

地域で使われています

てられており︑災害発生地で速

援などに使われます︒

れます︒

共同募金は︑こうした被災地

まる一方です︒

ます︒

した︒ご協力いただきありがと

TEL.0136-44-2234

め︑例外的に都道府県域を超え

ニセコ町社会福祉協議会

うございました︒

滝下 博之

た被災地支援にも活用されてい

事務局員

やかに支援活動が行えるよう︑

◆地域で集めた募金は︑集めた

17

引き続き 月 日まで募金を

12

温かいご協力をお願いします︒

受け付けています︒みなさんの

31

30

ボランティアセンター開設・運

みんなのページ

| 2019 | 12月号 ｜ 広報ニセコ

18

10

12

70

1歳の写真
住民係窓口受付分

こんにちは
ご結婚

赤ちゃん

おめでとう
ございます
ごめいふくを
おいのり
します

12月生まれ

こみゅにてぃ~

それぞれのごみステーショ
ンへ出してください︒
〜１

１月 日 ︵近藤小は

くらしの情報

せん︒利用時間は午前８時

月 日まで︑ニセコ中は
■予約電話番号／

℡0136
﹇路線バス﹈

2200

までの決められた収集日に︑ に予約が必要です︒

年末に出すごみは 日

﹇ごみの収集﹈

ニセコ町からのお知らせ

〜１

■休業日／ 月 日

12
から午後７時までで︑事前

く らし の 情 報
お知らせ

﹇役場﹈

■休業日／ 月 日
月５日

一部の便で運行時間の変
す︒ご利用前に各バス会社

月５日

資
※源ごみ保管庫について
も︑ 月 日 から１月

へお問い合わせください︒
ん︒ご注意ください︒

℡0136

■ニセコバス／

1558

2001

更や運休する場合がありま

﹇有島記念館﹈

５日 まで利用できませ

戸
※籍関係の届け出は︑休
業日も受け付けます

■休業日／ 月 日 〜１

﹇デイサービスセンター﹈

■道南バス／

月６日

﹇総合体育館・町民センター﹈

１月６日 から通常どお

﹇スクールバス﹈

℡0136

〜１

り業務を行います︒
〜１

１月９日から︑ニセコ小

は１月 日から登校日に
なります︶

2101

■問合せ／学校教育課学校
教育係
℡0136
医療機関
﹇ニセコ医院﹈

﹇菊池歯科﹈

月３日

■休診日／ 月 日 〜１

（日）

■休診日／ 月 日 〜１
月５日

■休診日／ 月 日 〜１
月５日

■歯科休診期間の当番病院

1月2日(木)
1月3日(金)

（木）

／下記のとおり

令和2年1月1日(水)

26

学 校 の 登 校 日 以 外 は ス ﹇ニセコ歯科﹈
クールバスが運行されませ
ん︒登校時や下校時にス
クールバスを利用している
一般の人はご注意ください︒

12月31日(火)

■休業日／ 月 日
月５日

■休業日／ 月 日

1950

■問合せ／ニセコ町デイサー

ビスセンター
℡0136

﹇にこっとBUS﹈

（金）

電話番号
0136-22-6480
0136-57-5888
0136-31-2511
0136-43-2225
0136-57-5181
0136-23-2200

12月30日(月)

月５日

町
※民センターは︑１月３
日 午前 時〜午後２時

〜１

■運休期間／ 月 日 〜

（日）

（月）

年末年始の休業はありま

29

住
所
倶知安町
蘭越町
喜茂別町
ニセコ町
蘭越町
倶知安町

担当医院
カワバタ歯科
やまだ歯科
喜茂別歯科
ニセコ歯科
町立蘭越歯科
中川歯科

月
日
12月29日(日)

16

15

30

（火）

（火）

44

27

（火）
（月）

（火）

の綺羅カード抽選会のと
きは開館します︒

﹇幼児センター﹈
■休業日／ 月 日
月５日

（火）

29

43

12

31

44

24

（日）12

（日）
12

（金）
12

（日）
12

31

（月）

44

（日）
12

31
（火）

31

30

31

（日）
12

（火）

22

（月）
12

10

31

（日）
12

（日）
12

★みなさん良いお年を
年末年始の休業のお知らせ


（金）

（日）
12

 


歯科当番医院一覧

※診療時間は午前9時〜正午までです

19
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佐藤弁護士の

くら し の お 悩 み

全・安心な通行を確保する

町では冬期間の道路の安

町の除雪作業について

★ご協力をお願いします

雪を終える体制をとってい

通勤・通学時間までには除

早朝に実施し︑みなさんの

間に降った雪の除雪作業を

ります︒通常︑日中から夜

業です︒
作業中は除雪車か

除雪作業は大変危険な作

さい

・除雪作業に注意してくだ

めましょう︒

い場合がありますので︑道

時間までに除雪が終わらな

時間がかかり︑通勤・通学

障となります︒
また除雪に

くなったりして︑通行の支

すので︑雪下ろしの際はご

人命に関わる場合がありま

道路上に落下した場合には︑

屋根の雪やつららなどが

ください

・屋根の雪下ろしにご協力

ため︑
除雪の作業を民間業者

路への雪出しはやめましょ

2121

らの視界は狭く︑特に後方

℡0136

ます︒

力ください

担当＝小貫・橋本

に委託しています︒
除雪作業

ますが事故を未然に防ぐた

除雪車が通過すると玄関

注意ください︒

しょう

め︑除雪作業中は危険です

や車庫の前に︑雪が残りま

は見づらくなっています︒ う︒

路上駐車は除雪作業の障

から絶対に近づかないよう

す︒
この玄関前などの除雪

■問合せ／建設課管理係

除雪車の出動については︑

害となります︒たった1台

にしましょう︒

については︑町民のみなさ

注意を払って作業をしてい ・玄関前などの除雪にご協

朝の時点で降雪量がおおよ

でも除雪作業ができず地域

・道路への雪出しはやめま

44

を円滑に進めるため︑
町民の 町民のみなさんにお願い
みなさんのご理解とご協力 ・路上駐車は絶対にやめま

そ ・5㎝を目安としてい

のみなさんに大きな迷惑を

んが行っていただくよう︑

12

をお願いします︒

ますが︑雪が降り続いてい

しょう
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かけることになります︒ま

20

担当＝佐藤

るときなどは︑効率的・効

■問合せ／町民生活課生活環境係
℡ 0136-44-2121

ご理解とご協力をお願いし

捨て猫は、
愛護動物の遺棄にあたり、
「動物の愛護及
び管理に関する法律」
により100万円以下の罰金を科せ
られます。
やむを得ない事情で飼育が困難な場合は、
知
人・友人に新しい飼い主を紹介してもらったり、
ポス
ターを掲示して飼い主を募集するなど、
新しい飼い主を
探すことが飼い主の責務です。
屋外の猫に無責任に食べ物を与えないで！
屋外の猫にむやみに食べ物を与えると、
猫が居つく原
因となり、
鳴き声や臭いなど周辺住民とのトラブルにな
ることもあります。
どうしても食べ物を与えなければな
らない場合は、
飼い主としての自覚と責任を持って屋内
で飼育し、
子猫が生まれた場合は新しい飼い主を見つ
けましょう。
また、
子猫がうずくまっている時は母猫の帰りをじっ
と待っている場合もあり、
人間が近づくと母猫が警戒し
て子猫のそばに戻れなくなる場合がありますので、
むや
みに近づかずそっと見守ってあげましょう。

ます︒

捨て猫はダメ！

道路へ雪を出すと︑道路

クリーンステーション

た︑一般交通の支障にもな

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

果的に作業を進めるため︑

くらしの情報

ご相談者から
「依頼する弁護士を探しているのです
が、○○事件に強いですか？」
と尋ねられることがあり
ます。
「○○」
の中に入るのは、
「離婚」
だったり、
「相続」
だったりとさまざまですが、裁判の勝ち負けというの
は弁護士としての力量もさりながら、事実と証拠が重
要だと実感しています。そういう意味で、弁護士は料
理人と似ていると感じることがあります。
つまり、料理人がビーフカレーを注文されても、牛
肉や玉ねぎ、人参などの野菜類がなければ美味しいビ
ーフカレーは完成しませんし、
カレー粉やカレールウ
がなければカレーにさえならないでしょう。
この場合
の牛肉、野菜類は、裁判では「事実」
や
「証拠」
と同じよ
うなものだと思うのです。勝訴できる
「事実」
やその事
実を裏付ける良い
「証拠」
がなければ、
どんなに腕のよ
い弁護士でも裁判で勝つことはできません。
そして、
そ
の「事実」や
「証拠」は、弁護士が作ることはできず、見
つけてくることも実際には難しいので、
ご依頼者に提
供してもらわなければなりません。
そのため、
ご依頼者
には、
こんな事実はなかったですか？あんな証拠はな
いですか？とお尋ねします。
ご依頼者と弁護士の協力があってはじめて紛争を
解決することができるのです。

が凹凸になったり道幅が狭

弁護士のレシピ

りますので︑路上駐車はや

●今月のテーマ

すぐに出動しない場合があ

解決します！

高齢者肺炎球菌ワクチンを

払いいただきます︒

くらしの情報

麻しん風しん第２期予防接

年︶3月

日を過ぎると

防災ラジオ自動起動訓練

令和２年︵2020年︶３
印鑑︑
口座番号が確認でき

対象者には︑個別通知を

る場合︶
一度料金の全額を
年長児を対象とする麻し
お支払いいただき︑
領収書︑ ん風しん第２期予防接種が

種を忘れずに受けましょう

月 日までが接種期間とな
るもの︑
マイナンバーカー

しています︒接種のお済み

民のみなさんにいち早くお

︵町外の医療機関で接種す

りますので忘れずに接種し
ド
︵マイナンバー通知カー

でない人は︑忘れずに接種

検診受け忘れていませんか？

知らせするため︑J︲

忘れずに受けましょう

ましょう︒︵個別にお送り
ド︶
を持って︑保健福祉課

しましょう︒

歳以上の人で今年度ま

ALERTと連動して防災

費用助成の対象となりま
町では全国瞬時警報シス
せんのでご注意ください︒ テムJ︲ALERT︵ジェ

している案内文をご確認く
へ申請してください︒
後日

■対象者／年長児︵５歳以

だ検診を受けていない人は

ラジオを自動的に起動する

定期予防接種対象の人は

ださい︒︶
3︐000円を口座振込い

上７歳未満で︑小学校就

ぜひ受診しましょう︒

仕組みを導入しています︒

課健康づくり係
℡0136

2121

担当＝大橋・上仙

■日時／令和２年２月 日

ラジオから大きな音声が流

訓練時刻になると︑防災
バスで送迎

■場所／対がん協会札幌健
診センター

■内容／特定健康診査︑胃

･肺･大腸がん検診︑乳

がん検診︑子宮がん検診

午前 時

■訓練日時／ 月４日

ください︒

間違えのないよう︑ご注意

れます︒訓練ですので︑お

午前６時役場前集合

ら発表される緊急情報を町

町の防災ラジオは︑国か

の自動起動訓練を行います︒

訓練にあわせ︑防災ラジオ

イ・アラート の全国一斉

■対象者／
たします︒
︵医療機関によ

学の１年前から就学の前

対がん協会総合検診

■予約・問合せ／保健福祉

①平成 年︵2019年︶
り接種料金が違いますの

日までの幼児︶

接種は毎週水曜日午前

で接種できます︶

院︵補助対象の人は無料

■指定医療機関／ニセコ医

■接種回数／１回

あります︒

４月１日〜令和２年
で︑ご確認の上接種してく

づくり係
℡0136

2121

■問合せ／保健福祉課健康

ださい︶

︵2020年︶３月 日ま
での間に ・ ・ ・
・ ・ ・ ・100

歳になる人
② 歳〜 歳未満の人で︑

担当＝大橋・上仙

9時〜午前 時︑午後1
時〜午後3時 分

■予約時の注意／接種希望

■検診機関／対がん協会札

■申込み・問合せ／保健福

日

■申込期限／令和２年１月

幌健診センター

日の1週間前までに予約
してください︒麻しん風
しん予防接種後は︑４週
間他の予防接種を受ける

祉課健康づくり係

ことができません︒イン
フルエンザ予防接種など

2121

℡0136

2121

■問合せ／総務課防災係

℡0136

担当＝青田・北野・齊藤

21
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31

担当＝齋藤・上仙

（水）

心臓︑じん臓︑呼吸器な
どの機能︑ヒト免疫不全
ウイルスによる免疫の機

26

30

を受ける場合︑接種期間
などを確認の上︑計画的
に接種してください︒
また︑
令和2年︵2020

12

44

能に障がいのある人
■料金／接種費用の
3︐000円を助成しま
す︒
2201︶

■指定医療機関／ニセコ医院
︵℡0136

各自で予約してください︒
■支払方法／︵ニセコ医院
で接種する場合︶接種料
金から助成額を差し引い

44

44

44

75 31

た額3︐820円をお支

（金）

85

65

（水）

24

11

12

95 70

44

45

90 65

31

31

80

60

 





東京からこんにちは

佐々木 潤 の

内閣府レポート

年末年始は︑何かと忙し

年末年始も火の始末は確実に

うにお願いします︒

なりますので駐車しないよ

発生時に消火活動の妨げと

一部運行

庁時間

■必要なもの／申込書︵折

く な る 時 期 で す︒火 事 は

■問合せ／羊蹄山ろく消防

での土日祝日および冬休

込チラシの一部が申込書

ちょっとした不注意から起

組合消防署ニセコ支署

﹁ニセコ周遊バス﹂の運行と

になっています︒また︑

こります︒外出前や寝る前

℡0136

み︑春休み期間の平日の

■乗車料金／一律500円︑

配布場所にもご用意しま

には︑火の元の確認を行い

﹁町民無料パス﹂
配布

アと市街地を結ぶ﹁ニセコ

小学生以下250円︑乳

す︶︒町民と証明できる
2354

〈10月5日〉道道上で車両同士の追突事故が発生

44

今年の冬もスキー場エリ

周遊バス﹂を運行します︒

幼児無料

追突事故など２件

担当＝佐竹・工藤

〈10月30日〉
会社事務所に泥棒が侵入する
窃盗事件がありました

今年からは︑昨年まで

また︑子どもや高齢者だ

けを残しての外出は危険で

すのでできるだけ避けま

しょう︒

ましょう︒

※町民は﹁無料パス﹂提示

郵便物などをご持参くだ

さい︒

2121

■問合せ／企画環境課

℡0136

一人ひとりが防災に心が

保険証や免許証︑または

別々に運行していた早朝の

で無料

﹁町民無料パス﹂を配布い

スキーバスと一本化し︑よ

り分かりやすく見直しまし

たします

■配布期間／ 月2日 〜

た︒

経路︑時刻表など詳細は

担当＝齊藤 徹 ・川埜・

侵入窃盗事件の発生
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（月）

ニセコ町
防犯協会

倶知安警察署／℡ 0136-22-0110
22

運行終了日まで

交通事故

折込チラシや町ホームペー

件

12

44

け︑火災のない年末年始に

事

澤田

まちの 事件簿

■配布場所／企画環境課︑

https://www.facebook.com/SuperCityOpenLabo/

しましょう︒

スーパーシティーオープンラボ
（facebook）
アイデアを共有連携する場

総合体育館︑ニセコ駅

https://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/
kokusentoc/supercity/saisyu̲houkoku.pdf

狭い道路や消火栓・防火

（2019年2月14日）
スーパーシティー構想
「最終報告資料」

水槽周辺での駐車は︑火災

https://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/
kokusentoc/supercity.html

︵観光案内所︶

くらしの情報

スーパーシティー構想HP（解説動画有）

全日運行

■配布時間／それぞれの開

「スーパーシティー構想」
は総理を議長とする
「未来
投資会議
（2018年10月）
」
での提言を受け、
スタートし
29
ました。
政府ホームページの議事録を見ると議員から
（土）
次のような提言がされていました。
12
『中国のアリババ本社に招待してもらった。
広州市の
道路を走っている車の情報が全部、
リアルタイムでビッ
29
21
グデータで出る。
そこにAIを使って、
信号の最適化をし
て、
結果的に混雑率が20％減った。
そしてきわめつきは、 （日） （土）
救急車が出動してから到着するまでの時間が半分に
なった。
日本においても、
このような新しい社会の姿を
集約した、
いわばスーパーシティーをつくるような政策
が突破口になるのではないかと思う』
現在、
世界では第4次産業革命といわれる大きな時
代の潮流が押し寄せてきています。
インターネット・人
工知能・ビッグデータ・ロボットなどが相互に組み合わ
さり、
社会の在り方を根本的に変えるような事例が各国
で報告されています。
この潮流に乗り遅れることなく、
日本独自の
「スーパーシティー構想」
を実現するため、
協議を継続、
今年の2月に
「最終報告」
をとりまとめ、
6月
に閣議決定、
国会へも関連法改正案を提出しました。
し
かし、
6月26日に国会が閉会したため廃案となり2020
年の成立を目指しているところです。
「スーパーシティー構想」
の意義は、
町の課題を解決
すること。
例えば、
医療・介護の問題、
高齢者の移動問題、
保育・教育の問題、
エネルギー問題などに対応し、
住民
の質の高い生活を担保することです。
現在は法案成立
を目指すなど環境整備の段階ですが、
下記HPリンクで
住民・企業・自治体のさまざまなアイデアを読むことが
できます。

ジなどをご覧ください︒

■運行期間／ 月 日 〜

2月 日

早朝便のみ3月 日 ま

日本で実現を目指す
「スーパーシティー構想」

確定申告書にはマイナン
バーの記載が必要です
確定申告書などには︑マ

くらしの情報

★ご参加ください

令和２年新年交礼会
町では新年のあいさつを

イナンバー︵個人番号︶の 交わす新年交礼会を開催し
記 載 が 必 要 で す︒さ ら に︑ ます︒

るさまざまな困りごとにつ

毎日の暮らしの中で起こ

相
談 談
②前回受講した日以降最初 相
の4月1日から5年以内 人権困りごと相談所を
開設します

の人で︑この講習を受け

ていない人

③上記①または②の受講期

いじめや差別︑借地・借

いて無料相談を行います︒

※受講期間を経過すると消

家･近隣間や家庭内のもめ

間を経過している人

にお申し込みください︒

防法違反点数︵5点︶加

参加を希望する人は事前

本人確認書類の提示︑また

■日時／令和2年1月6日

確定申告書の提出時には︑
は写しの添付が必要です︒

秘密は固く守られますので︑

お気軽にご相談ください︒

■日時／ 月 日

午後

1時 分〜午後3時 分

■場所／町民センター

■相談担当者／人権擁護委

員の大野道雄さん︑佐藤

智子さん︑法務局職員

2121

■問合せ／町民生活課住民

係

℡0136

担当＝樋口・大滝

23
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自衛官採用のお知らせ
●自衛候補生
■受験資格／ 歳以上 歳
未満の人
■受付期間／ 月 日 〜
月 日

■試験日／ 月 日 ・
日

ごと︑心配ごと悩みごとな

日

■講習受付期間／令和元年

月

日

2354

ど法的に相談に応じます︒

算︑違反点数 点で免状

■場所／町民センター

午前 時〜

ナンバーカード︑または

■参加費／1︐000円

2019年︶

※本人確認書類とは︑マイ
マイナンバー通知カード

■申込期限／ 月 日

●陸上自衛隊高等工科学校
月1日現在︑ 歳以上
と身分証明書の2つ

〜 月 日

℡0136

組合消防署ニセコ支署

■問合せ／羊蹄山ろく消防

〜3月 日

2020年︶1月

■講習実施期間／令和2年

12

担当＝佐竹・工藤

（火）

返納となります

歳未満の男子で︑中学校

■申込み・問合せ／総務課
総務係

なお︑過去の申告手続き
な ど に お い て︑マ イ ナ ン

2121

①消防設備士免状の交付を

■講習対象者／

けなければなりません︒

いない人でもこの講習を受

人で︑現在業務上使用して

備士免状を取得されている

習が実施されます︒消防設

令和元年度消防設備士講

消防設備士講習について

★受講しましょう

担当＝谷井・馬渕

℡0136

合であっても︑令和元年分

を税務署に提出している場

バーを記載した申告書など

卒業および中等教育学校
の前期課程修了者
■受付期間／ 月1日 〜
令和2年1月6日
■試験日／令和2年1月

の確定申告書には︑マイナ
ンバーの記載と本人確認書

日
■問合せ／自衛隊札幌地方

類の提示または写しの添付
が必要ですのでご注意くだ

協力本部倶知安地域事務
所

さい︒

3540

担当＝宮本

1009

℡0136

℡0136

■問合せ／倶知安税務署

下口 登さん
2177

（水）

受けた日以降最初の4月

30

15

または自衛官募集相談員
℡0136

18

44

1日から2年以内の人で

（水）
11

（金）

44

12

この講習を受けていない
人

11

13

10

44

（水）

12

33

（金）

15
17

（月）
（金）
18

18

15

（土）

（月）

25

15

18

14

11

12 (水)

11

23

44

30

20

11

■受験資格／2020年4

11

（月）

12

（日）

（土）

 





ニセコの未来を整備する

スキーリフトシーズン券

ス
ーツ
ス
ポポ
ーツ
★今年も格安で購入できます
ン券を購入することができ

5千円程度でスキーシーズ

程度︑高校生は1万〜1万

℡0136

ポーツ係

■問合せ／町民学習課ス

お問い合わせください︒

ぜひ︑シーズン券を購入

担当＝松澤・小貫

2034

ます︒

とニセコ高校へ通学する生
して︑スキーやスノーボー

町内に在住の小中高校生
徒は︑ニセコ町内のスキー
ドを楽しんでください︒
購入を希望する人は︑総

場の協力をいただき︑
スキー
リフトシーズン券を格安で
合体育館に購入者の顔写真
総合体育館でスキーシーズ

購入できるようになってい
今年もいよいよスキー
ン券購入の引換券を発行し

注
注
意 意
★ 冷え込みが厳しい日はご注意を

水道管の凍結

日に日に冷え込みが厳し

としをしましょう︒

なお︑水落としをする場

合はボイラーなどの機器に

影響を与える可能性もあり

ります︒また︑気温がマイ

水道管が凍結することがあ

水道指定工事店にご相談

■水道管が凍結した場合／

い︒

くなりますが︑深夜から早 ます︒必ず各機器の取扱説
朝にかけて特に冷え込むと︑ 明書に沿って行ってくださ

ナス4℃以下になると日中

ください︒

係

℡0136

2121

■問合せ／上下水道課維持

でも凍結が発生する場合が
あります︒

水道管が凍結すると水が

出ないだけでなく︑水道管

担当＝重森

44

を持参してお越しください︒

シーズンが始まり︑すでに
ます︒その引換券を持って︑

自体が破裂する恐れがあり

西富地区推進委員会のようす

ます︒

シーズン券の販売を開始し

各スキー場でシーズン券を
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ます︒凍結防止のため︑水

℡ 0136-44-2121 担当 = 辻・鶴間

（国営農地再編推進室内）

ご購入ください︒

地区推進委員会は、国営農地再編整備事業（以下、
事業）
を円滑に進めるため、
町内各地区
（8地区）
で事業
に参加している農家や関係者とさまざまな課題や計画
について協議する場として組織しています。
今回は、
10
月23日から10月31日まで全8地区7会場で開催し、計
42人の農家が出席しました。
委員会では、事務局が今年度の報告事項を説明し、
協議事項を審議したのちに、小樽開発建設部がこれま
での工事と測量設計業務の進捗状況、
来年の工事まで
に必要な準備などを説明しました。令和2年度はほ場
の工事や測量設計業務を予定しています。
その後、意
見交換や質疑応答が行われました。
今後も来年度以降の計画的な事業実施に向け、中
央省庁への要請活動なども実施し、一層強力に運動を
推進していきます。

道を使用しないときは水落

■問合せ／国営農地再編整備事業促進期成会事務局

ています︒

地区推進委員会を開催しました

詳しい内容については︑

44

くらしの情報

宮田地区推進委員会のようす

小学生は3千〜5千円程

整備面積：1,490ha
事業期間：平成26年(2014年）
から10年間
（予定）

度︑中学生は5千〜1万円

Vol. ニセコ町国営農地再編整備事業
63 促進期成会レター

 





町営住宅に

地域とともにある学校づくり

vol.

14

空き室 があります

ニセコスタイルの

チャンネル

コミュニティ・スクール

種類

コミュニティ・スクール委員会主催行事

形式

１0月３０日
（水）

家 賃目安

最低〜最高

公営住宅 望羊団地 3ＬＤＫ 中耐火 13,000円〜
（世帯用） Ｆ棟 （72.98㎡） 構造
69,500円
Ｆ202号室 平成6年建設 ３階建 （収入等で変動）

健やかな体部会主催の
「給食試食会」
を実施しました。
もり しおり
ニセコ小学校の森紫折栄養教諭による
「地元の食材を給
食に届けてくれる生産者のみなさん」
と題した講話の後、
参加者で給食を試食しました。
37人の参加があり、
講話も給食試食会も、
とても盛り
上がりました。

特公賃 のぞみ団地 ３ＬＤＫ
耐火
63,000円
（世帯用） 3号棟 （73.90㎡） 構造 家賃60,000円
102号室 平成8年建設 ２階建 車庫 3,000円
町単独 コーポ有島 1ＬＤＫ 中耐火
住宅
Ｂ棟 （31.95㎡） 構造
（単身用） 301号室 平成2年建設 4階建

（給食試食会の様子は、
11月7日の北海道新聞・朝刊に掲載
されました）

戸数／各1

◆スマホ学習会

構造

公営住宅 富士見団地 3ＬＤＫ 簡易耐火 10,500円〜
（世帯用） 4号棟 （61.99㎡） 構造
70,100円
101号室 昭和60年建設 2階建 （収入等で変動）

実施報告

◆給食試食会

団地名

29,500円

（定額家賃）

駐車場／有

●受付期間／12月２日（月）〜12月13日（金）
●入居資格・申込方法／詳しくはお問い合わせください
■問合せ／建設課住宅管理係
℡0136-44-2121 担当＝浅井・久保

１１月９日
（土）

くらしの情報

豊かな心部会主催の
「スマホ学習会」
を実施しました。
ＮＴＴドコモの人を講師に
「スマートフォン
（タブレット）
のルール」
について話をしてい
ただきました。後半は大人と
子どもに分かれて大人向けの
講話と、
子どもたちは復習を兼
ねたワークショップを行いま
した。
みんな楽しく取り組んで
いました。

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。
10月9日から11月6日までに行われた入札や
随意契約は次のとおりです。
防災対策用備品（発電機）購入

■予定価格：1,386,000円 ■契約金額：1,364,000円
■落札率：98.4％ ■契約相手：
（有）鎌田オート商会

■申込み・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

防災対策用消耗品（毛布）購入

■予定価格：600,600円 ■契約金額：593,450円
■落札率：98.8％ ■契約相手：矢橋商店

コーポ有島B棟受水槽ポンプ取替工事

■予定価格：2,728,000円 ■契約金額：2,530,000円
■落札率：92.7％ ■契約相手：
（株）北海建業
※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

こんにち

子育てと教育

今日の社会では︑人々の暮

らしの中に﹁心豊かな時間﹂

や﹁安らげる居場所﹂がなく

なってきていると聞きます︒

ス マ ホ や テ レ ビ︑さ ら に は

ネットゲームに多くの時間

を割く青少年が増えている

ようです︒
もっと︑子育てや

教育の中にニセコ町の身近

にある豊かな自然の価値を

取り入れられないかと思っ

ていましたが︑教育委員会で

は﹁ふるさと教育﹂に着手す

るとともに︑
﹁公営塾﹂
や︑こ

うした自然活用型の教育へ

の検討を開始したとのこと

で︑検討結果に期待をしてい

ます︒﹁子どもにとって︑遊ぶ

こ と は 生 き る こ と﹂
︒不 足 し

ている子どもたちの居場所

や楽しく遊べる場の検討を

進め︑﹁子育てしやすい﹂
︑﹁子

どもにやさしいまちづくり﹂

健也

を一歩前に進めたいと思い

ます︒

ニセコ町長 片山

こんにちは
町長です
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C A L E N D A R
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まちの カレンダー 12

DECEMBER

役 ＝役場

町 ＝町民センター あ ＝あそぶっく こ ＝こども館

運 ＝運動公園 体 ＝総合体育館

後期高齢者医療保険料の納期です
25日（水）◆口座引落しは25日（水）

◆納期限は

口座振替をご利用の人は、残高の確認をお願いします

幼 ＝幼児センター

有 ＝有島記念館 倉 ＝中央倉庫群 西 ＝西富地区町民センター

●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

日
8▢

町道民税〈第4期〉・介護保険料〈第6期〉
国民健康保険税〈第7期〉

月
9▢

火
10▢

■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
〈いずれも〉 ℡ 0136-44-2121

問合せ

カレンダーの見方

12月は

水
4▢

木
5▢

金
6▢

土
7▢

水
11▢

木
12▢

金
13▢

土
14▢

●外国人向け日本語教
室2（中級）／
町
町：10：00〜
●遊悠ぶっく／
ニセコハイツ：10：30〜
●防災ラジオ自動起動
訓練/町内：11：00〜
●まちづくり懇談会／
近藤地域コミュニティ
センター：18：00〜

●楽しい中国語教室／ ●放課後子ども教室／ ●町民センター休館
町：10：00〜
（8日まで）
町
こ
こ:13：30〜
●あそぶっく講座「メグさ
●ちいさいおうち／
●まちづくり懇談会／
んのからだの科学」／
あ：10：30〜
あ
有島謝恩会館：
あ：10：00〜
あ
●乳幼児健診／
18：00〜
町：13：30〜
あそぶっくだよりｐ16参照
町
●あそぶっくらぶ／
あ：14：45〜
あ
●まちづくり懇談会／
ニセコ地域コミュニティセ
ンター：19：00〜

●ピキニニのクリスマス ●放課後子ども教室／ ●外国人向け日本語教 ●外国人向け日本語教 ●第８回町議会定例会／ ●放課後子ども教室／ ●英会話トーク／
役
役：10：00〜
こ
こ
コンサート／
こ：13：30〜
室1（初級）／
町：10：00〜
室2（中級）／
こ：13：30〜
●楽しい中国語教室／
町
倉：14：00〜
町：10：00〜
町：10：00〜
町：10：00〜
中央倉庫群通信ｐ12参照
●人権困りごと相談所／
「スワッグ
●子育て講座
●まちづくり懇談会／
町：13：30〜
町：10：00〜
教室」
／町
にこにこ広場ｐ17参照
福井地区コミュニティー
くらしの情報ｐ23参照
●ちいさいおうち／
センター（西富地区のみ
●健康運動教室／
あ：10：30〜
あ
なさん中心）
：18：00〜
町：14：00〜
●あそぶっくクリスマス会／
あ:14:45〜
あ
あそぶっくだよりp16参照

あそぶっく休館日

日
15▢

月
16▢

中央倉庫群休館日

まちのカレンダー

火
17▢

水
18▢

木
19▢

金
20▢

土
21▢

火
24▢

水
25▢

木
26▢

金
27▢

土
28▢

●倉庫であそぼうの日 ●放課後子ども教室／ ●5歳児健診／
●外国人向け日本語教 ●楽しい中国語教室／ ●子育て講座「料理教室」／ ●英会話トーク／
町
こ
町
町：10：00〜
町：10：00〜
町
〜クリスマス・キャン
こ：13：30〜
町：9：00〜
室2（中級）／
町：10：00〜
町
にこにこ広場p17参照 ●クリスマス・ポットラック・
ドルを作ろう／
●外国人向け日本語教
町：10：00〜
●ちいさいおうち／
倉
あ
●放課後子ども教室／
パーティ／
倉：13：00〜、15：00〜
室1（初級）／
●ラジオニセコ割込放送／
あ：10：30〜
町
倉：13：30〜
役：10：50〜
中央倉庫群通信ｐ12参照
役
倉
こ：13：30〜
町：10：00〜
●あそぶっくらぶ／
中央倉庫群通信ｐ12参照
●弁護士無料法律相談／
あ:14:45〜
あ
町：13：00〜
●近藤クリスマスコン
サート／
近藤小学校：17：00〜

あそぶっく休館日

日
22▢

月
23▢

●健康運動教室／
町：14：00〜
●スクールバス運休
（1月16日まで）
くらしの情報p19参照

●楽しい中国語教室／
町：10：00〜
●ちいさいおうち／
あ：10：30〜
●ニセコ雪崩ミーティング／
町：18：30〜

あそぶっく休館日

日
29▢

月
30▢

中央倉庫群休館日

火
31▢

●あそぶっく午後3時
●有島記念館休館
●役場仕事納
（役場、
総
合体育館、
町民セン
閉館
（1月6日まで）
ター、
幼児センター
あそぶっくだよりp16参照
くらしの情報p19参照

水
1/1 ▢

2020

元旦

木
2▢

●
「倉庫deフリマ」年末
フリーマーケット／
倉：10：00〜
倉
中央倉庫群通信ｐ12参照

あそぶっく休館日

金
3▢

土
4▢

は1月5日まで休み）
●ごみ収集休止
（1月5日まで）
●デイサービスセンター
休業
（1月5日まで）
くらしの情報p19参照

あそぶっく休館日

26
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中央倉庫群休館日

中央倉庫群休館日

中央倉庫群休館日

中央倉庫群休館日

中央倉庫群休館日

あそぶっく休館日

あそぶっく休館日

あそぶっく休館日

あそぶっく休館日

あそぶっく休館日

広報

10月25日 G20でEU大使が来町しました

11月4日 縄文アートビレッジワークショップ
熊面鹿面を作ろう

10月23日 ニセコ小5年生による稲刈り体験

10月26日 ニセコ中学生が北海道ブロックの
キャラクターデザイン部門銀賞を受賞

令和元年（2019年）12月1日発行 第692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。

12月号

11月4日 第20回小樽後志地区
9人制親善バレーボール大会初優勝

FAX.0136-44-3500

編集後記

冬のシーズンが到来しました︒見てい
るとキレイな雪景色も︑暮らすとなると
話が変わります︒外に出るときは防寒を
して雪をはらう手間が増えるし︑暖房が
なければ寒すぎるし︑雪かきは重労働で
す︒車を運転するときは慎重に運転して
もヒヤっとすることがあります︒
でも そんな 苦 労を するからこ そ 得ら
れるものもあります︒ウインタースポー
ツができるし ︑寒いからこそ暖かい食べ
物 がより一層おいしく感じる ︒なにより
月にはクリスマスも 大 晦 日 も あ る ！
そしてお正月とワクワクイベント盛りだ
くさんですね
ちなみに 私 はスト ー ブにあ た りな が
らアイスを食べるのが好きです︒ ︵ふ︶

！
！

（前月比 −10）

世帯数 2,556

DATA OF NISEKO TOWN

（前月比 −1）

男

2,552人

女

2,496人

（前月比 ＋9）

印刷／ 株式会社龍文堂

南さん一家

１歳半・３歳児健診に参加した

最高値 0.046μGy/h
最低値 0.034μGy/h
平均値 0.036μGy/h

（前月比 −4）

空間放射線量率は
平常レベルです

人口 5,048人

測定日 11月15日までの
1か月間

うち外国人
297
うち外国人世帯 194

12

人の動き（10月末現在）

町内の放射線量の状況

今月の
表紙

MONTHLY
PHOTO ALBUM

今月の
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。

