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人との出会いが
未来を切り開く
地 域 おこし協 力 隊 と 協 力 隊 を 支 える人

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）
から活用し、
令和元年度
（2019年度）
までに34人の地域
おこし協力隊を受け入れてきました。
今年度は新隊員5人が加わり、
18人の現役協力隊が活動しています。
今月号では、現役協力隊を紹介するとともに、今年度で任期を終える4人については、
日ごろ4人の協力隊がお世話になっ
ている人とともに、
お話をうかがいました。

ら地方へ生活の拠点を移し、

協力隊）は国の制度で都市か

「住民自治を支える新たな担

治創生総合戦略で、協力隊を

町では第5次総合計画と自

地域おこし協力隊とは

最長3年間の任期中、地方で

い手」「移住・定住対策の担

ニセコ町の協力隊の
位置づけ

活動しながら、その地域の定

い手」として位置付けていま
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地域おこし協力隊（以下、

住・定着を図り、地域活性化

70

ニセコ町の協力隊は卒業後

60
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す。
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年度
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につなげる取り組みです。

の定住率が ％と全国平均の

31

協力隊制度は平成

（2009年度）に始まり、

約 ％よりも高く、起業する

共通認識 ・地域協力活動の場の調整
・公募内容の調整・採用活動の連携

当初は全国で隊員数 人、団

・協力隊のヨソモノ目線を
生かし、
一緒に解決したい
地域課題がある
・将来は、
町の担い手として
活躍してほしい

人が多いのが特徴です。町内

・まちづくりの担い手の
確保
・定住人口の増加

受入先

体数 団体でしたが、 年目

役場

共通認識
・自立に向けた支援
・トラブル時の調整

に協力隊OB・OGも多く、

共通認識
・自立に向けた支援
・報酬・研修費等
・トラブル時の調整

を迎えた昨年度は隊員数5，

・活動の場を介して地域に溶け込みな
がら、
自立に向けたヒントを得たい
・
（受入先にいるだけでなく）
自立に向
けた自主活動も進めたい
・将来は、
町に定住したい

現役協力隊の活動を支援して

地域おこし協力隊

503人、団体数1，071

連携して地域課題を解決
する

団体と飛躍的に増加しました。 います。

協力隊のヨソモノ目線を生かし、
一緒
に解決したい地域課題がある

協力隊を導入すべき地域課題の提案

協力隊を導入すべき地域課題の提案

町民
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この3月まで 年間、国家
公務員として宮城労働局・ハ
ローワークで勤務し、窓口業
務やさまざまな業務を経験し

「フットパスによる
まちづくり」
を目指す

関西の大学で、まちづくり
や国際関係論について学びま
した。海外の文化や生き方に
興味を持ち卒業後はアメリ

地域資源を活用した
商品や自然食品の
お店を開きたい

協力隊になる前は、東京・札

幌で食品関係の仕事に携わって

きました。このたび、妻も賛成

してくれたので娘と家族3人で

自然あふれるニセコ町へ来るこ

業は初めてで不安だったのです

カ、ドバイ、デンマークで働

ナビリティという概念を持ち

大学卒業後、環境問題や南

が、駅事務所もビュープラザの

ましたが、第2の人生を始め

帰って日本でまちづくりの仕

北格差の解決につながる仕事

みなさんも優しいし、いろいろ

んなことを楽しみたいと思って

います。

く、生活面でもオープンな文

ジナル商品や自然食品などの

で、地域資源を活用したオリ

内の観光事業者さんにうかがう

いです！ 旅行グループでは町

で毎日新しい刺激があって楽し

ヨーロッパで出会ったサステ

化とニセコの人がわたしのラ

お店を開きたいと考えるよう

配属先は観光協会です。旅行

イフスタイルに合うのではと

になりました。

聞けるので非常に勉強になりま

地を旅行し、特にニセコには

とができました。これからいろ

パウダースノーに魅了され毎
協力隊になる前は、道内大

事がしたいと思い昨年秋に帰

を求め、東京や札幌、海外な

な出身地のさまざまな経験を

きました。海外での就業や異

冬来ていました。移住には反
手レストラン、野外博物館勤

国しました。

どで働いてきました。そのう

たく、辞職を決断しました。

対していた夫も、岩内への単
務を経て、家族が営む旅行会

ニセコ町を選んだのは海外

持っている人が集まっているの

文 化 交 流 の 経 験、イ ン ド や

身赴任を経験して理解を深め
社のかたわら環境ボランティ

ちに、もっと自然豊かな場所

海外を歩くツアーイベントや

考えたからです。

昨年ニセコ町の協力隊募集

す。リアルな交流の中で自分が

なりわい

実施したりしてきました。

を経て7月から中央倉庫群配

交流型観光の普及を行う中

これからのことは、環境の

を知って訪れてみると、豊か

町のために何ができるのかを見

コロナ禍によりニセコ町商

属です。町のみなさんのお役

で、さまざまな「フットパス

ための取り組み、飲食業や宿

な自然、海外の人も行き交う

札幌近郊を中心に道内外、

に立てるように頑張ります。

によるまちづくり」の事例を

泊業、農業に関わることなど

工会での2か月間の応援勤務

今は単身赴任ですが、生業を

知る機会に恵まれ、ニセコ町

つけていきたいです。

配属先／ニセコ中央倉庫群

機会も多く、さまざまなお話が

模索しながら夫婦でニセコ定

多様性、自治体の先進性、相

などを感じることができまし

た。この町を拠点に頑張りた

リアルな交流の中で
自分のできることを
みつける

配属先／ニセコリゾート観光協会

考え協力隊に応募しました。
サステナビリティを軸に

いと思い応募しました。

現在は中央倉庫群で、施設

管 理 の 仕 事 に 加 え、町 の

PR、オリジナル商品の企画

など楽しく仕事させていただ
いています。

まつもと りゅうた

松本 竜太隊員

今後は、配属先の観光協会
のお仕事をさせていただく中

まちづくりの仕事を考える

のだ

で地域のみなさんとの関係を
深め、ニセコの魅力を少しで
も多く発見し、歩く滞在交流
型の「フットパスによるまち
づくり」を体現していきたい
と思います。

配属先／ニセコビュープラザ直売会

野田 ひかる隊員

互扶助の精神を継承する文化

幅広く考えています。

集

いつか夫婦で
ニセコ定住を叶えたい

特

みき

異文化交流、

で自身の経験を生かしたいと

たかぎ

住を叶えたいです。

おがわ

北海道が大好きで、道内各

たようで、ニセコ町の協力隊

での経験を生かせるだけでな

配属先／ニセコ中央倉庫群

アやエコツアーを企画したり

ひでかず

の応募を促してくれました。

配属先／ニセコリゾート観光協会

髙木 秀一隊員

阿部 美紀隊員
あべ
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ようへい

29

小川 陽平隊員

1年目協力隊のみなさん

2年目協力隊のみなさん

中央倉庫に配属されて1年

が経ちました。温かく迎え入

配属先業務のほか、地域イベ

フや理事、組合員のみなさん

配属先である直売会スタッ

たが、地域のみなさんに温か

生活に不安な思いもありまし

初めは慣れない北海道での

しています。このような貴重

森」プロジェクトなどに参加

持つ有志で結成された「恵の

機会を、という共通の思いを

私はやりたいことがありすぎ

た経験を生かして、主に自動

サービス業などに長く従事し

えて、清掃管理の研修や配属

今は、卒業後の起業を見据

人がいましたら、心身ともに

こし協力隊の応募をお考えの

子育て支援分野での地域お

03
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あっという間に一年が過
ぎ、多忙でしたが実りある一

ポート隊」の託児支援や、地

に「NPO法人ニセコ未来サ

支援については、5月の連休

自分のテーマである子育て

れてくださった町民みなさん

央町内会のみなさんは温かく
迎え入れてくれました。私た
ちが北海道が初めてというこ
ともあり、気にかけてくださ

ント手伝いなど協力隊全体とし

に受け入れていただき、すご

く迎えていただき、配属先の

域の親子に自然に触れ親しむ

ての活動、自立に向けた個人活

く嬉しく感動したのを昨日の

暮らしたい

動など、さまざまなことに携わ

向けて生かしていきたいで

な経験を今後の活動・自立に

と関わることが多く、充実し

て時間の使い方に苦戦中です。

車整備や建物清掃管理業、町

先のご理解とお力添えをいた

健康でどんなことでも面白

私は自動車整備士や技術

卒業に向けてあらゆる可能性を

民サービスができる何でも屋

だき、経理業務の勉強も始め

す。

探りながら過ごしていますが、

的な会社を設立しようと思っ

ました。

た毎日を過ごしています。

今は趣味で好きだったジェルネ

ています。町に恩返しできる

ニセコでの貴重な経験を
生かしたい

が第一条件だと思います。

がってチャレンジできること

イルの勉強をしています。ネイ

し、暮らしてみて改めて「ニ

うかと思っていました。しか

力隊として何ができるのだろ

く特別な能力のない私が、協

着任前は、海外経験も少な
ように誠実に頑張ります。
客の心を明るくするような取り
組みができればと思います。

みなさんに町民サービスで
恩返しを

セコ町に住みたい！」
「ニセ

コ町が好き！」と思いました。

配属先／ニセコ中央倉庫群

協力隊に応募を考えている人
は、毎年開催されている地域お
こしフェアに参加して現役隊員
と話すことで活動がイメージし

何事もチャレンジして、この

さとう

すばらしい町で活動していき
たいです。

しほ

佐藤 志保隊員

受け入れてくれた

ルをすることで働く女性や観光

しています。

綺羅乃湯では町民のみなさん

り感謝しています。

このすばらしい町で

年となりました。急にやって

配属先／綺羅乃湯

に改めて感謝申し上げます。

いしずみ きょうこ

来た関西人の私たち家族を中

チャレンジ精神で

石角 恭子隊員

ように思い出します。

配属先／ニセコリゾート観光協会

やすくなります。SNSでも協

いしずみ けんいち

集

あやか
いいだ

ることができている環境に感謝

ネイルで働く女性や
観光客の心を
明るくしたい

飯田 絢香隊員

力隊の活動内容を掲載している
ので、ぜひご覧ください。

配属先／ニセコビュープラザ直売会

石角 健一隊員

特

２年目のみなさんには、
今やっている活動のほか、
協力隊への応募を考えている人へのメッセージも聞きました

協力隊に委嘱され早一年。
もっと長く住んでいるのでは
と錯覚するほど、ここでの生
活が馴染んでいます。おかげ

地域のために協力をするこ

とが協力隊の活動なのに、町

民のみなさんから協力しても

らうことが多く、
「町に対し

保育・教育の仕事のため、
子どもとの
関わり方を学ぶ

化関連の活動をしており、卒

現在はＳＤＧｓや地域活性

でき、ありがたい限りです。

て、肌で感じつつ学ぶことが

錯誤しています。例えば「オ

イデアを出し合いながら試行

は、来訪者を増やすためのア

私の配属先の中央倉庫群で

る同じ協力隊員の畑の手伝い

す。最近は、農家を志してい

店を開きたいと考えていま

の野菜を使ったスープカレー

卒業後はニセコ町でニセコ

仕事に就きたいと考えていま

卒業後は保育、教育関係の

ていることに驚きました。

さまざまなところでつながっ

に、協力隊は町のみなさんと

私自身が想像していた以上

て協力する側が、逆にこちら

ビュープラザ直売会や観光

業後も継続して取り組んでい

リジナルのお土産を作ろう」

に行っています。料理人を目

す。今はニセコこども館の支

さまで恵まれた環境のなか、

協会など公共的なところに派

くべく、方向性を模索しなが

と着手した商品開発は、私は

指すものとして、農作物の栽

援員として活動しています。

業務内容は、以前の経験を

見えづらいまちづくりについ

が協力されてる 」と、気が

遣されている協力隊が多い中

らも経験や知見を積ませてい

経験がなく想定もしていな

培や収穫の現場を肌で感じて

こども館での勤務を通して、

さまざまな発見や気づきがあ

で、私は町内の輸出を促進す

ただいています。

かった業務ですが、日々勉強

います。なかなか町内で空き

子どもたちとの関わり方など

かさを感じます。

ことに、町民のみなさんの温

ついたら立場が逆転している

るため、民間企業をベースに

協力隊は、町民のみなさん

で、刺激を受けています。フ

店舗を見つけることが難しい

を学んでいます。今後は、子

現在は人が集まりにくい状

！
？

ニセコの野菜を使った
スープカレーの
お店を開きたい

なつみ

年後、 年後の未来を想像

いる人は、ニセコ町の5年後、

今後協力隊の応募を考えて

思います。

専門性のある人になりたいと

なかむら

ります。外からではなかなか

生かし、商品輸出のお手伝い

とも連携しあいながら町の魅

ラットな組織だからこそアイ

のですが、町の人とのつなが

経験を生かし、
食品輸出の起業を
目指す

をしています。現在、商談会

力ＵＰに向け取り組んでいま

デアが有機的に発展してい

どもたちのどのような力を伸

経験がないことも
挑戦して刺激を
受ける毎日です

参加は新型コロナウイルスの

す。協力隊応募を考えている

りを持ちながら、目標達成に

活動しています。

影響で難しい状況なので、ほ

き、自分では思いつかなかっ

かの方法を模索中です。
卒業後は食品の輸出を手が

ける会社を起業できたらと

思っています。海外バイヤー

況ですが、その分オンライン
での発信力をつけたいと取り

配属先／ニセコ中央倉庫群

中村 菜摘隊員

ます。

想像してみるのが良いと思い

ニセコ町で暮らす自分自身を

してみてください。まずは、

30

が必要とする食品を輸出する

SDGs、
地域活性化を
キーワードに
方向性を模索中

組んでいます。協力隊の多様
な活動を通じて自分の新しい
面 も 発 掘 し な が ら、地 域 の
ニーズに応えられることを探

たかし

てらち

していきたいと思います。

10

ことになりますが、ニセコの

農産物なども輸出できればと

考えています。輸出には関心

があるが、どうしたら良いの

集

松居 孝隊員

まつい

たかし

境に感謝しています。

みなさん、ぜひ町のために活

配属先／ニセコこども館

ばしたいのかを考えて、より

配属先／ニセコ中央倉庫群

向けて頑張っています。

あみ

たさまざまな挑戦ができる環

配属先／高橋牧場ミルク工房

動し一緒に汗を流しましょう。

くにあき
おち

かわからない人の受け皿にな

ることが目標です。

特

配属先／企画環境課

寺地 高志隊員
てらち
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越智 晋昭隊員

寺地 亜美隊員

2年目協力隊のみなさん

特
集

しいこと、それ以外の時期はできるだけ自主活動を支援するという話を聞いてい
ました。しかし2年目からは時期を問わず自主活動を支援していただいています。
直売会にはすでに何人もの協力隊を受け入れた実績があることもあり、スタッフ
のみなさんも協力隊について理解があり、みんなが応援してくれています。
「こういうことをやりたい」と話すと、店長は「思うようにやってみなさい」
と背中を押してくれます。昨年「ニセコ産の農産物を関西へ」と思って、動きま
したがさまざまな問題があり、形になりませんでした。しかし、店長は一言「失
敗したらそこから学べば良いんだよ」と言ってくれます。
協力隊は「これがやりたい」と伝えれば、周りの多くの人が応援してくれます。
私も直売会の組合員のみなさんをはじめ、多くの人に応援していただき感謝の気
持ちでいっぱいです。

奥芝 利弘さん
ニセコビュープラザ
直売会 店長

それぞれの強みを生かして、
未来を切り開いてほしい

受け入れる人
おくしば としひろ

応援してくれるみなさんに
感謝の気持ちでいっぱいです

最初に奥芝店長から5～10月は忙しいので、その時期は直売会優先で働いてほ

いのうえ

ひろき

井上 寛規隊員
配属先／
ニセコビュープラザ直売会

役場から協力隊は「3年後には自立もしくは就職するという形で卒業する」と
聞いて、3年間お預かりしている存在だということを忘れないようにしました。
このことを肝に銘じていたので、直売会のためだけに働いてもらうことはできま
せんし、協力隊のみなさんの自立に向けて応援しようと思いました。
直売会に配属される協力隊のみなさんには、まず農家さんと仲良くなってほし
いです。また、お客さんは「ニセコ」というリゾート地に遊びに来ている人がほ
とんどです。協力隊であっても、「おもてなしの心」だけは最初にきちんと伝え
ました。井上さんは一生懸命取り組んでくれるし、場を和ませる力があります。
協力隊それぞれの強みを生かして、未来を切り開いていってほしいです。
直売会以外に配属されている協力隊のみなさんの直売会に対する意見も聞きた
いです。ほかのところに配属されている協力隊のみなさんとも交流する場がある
といいと思います。
| 2020 | 8月号 ｜ 広報ニセコ
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く、道の駅の業務を手伝えないことも多いのですが、四條さんをはじめ、スタッ
フのみなさんが快く送り出してくれます。気持ちよく働けるように配慮してくれ
て、とても感謝しています。
ニセコ町の協力隊制度は配属先制度をとっており、配属先があることで、地元
の人や事業者さんと知り合うことができ、大変ありがたいです。しかし、配属先
の仕事と協力隊卒業後の自立に向けた活動とをしっかり両立させていくことが課
題です。
いろんな人がいて、それを受け入れてくれるところがニセコ町の魅力だと思い
ます。私のようにただ「ニセコに住みたい」だけの理由でも受
け入れてくれる優しさがあります。

いろんな人がいて、
それを受け入れてくれるのが
ニセコ町の魅力

夏は道の駅の繁忙期で人手が必要ですが、協力隊として協力するイベントも多

いのうえ

配属先／
ニセコリゾート観光協会
（道の駅ニセコビュープラザ）

今後のことはまだ決まっていません。以前からPOP（店頭や
商品の掲示・説明）を書くのが好きで勉強中です。今後さらに
スキルアップして仕事の一つになればうれしいです。

しじょう こういち

四條 浩一さん
ニセコリゾート観光協会
インフォメーショングループ
マネジャー

受け入れる側が
協力隊制度を理解して
いることが大事

受け入れる人

まさえ

井上 優江隊員

優江さんが書いたPOP

観光協会では、今までニセコ駅のほうで協力隊を受け入れたことはあり
ましたが、道の駅で受け入れたのは、井上さんが初めてです。受け入れる
にあたって、協力隊は全体活動や自主活動があるということを聞いて、そ
のような活動をしやすいように配慮しました。
協力隊のみなさんはそれぞれ目的があって、ニセコ町に来ています。配
属先と目的が合致していればいいですが、必ずしも合致しているとは限り
ません。受け入れる側が、協力隊は目的をもって、ニセコ町に来てくれて
いること、まちづくりの担い手となって協力してくれる存在だということ
を認識していることが大事だと思います。

06
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思わぬ出会いから
目標だった新規就農に
つながりました

なかむら だいすけ

中村 大佑隊員
配属先／農政課

農政課に配属になり、協力隊1年目のときに畜産林務係のサポートで町営牧場
にいくことがありました。町営牧場の管理をお願いしている農家の手伝いで、た
またま遠藤さんが町営牧場に来ていました。私が新規就農を目指していることを
話すと、出会って間もないのに、遠藤さんが「うちのビニールハウスを壊してく
れるなら、ハウスをあげるよ」と言ってくれました。そこからご縁がつながり、
昨年から遠藤さんに教えてもらいながらトマトを中心とした作物の栽培をしてい
ます。将来的には本格的に農地を譲り受けて、私が野菜を育てていく予定です。
私はもともと半導体のエンジニアとして働いていました。農業は初めてなので、
今は毎日必死に勉強しながら野菜を育てています。
協力隊制度は、町のイベントの手伝いをしたり、農作業のサポートに入ったり
する中でいろんな人と出会えることが魅力です。協力隊として、いろんな農家の

農業サポートに入りましたが、やる気のある若者を受け入れたいと思っている農家は多いと感じました。しかし、どんな人
でもいいわけでなく、農業への本気度が問われます。これから新規就農を目指す人にとっても協力隊制度は利用できます。
ただ、農業を始めるにはお金がかかるので、ある程度のお金を貯めてから来るほうがいいと思います。

時期でした。今年78歳になりますが、後継者もいないので、親から受け継いだ
土地を農地として活用してくれる人を探していました。
中村さんは勉強熱心だし、自分で苗を立てて立派な野菜を作ります。道の駅の
直売会で「中村大佑」の名前で野菜を入れてあげたいと思って、直売会に掛け合
い、昨年はチャレンジ枠、今年は農家ブースに中村さんの野菜が並んでいます。
以前から協力隊制度のことは知っており、都会からニセコ町に来てくれる人の
存在はありがたいと思っていました。やる気を持ってニセコ町に来てくれる協力
隊を応援したいです。中村さんはリーダーとして引っ張っていける人なので、彼

やる気を持ってニセコ町に
来てくれる協力隊を
応援したい

中村さんに出会ったのは、国営農地の基盤整備でハウスを壊さないといけない

支援する人
えんどう ひさたけ

遠藤 久猛さん
農家

が私の後継者として新規就農のモデルとなっていくことを期待しています。
| 2020 | 8月号 ｜ 広報ニセコ
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悩んでいるときに
役に立てて自分自身が
救われました

協力隊に赴任して半年が過ぎ、「自分は協力隊として役に立っているのか」と
悩んでいたときに、商工会主催の「ビジネススクール」で若田部さんに出会いま
した。モイワで民宿の経営管理をされているとのことで、スノーボードという共
通の趣味もあり、意気投合しました。若田部さんから民宿再生のために、「建物
図面が必要なので協力してくれないか」と頼まれて、自分のスキルで具体的に役
に立てていると実感することができ、救われる思いでした。
モイワの歴史がしみ込んだ古い建物をリフォームして、残し続けるのはとても
大事だし、素敵だと思います。そのような活動に関わることができて幸せです。
これまで協力隊を通して経験させていただいたことを還元でき

まつはし さとし

ることから始めようと今年4月に「ニセコのファン」という会社

配属先／建設課

を立ち上げました。卒業後は宿泊業やガイド業、空き家管理など

松橋 聡隊員

さまざまな事業に挑戦したいと考えています。

中心に宿泊施設に挨拶周りをしていました。数年前に挨拶にうかがった民宿お
ぎのから連絡があり、民宿経営に関われることになりました。人手不足や建物
の老朽化など課題解決のヒントを得るために参加したのが、商工会のビジネス
スクールでした。そこで松橋さんに出会い、話をすると建築士の資格を持って
いて図面も描けるとのことだったので、現状の建物の図面作成をお願いしまし
た。今は松橋さんに書類作成なども協力してもらっています。
中央倉庫群に多くの協力隊が配属されて、テレワークも進めていると聞きま
す。ぜひ中央倉庫群に町の情報を集めてほしいです。例えばビジネススクール
受講生のビジネスプランや町でやっているイベントや団体など。そうすれば情
報が欲しい人が中央倉庫群に集まるようになり、コーヒーを飲みながら、出会
いやひらめきが生まれる場所になると思います。
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やる気のある若者の
力になりたい

いつか自分でオーナー兼経営と環境保全活動をしてみたくて、ニセコ地域を

「ニセコのファン」のロゴ

支援する人
わかたべ

ひさし

若田部 久さん
民宿おぎの

現

域 おこし協 力 隊 か
地
役
ら
特
集

地域おこし協力隊、

いろ
いろやってます！
町内イベントの支援
イベントの主催
ニセコ町に集った協力隊なら

主に地域活性化を目的とし
ではの特徴だ、と思っていま

地域おこし協力隊は、各配

て、協力隊ではさまざまなイ
す。

属先での活動が中心となって

新たなニセコ土産の開発

近年は隊員数も増加傾向に

中央倉庫群でのイルミネーション設 倉庫群の一角にポータブル電源によるイルミネーション
設置、
イベント時に点灯
置

ベントや取り組みを企画、主

ー

雪像づくり、
協力隊紹介・活動PR、
隊員製作品のPR

いますが、町内の各種イベン

12月
～2月

シーニックヤキニクナイトへの協力

あり、さらに多様性に富んだ

2月

クリスマス・ポットラックパーティーの開催

キャンドルづくりワークショップの開催

催しています。
「自ら考え行

12月

子ども向け映画の上映、
縁日コーナー、
外遊び・クライミングウォー
ル体験、
託児など
隊員紹介、隊員製作品の販売、
ニセコ産野菜のオリジナルニセコ
スープカレー販売
（45食完売）
子どもや親子を対象に、
主に廃材を利用したエコなキャンドルをつ
くるワークショップを企画、
実施
ニセコ町の国際交流員と共同で、
クリスマスイベントを実施し、
国際
交流の機会を提供

トや人手が必要な際には、柔

10月

全編ニセコ町ロケ映画「simgle mom 優しい家族」上映
祭に協力隊ブースを出展、また託児・見守りサポート実施
ニセコ産業まつりに協力隊ブースを
出展

メンバーになってきていま

9月

動するまち」に住む諸先輩方

8月

夏休み中の子どもを対象に、
親子で参加でき、
自由研究にも活用で
きる科学に触れられる機会を提供
ニセコビュープラザ秋の収穫・大感 ニセコ産野菜のオリジナルニセコスープカレー販売
（190食完売）
、
謝祭に協力隊ブースを出展
ニセコ産メロンのサンドイッチ販売
（50食完売）

科学工作ワークショップの開催

軟にお手伝いをさせていただ

8月

す。今後もさまざまな取り組

2019年度

「太郎吉蔵デザイン会議 in ニセコ」
に ウェルカム野菜
（ニセコ町産）
の提供
ブース出展
7月
ニセコエリアの夏の観光アクティ
ニセココレクション利用による観光 ラフティング、熱気球、石窯ピザなど、
ビティについて、
動画配信。
それを基にした観光モデルコースの提案
～10月 アクティビティ等の動画配信

7月

にはかないませんが、いろい

前回は、
かまくらでの雪上プラネタリウム制作、
光るキューブ・椅子
の展示、
ニセコ町産ひょうたんで作ったランプの展示、
花火打上など

いています。

ニセコシーニックナイトで独自企画

みによって、みなさんととも

2月

ろなアイデアや気づきが生ま

健康増進や仕事効率化に向け、
ニセコ町役場で試行実施

左ページ左表にざっと挙げ

11月～ オフィスヨガ

隊員紹介、
隊員製作品の販売

に地域を元気にし、ニセコの

町内写真家ギャラリーの壁画制作、
綺羅乃湯前牧草ロールペインティ
ング
（町民・観光客参加型）
、
ハロウィンイベントへのアートコンテンツ
ニセコ町の野菜を使ったオリジナルニセコカレー販売
（100食完売）
、
ニセコ焼き野菜販売
（200皿完売）

れてきます。それは、ヨソモ

７月 アートで地域活性化プロジェクト
～10月
ニセコビュープラザ秋の収穫・大感
8月
謝祭に協力隊ブースを出展
ニセコ産業まつりに協力隊ブースを
10月 出展

ただけでも、 近くの活動を

2018

魅力アップに少しでも貢献し

内 容
北海道移住に関心がある読者層をもつ全国誌
「北海道生活
年4-5月号 vol.64」
で協力隊の活動を紹介・PR

ノであり、さまざまなバック

イベント
雑誌
「北海道生活」
に記事掲載

行っています。最近はそろい

期
4月

ていけたらと考えています。

2018年度

時

グラウンドをもちながらこの

■盛り上げてます！ニセコのイベント 近年の協力隊主催の企画・出展一覧

の紺色のジャケットを着て活

動していますので、見かけた

際にはぜひお気軽にお声がけ

ください！

ニセコハロウィンに向けたジャックオーランタン作り

40

ニセコ産もち米をつかった
「おかき」
の商品化
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町民のみなさんへ

町では協力隊のみなさんに

まちづくりの担い手の一員と

生放送で活動や近況の報告を

現役協力隊の経歴は非常に

なっていただき、町や地域、

を 提 案 す る「協 力 隊 の、
〇〇

多様です。一見バラバラに見

町民のみなさんと一緒に地域

今年度の活動
いずれも隊員が、一生懸命発

えるかもしれませんが、共通

課題の解決や町の魅力向上に

やってみた」プロジェクト。 行っています（再放送は月曜

で、協力イベントや主催する
信していますので、ぜひご覧

しているのは「ニセコが好き」

取り組んでほしいと考えてい

そのためには、協力隊を受

という思いです。そんな私た

後志乳牛共進会

け入れる側の体制や考えも問

思い、近況などに触れていた

SDGｓ高校生未来会議 in ニセコ

の懐の深さゆえだと感じてい

属先において対応に追われる （SNSで「ニセコ町地域お

Shiribeshi留学
（夏）

われます。また、自立に向け

ます。

20

七夕の夕べ花火大会

ます。このことに感謝をしつ

ちをこのように受け入れてく

太郎吉蔵デザイン会議 in ニセコ

て応援する人の存在もとても

だ け ま す。個 性 豊 か な メ ン

後志肉用牛共進会

つ、また移住者の端くれとし

こし協力隊」と検索、または

ニセコスターフェス

重要です。

部分もありますが、町の基幹

ニセコ町家畜共進会

て、
「地 域 お こ し」に 少 し で

ださるのも、町民のみなさん

ニセコハロウィン

バーによるトーク、ぜひお聴

全編ニセコ町ロケ映画「single mom 優しい家族」上映祭

各QRコードからどうぞ）

ニセココミュニティスクール
「アンヌプリ登山」

産業のひとつである観光業の

こちらをお聴きいただけれ

50

このコロナ禍の状況のなか
取り組みも中止が相次ぐこと
い た だ け れ ば と 思 い ま す。 ば、隊員のそれぞれの活動や

午後7時 分〜 分）。

となりました。それぞれの配

20

きください。

ビュープラ収穫祭

ニセコ福祉まつり

小学生木育体験学習

ニセコマラソンフェスティバル

酒米稲刈り体験

支援として、隊全体としても

ラジオニセコへの出演

ふれあい町民運動会

く、活 動 し て い ま す。
「住 む

も貢献することで恩返しすべ

するのは、やる気をもってニ

いた支援者のみなさんに共通

今回お話を聞かせていただ

担当＝川埜・山本

課自治創生係

■ご意見・問合せ／企画環境

いです。

れ、応援していただければ幸

んもそんな協力隊を受け入

いと思います。町民のみなさ

未来を切り開いていってほし

て、いい出会いを大切にして

れからもいろんな人と関わっ

協力隊のみなさんには、こ

という言葉も聞きました。

ことが誇りに思えるまちづく

まちづくり町民講座託児対応

随時

綺羅
K i ra

エキノコックスベイト散布

5～11月

町内託児事業支援

GW、年末年始など

現在協力隊では、ラジオ

ニセコクラシック、
ニセコ羊蹄ファンライド

セコ町に来てくれる人を「応

〈その他〉

コロナ対策事業を企画、実施

ニセコ山系湖沼探勝、
クリーン作戦

り」
、難しくもやりがいのあ

Shiribeshi留学
（冬）

しています。

小学生田植え体験

援したい」という思いです。

ニセコ町スキーフェスティバル

例えば、テイクアウトを実

酒米田植え体験

る活動に、今後も注力してい

ニセコジャポニカ

施されている町内飲食店のみ

5月

「協 力 隊 は あ り が た い 存 在」

絵本ワールド

ニセコの番組「

共進会ブラック＆ホワイトショー

きます。

11月 ハロウィンカボチャ撤収作業

なさんを応援する「おうちで

4月

コが好きだから〜」と題して

小学生稲刈り体験

」内の1コーナーで、
Niseko
毎週月曜午後4時 分〜 分

綺羅街道植栽

集

ラジオニセコでの番組放送
産業まつり

インスタグラム
▼

お店ごはん in Niseko
」プロ
ジェクト。それから、いわゆ

ハロウィンカボチャ定植作業

特
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ハロウィンカボチャビニールハウス組立作業

3月

シーニックナイト
（雪像作り、
シーニック焼き肉ナイト）
2月

キッズパーク
1月

ハロウィンジャックオーランタン作り、
点灯

10月

50

ニセコ狩太神社祭
8月

イベント
日程

30

子ども体験活動
（羊蹄山一周サイクリング）
7月

あそぶっくまつり
6月

ハロウィンカボチャ収穫作業
9月

フェイスブック
▼

る新しい生活様式のなかで、 の 分間、「協力隊の、ニセ

協力隊がスタッフ等でお手伝いしている主な地域活動・イベント

明るく前向きな取り組みなど
■お手伝いしてます！地域の活動（2019年度の例）

町の取り組みやお知らせを紹介するページです
令和元年度の

町職員の給与などの状況をお知らせします
令和元年度の町職員給与などの状況（令和2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。

区

分 標準的な職務

6級

課

長

5級

課

長

職員数（人）

⑧
⑦

H30 R元
5

3

12

16

4級

課長、係長

22

17

3級

係長、主任

36

37

2級

主

事

8

10

1級

主

事

10

11

合

計

93

94

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）
48億6,611万円

人 件 費（Ｂ）

8億1,738万円
16.8%

人件費の内職員給与（Ｃ）

6億8,482万円

職員給与比率（Ｃ／Ａ）

14.1%

区

分

ニセコ町
類似団体
北 海 道
国

町
副
教

町
育

※類似団体とは、人口規模、産業
構造が類似している団体です。

令和元年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）
×225/100
×225/100
570,000円 １２月（給料月額＋給料月額の15/100）
×450/100
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
期末手当
料
258,000円
205,000円 ６月（給料月額＋給料月額の15/100）
×225/100
×225/100
184,000円 １２月（給料月額＋給料月額の15/100）
×450/100
184,000円 合 計（給料月額＋給料月額の15/100）
170,000円

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
302,800円
41.5歳
301,254円
41.3歳
325,700円
43.7歳
329,433円
43.4歳

特別職の給与等の状況
給
長
長
長

5億4,162万円

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

①給料・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 3億4,507万円（63.7%）
②扶養手当・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1,058万円 （2.0％）
③住居手当・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・868万円 （1.6％）
④通勤手当・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・74万円 （0.1％）
⑤時間外勤務手当・・・・・2,123万円 （3.9％）
⑥期末手当・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 7,903万円（14.6％）
⑦勤勉手当・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 5,497万円（10.1％）
⑧寒冷地手当・・・・・・・・・・・・・・・・・・783万円 （1.5％）
⑨子ども手当・・・・・・・・・・・・・・・・・・・549万円 （1.0％）
⑩管理職手当・・・・・・・・・・・・・・・・・・699万円 （1.3％）
⑪管理職員特別勤務手当・・・53万円 （0.1％）
⑫宿日直手当・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 48万円 （0.1％）

給与の内容を
お知らせします

令和元年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
0.95月分
0.95月分
1.9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。
| 2020 | 8月号 ｜ 広報ニセコ
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まちづくり情報室

給与費の内訳（一般職）

級別職員数（一般職）

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

10,000円／人

子以外

ニセコ町

6,500円

満16歳から満22歳までの子

5,000円加算

※国家公務員と同様です。

借家・借間
12,000円①

基礎控除

11,000円②

全額支給額

17,000円

1/2 加算限度額

28,000円）

（最高支給限度額

保健師
危険手当

10～15km

7,100円

15～20km

10,000円

ラスパイレス指数

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

H28

H29

H30

R元

96.1%

94.5%

95.6%

95.2%

※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

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
12

4,200円

※
「借家・借間」
の基礎控除のみ国家公務員と異なります。
（国家公務員は16,000円）
※
「持家手当」
については、廃止しています。

管理職手当

支給額

5～10km

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）

特殊勤務手当
感染症防疫
危険手当

2,000円

※国家公務員と同様です。

住宅手当
（月額）

ニセコ町

2～5km

| 2020 | 8月号 ｜ 広報ニセコ

課長相当職

担当＝馬渕・松田

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。

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 会 社 始 動！

株式会社ニセコまち 設立

まちづくり情報室

■問合せ／企画環境課
まちづくり会社準備係
担当＝宮坂・山本
7月3日、
町民センターで
「株式会社ニセコまち」
の設立総会が開催されました。
代表取
締役の髙橋守さんをはじめ、発起人であるニセコ町長、町内の建設会社、工務店、電気
工事店のみなさんが出席し、
法人の設立、
定款などについて、
全会一致で可決しました。
今月号では、
この会社の事業内容や会社概要について紹介します。

なぜ会社を設立したの?

て、未来に向かって長期的に

地域をより豊かにしていくこ

続可能なまちとして、価値

を高めていく

核となる事業が「 NISEKO
生
活・モデル事業」と「地域エネ

たな主体が必要です。
この中

なまちづくりの実現には、新

必要です。
まちづくり会社は、

策ができる地域資本の会社が

寄り添って柔軟かつ力強い対

ランスがとれており、地域に

は、公共性と民間事業性のバ

これらを実現していくに

お金が落ちる仕組みを構築

境にも配慮され、地域にも

域内経済循環を強化し、環

･エネルギーの分野から、地

産価値を高めていく

理、中長期的にまちの不動

の建築および不動産の管

･土地の開発から高性能住宅

ルギー事業」
です。

街区開発とエネルギー事業を

する

とを目指すものです。

「 NISEKO
生活・モデル事
業」
は、住宅不足を背景に市街

両軸に持続可能なまちづくり

ニセコ町が目指す持続可能

地に新たな「街区＝まち」を構

自治運営を展開し、町を支

なり、持続可能な会社経営、

･町と地域の事業者が中心と
に挑戦します。

どんなビジョンを掲げているの？

築する事業ですが、一般的な
土地開発とは違い、まったく
新しいコンセプトのもと、検

株式会社ニセコまちは定款

える会社へ
「地域エネルギー事業」は、

で企業理念を左記のように定

先進事例、SDGsモデル

討を進めてきました。
地域エネルギー会社がモデル

めています。

から視察や研修があとを絶

･ NISEKO
モデルが道内、国
内、世界へと広がり、他地域

も注目を集める

り組みが道内外、世界から

だけではなく、先進的な取

２．
北海道や日本における
街区や綺羅乃湯周辺、新庁舎
周辺の公共施設にエネルギー

都市
「 NISEKO
」
へ
･観光リゾートタウンとして

にしつつ、ニセコ町における

当会社は、広く世界を視座

《企業理念》
を供給し、地域から流出して
いるエネルギー費用を地域内
に押しとどめることによっ

環境、経済及び社会の課題解

決を使命として自覚し、住む

ことが誇りに思える持続可能

なまちづくりに挑戦し、実現

きく次の２つのビジョンを掲

この企業理念に沿って、大

分野における実践的な教育

くり、エネルギーといった

･観光業のみならず、まちづ

たない状態を目指す

げています。

の場を提供する

することを理念とする。

１．
ニセコ町が世界に誇る持

13
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土地購入

・計画対象地区である街区の土地を
段階的に購入

造成

・1 ～ 3 工区に分け、
段階的に開発
・工区毎に事業を深化

・所有と利用分離による住宅賃貸を想定
・一部の建物は自社所有で賃貸を行う

その他

・街区内共有施設等の運営に伴う収
入と費用も見込まれる

・街区
（１工区から）
地域熱・電供給
・2021 年度 ヒートセンター
街区電熱
・2022 年度～販売収入を見込む
供給

| 2020 | 8月号 ｜ 広報ニセコ

守さん

きました。しかし、当会社の

14

町の出資比率は3分の1程度

この町の将来を考えると、子どもたちや若者、高齢者などさまざまな世代のみな
さんが混住してコミュニティをつくっていくことが大事だと思いました。また、気
候変動の状況を踏まえると、そうしたコミュニティに高気密・高断熱の住宅を建て
ていくことが必要です。
今後は、
「ニセコの地でエネルギーを節約しながらこのような生活ができる」と
いうまちのイメージを示していきたいです。資金も潤沢ではないので出資していた
だいたみなさんには、手弁当で協力してもらうことになりますが、町民のみなさん
にも「やってよかった」と思ってもらえる事業を展開していきたいと考えています。 代表取締役 髙橋

にとどめています。

その理由は、公共主導では

なく、それぞれの主体が積極

事業領域
（例） ・ニセコ町でのまちづくりの活動に関する業務
・NISEKO 生活・モデル地区の構築及び付随する業務
・モデル街区の管理、
企画およびコミュニティ運営の業務
・ニセコ町およびその周辺地域の施設および住宅への電力・熱供給
事業及びエネルギーに付随する一切の業務
・公共施設等の管理運営の受託
・その他、
ニセコ町の価値を高めていくための事業の企画、
立案、
支
援、
コンサルティングおよびその受託に関する業務

会社概要はどうなっているの？

事業推進担当 2 名
（クラブヴォーバン：田中健人・仲埜公平）

出資者と比率 〈ニセコ町：38%〉
・ニセコ町 38%
〈地域事業者：34%〉
・髙橋 守 10%・牧野工業 8% ・浦野工務店 6%
・石塚建設 6%・本間商店 4%
〈クラブヴォーバン：28%〉
・クラブヴォーバン 28%
〈金融機関〉※融資時に増資予定

株式会社ニセコまちの会社

組織

代表、資本金、出資者などの

取締役／髙橋 守・牧野 雅之・田中 健人 監査役／葛西英剛

概要は左表の通りです。

6,000 万円

取締役

的に取り組む体制を構築する

資本金

今まで町が出資して設立し

2020 年 7 月

ことによって民間企業が持つ

設立当初：ニセコ町役場
（デスク 1 席 / 倉庫群等の利用）

創立年月

た株式会社ニセコリゾート観

本店所在地

ノウハウも生かした新しい事

代表取締役 髙橋 守

光協会や株式会社キラットニ

株式会社ニセコまち

代表者

セコ（綺羅乃湯の運営会社） 業を行っていくためです。

会社名

は、町が2分の1を出資して

会社概要

の2つです。
それぞれの概要

賃貸

・宿泊施設に対し、設備更新のタイミン
グを捉えた省エネ設備への更新・改
コンサル
修・導入のためのワンストップ相談
ティング
窓口として事業展開
・役場の調査業務等の受託による事業展開

は左図の通りです。
社会状況

・所有者および入居者から管理費をい
ただき、
適切に管理

・新庁舎の熱電供給と設備管理の受託
・ノウハウを蓄積
公共施設
・他の主要公共施設へも展開
管理等

や収支状況をみながら、柔軟

管理

建築

・電力取次としてスタート
（リスク軽減）
・公共施設に対する電力販売
（取次）
電気小売 ・事業拡大に合わせ電力小売事業への
参入を検討

地域エネルギー事業

街区構築事業

まちづくり情報室

販売

・高気密高断熱住宅を整備
・集合住宅
（ラインハウス含む）
が中心
・幅広い間取り、
様々な人々が混住
・売建とする
・建設資金は、所有と利用を分離して調達

概要

どんな事業をやっていくの？

概要

事業の柱は、
「街区構築事

業」
と
「地域エネルギー事業」 に運営していく予定です。

事業内容

町の取り組みやお知らせを紹介するページです

お知らせします。

特別定額給付金事業
5億1，
690万円
定額給付金を一人当たり10万円給付します。
主な経費
・定額給付金
・人件費
・印刷費、郵便費など
財源
・国からの財源

5億500万円
747万円
443万円

5億1,690万円

給食費無償化
998万円
小中学生の保護者の経済的負担を減らすため、4
月から9月までの半年間分の給食費を無償化します。
ニセコ医院への給付金
500万円
新型コロナウイルスなどにより、町内の診療所を
受診する患者数が減少し病院経営に影響を与えてい
ます。地域の医療を維持するため、収支状況が悪化
した医療機関に対し給付金の支給を行います。
買物相談・配達代行サービス支援
385万円
町内の高齢者の買い物に関する相談の受け付け
サービスや、町内商店、テイクアウトを実施してい
る飲食店などから商品の配達を代行するサービスを
始めます。配達代行を行う事業者への費用を計上し
ます。
飲食店応援割引クーポン発行
400万円
町内では多くの飲食店が宅配サービスやテイクア
ウトなど新たなサービスを開始しています。
このサービスを町民のみなさんに広く利用してい
ただくため、宅配サービスやテイクアウトを行って
いる飲食店で使える割引クーポン券を1世帯あたり
3,000円分発行します。

まちづくり情報室
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新型コロナウイルス特別対策事業
ニセコ町応援福袋販売事業
420万円
外出自粛を要請され、ニセコ町で特産品を購入す
ることができない人がいます。
そこで、町内事業者が
特産品を詰め合わせ、町がその商品にプレミア率
20％を付加してオンラインで販売し、あわせて送料
を町が補助します。
商品券発行事業
1，
614万円
地域経済の喚起対策として、住民登録のある町民
（令和2年6月1日時点で住民登録されている町民と、
6月2日以降に出生予定の子ども）全員に対して1人
3,000円分の商品券を配布します。
観光回復イベント開催経費補助
1，
000万円
新型コロナウイルスが収束した後、感染拡大防止
の影響により大きく落ち込んだ観光需要の回復と喚
起を図るため、地域事業者が企画提案する観光イベ
ントの費用を支援します。
主な経費
・ニセコビュープラザ直売会
・ニセコリゾート観光協会
・道の駅フードコート
・綺羅乃湯
・そのほか企画提案事業者

150万円
150万円
100万円
100万円
500万円

飲食・宿泊券発行事業
1,125万円
新型コロナウイルスが収束した後、町内の宿泊施
設や飲食店で使用できるプレミアムクーポンを町民
全員に配布します。
事業者経営維持・未来支援給付金
3，
900万円
観光客の急激な減少により、宿泊業および飲食業、
観光関連事業者は急激な収入減に直面しています。
将来へ向けての事業継続を支援するため、未来支援
金を1事業者あたり15万円給付します。

の柱建てとなっています。
| 2020 | 8月号 ｜ 広報ニセコ

15

まちづくり情報室

令和2年度予算の4月から6月にかけて追加された予算のうち、主なものを
まちづくり情報室

01 自然や景観、生活環境を守る

02 くらしやすさの向上

株式会社ニセコまち出資金
2，280万円
「NISEKO生活・モデル地区」構築事業には、行
政と民間事業者が一体となった「まちづくり会社」
の設立が必要です。会社設立にかかる出資金の38％
をニセコ町が負担します。

町道等維持管理委託
350万円
町道などの側溝や取付道路の横断管に土砂や草木
が堆積し、水が流れにくくなっています。道路や畑
が浸水するなど被害が出ているため、清掃などの維
持管理を行います。

06 地域性を生かす観光の発展

07 教育と生涯学習の充実

綺羅乃湯井戸掘削電気調査・ボーリング調査 2，006万円
綺羅乃湯の水道使用量は一般家庭の使用量の約
100軒分に当たります。一方で市街地の水道の需要
が増えている状況です。市街地区の十分な水道量の
確保や綺羅乃湯の水道料金の節約、綺羅乃湯を災害
などで水道が使えなくなった時にも水の供給ができ
る施設に機能向上するため、井戸掘削を行います。
井戸掘削にあたり、綺羅乃湯で使用できる水質・水
量の井戸の電気調査・ボーリング調査を実施します。

公立学校パソコン購入費
1，
549万円
子ども一人ひとりに最適化された学びを提供する
ため、必要となるパソコンを購入します。
国の補助金をもとに購入しますが、補助の対象は
児童生徒の3分の2人分、1台当たり45,900円となり
ます。
財源
・国からの補助金

1,175万円

北海道インターナショナルスクールAED設置費
26万円
北海道インターナショナルスクール（HIS）ニセ
コ校に自動体外式除細動器（AED）が設置されてお
らず、HISからの申し入れがあったことからAEDを
新たに設置します。

綺羅乃湯天井修繕・照明漏電対策工事
91万円
綺羅乃湯の天井にたわみができてしまったこと、
洗い場の照明が漏電していることなどから修繕工事
を行います。
主な経費
・天井修繕工事
・照明漏電対策工事

61万円
30万円

11 町民と行政のまちづくり
西富地区町民センター外構工事
231万円
西富地区町民センターの外構工事で、除雪や駐車
スペースとして防火水槽の周りを舗装することによ
り工事面積が増えること、隣接する土地との外構処
理について、地権者との協議により工事内容が変更
となったことなどから、工事費を増額します。

01 ～ ●
11 は、第５次ニセコ町総合計画に位置付けている｢ニセコ戦略ビジョン(基本計画)｣。｢ニセコ戦略ビジョン｣は11項目
●
16

| 2020 | 8月号 ｜ 広報ニセコ

みんなで元気に東啓園まで
近藤小学校遠足

MY TOWN
HOT NEWS

近藤小学校では、休校や雨で延期していた遠足を7月3
日に行いました。近藤小学校の児童34人が、夏休みを迎
えた北海道インターナショナルスクールの児童4人と一緒
に歩いて東啓園を目指しました。
当日までしばらく雨が続いていましたが、この日の天
びより

候は晴れ。遠足日和の一日となりました。
東啓園に到着した児童たちは持参したボールなどを使
い、バレーボールなどをして遊びました。
2年生は池でザリガニ釣りに挑戦しました。割りばしに

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。

糸を垂らしてするめを餌にしましたがなかなか釣れませ
ん。網で底をさらってみるとザリガニはいませんでした

まちの話題

が、サンショウウオを捕まえることができました。

お母さんのお弁当はおいしいね！
遊びすぎて池に落ちる子も

元気に歩いたよ！

災害時でも動けるように
石油類供給協定
7月6日、町民センターでニセコ町
と小樽地方石油協同組合による「災
害時における石油類の供給に関する
協定書」の調印式が行われました。
この協定が結ばれたことで、地震

日本記録保持者から本格指導
ニセコ中学校
「走り方教室」
6月24日、30日、7月2日の3日間、ニセコ中学校で速く走るためのコツを教
わる特別授業「走り方教室」が行われました。
特別授業は各学年3時間ずつ2日間にわたって行われ、1時間目は男子短距離
にい

ゆうすけ

走アスリートの仁井有介さんに指導していただき、走り始めるスタートの足
止めの使い方や正しい姿勢などを教わりました。

などの災害が発生しニセコ町が被災

2、3時間目は女子短距離走アスリートで女子400Ｍリレー日本記録保持者

した際には灯油やガソリンなどを優

の北風沙織さんに指導していただきました。北風さんからは、バトンをス

先的に補給してもらえるようになり

ムーズに受け取ったり、次の走者に渡すためには走者同士での事前のコミュ

ました。災害時には、周辺町村のガ

ニケーションと仲間への信頼が大事だということを教わりました。北風さん

ソリンスタンドから給油されます。

は、今秋「北海道ハイテクAC」（恵庭市）の監督に就任する予定です。

停電時でも給油ができます

仁井さんから幅跳びについても教えてもらいました

きたかぜ さおり

北風さんとリレー競争
| 2020 | 8月号 ｜ 広報ニセコ
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地熱調査再開、今年度から
地熱資源利活用協議会開催

いつまでもお元気で
100歳の誕生日お祝い

いろんな生き物に気がついた！
くらしの中の自然を探そう

7月7日に町民センターで令和2年

デイサービスセンターに通う佐野

7月4日に小学校5・6年生17人が自

度第1回ニセコ・蘭越地区地熱資源

きくのさんが100歳を迎え、デイ

分たちの暮らしにかかわる自然を知

利活用協議会が開催されました。

サービスセンターでは7月1日にご長

る体験活動の一環として、東啓園を

寿のお祝いを企画し、町長から花束

探索しました。

3年前の夏、地熱資源調査中に発
生した違法伐採について、日本重化
学工業から復旧進捗状況と今後の作

の贈呈がありました。

みつ

みなみしげ

ニセコアウトドアセンターの南重

この日はご家族のみなさんもデイ

光さんから、東啓園に生えている植

業について報告がありました。また、

サービスセンターに集まり、セン

物と樹木の名前や特徴を教えていた

三井石油開発から今年度の地熱資源

タースタッフのみなさんとハッピー

だき、“たんぽぽ”と“タンポポモド

の調査について説明がありました。

バースデーの歌でお祝いしました。

キ”の違いを知ったり、触るとかぶれ

佐野さんは「今が一番幸せ」と集

てしまう植物のうるしなどについて

業の一環で、地熱発電について、よ

まったみなさんにお礼を述べました。

学びました。

り町民のみなさんに知ってもらうた

佐野さんが生まれた100年前の

鳥などの動物を観察することはで

め、ラジオニセコで地熱開発の進捗

1920年は、株価暴落による戦後の大

きませんでしたが、身近にある植物

状況などをお知らせする番組を制作

恐慌や第1回国勢調査が行われた年

に実際に触れたり、目で見て体験す

予定です。

です。

ることができました。

参加者からは調査再開に対してさまざまな要望が出ました

白いちゃんちゃんこが似合います

見慣れた景色も知ると楽しい

協議会では、今年度の理解促進事
まちの話題

きれいな景観を見てもらいたい
建設業協会宮山整備ボランティア

ライオンズクラブが50周年を迎えて
町へ200万円の寄付

川の中にはなにがいるかな？
水生昆虫観察会

7月7日にニセコ建設業協会が、有島

6月24日にニセコライオンズクラ

町では「FF・ニセコ・川を見る

地区の「宮山の小径」の整備ボラン

ブから町へ200万円の寄付がありま

会」に委託して、7月11日にルベシベ

ティアを行いました。会員11人のみな

した。

川で水生昆虫観察会を行い、小学生

こみち

さんが小雨の降る中、宮山山頂から刈

ライオンズクラブは、「今年で50

払機やチェーンソーを使って慣れた手

周年を迎えるので、町民のみなさん

つきで草刈りをしていきました。

へなにかお返ししようと考えました。

ると最初は冷たがっていましたが、

牧野雅之会長は、「せっかく町内に

これからの未来を担う子どたちのた

水に慣れてくると、用意した箱めが

こういう場所があるのだから、整備し

めに新庁舎の子ども用遊具の購入費

ねで川の中を見たり、網で岩間に潜

て多くの人にきれいな景観をみてもら

として使ってほしい」と町に伝えま

んでいた虫や魚を捕まえたりして観

いたい」と挨拶しました。

した。

察しました。

新庁舎１階のキッズスペースに遊具が設置される予定

ヘビトンボやイワナなどに興味津々

「ニセコをこよなく愛する会」がたくさんの桜を植樹した宮山です
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とその家族23組が参加しました。
子どもたちは、川の中に足を入れ

ページ
企画環境課広報広聴係まで
TEL.

44-2121 FAX.44-3500

イルス感染拡大に伴い、利用者のみなさん

しかしながら、このたびの新型コロナウ

ない状況でしたが、先生たちも研究に取り

要です。
今回の臨時休校時にはノウハウが

なく、教え方を含めた体制全般の確立が必

授業を行うにはICT機器の整備だけでは

バス降 りて日陰へ友を 誘いけり

自粛明けウィングベイ小樽を 歩きつつただそれだけで世界は薔薇色

早朝の雨リズミカルに降 りしき り床の中からじっと聞きいる

工藤 有里子

清水

山崎

綾子

英文

佐々木 禎子

ラ ヴィアンロー ズ

白樺のしだるる花序に若葉風

斎藤 うめ子

ニセコ俳句会

田植終え安堵に見上ぐ蝦夷の富士

亀田

禮子

花束にして持ち帰る二輪草

ニセコ短歌会

校内意見発表大会を終えて
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みんなのページ

みなさんから寄せられるご意見や、
お便りをご紹介します。

をはじめスタッフの健康と安全を最優先と

などの事態になったときに学びの環境を確
保できるようICT環境の整備を進めてい
ます。

は農業の知識を競い合う「鑑定競
技」と、パソコンの能力を競い合
う「情報処理競技」、観光業で必
要になるニセコ高校独自の競技
「挨拶競技」を行います。毎日の
農業実習や授業での学びを生かし、
農業の知識や技術を向上させ、全
校生徒が成果を残せるような素晴
らしい大会になることを願ってい
ます。

６月12日(金)に校内意見発表大
会を実施しました。マイクの消毒
や換気、ソーシャルディスタンス
の確保をし、新型コロナウイルス
感染症の予防を徹底した中での実
施となりました。各学年の代表者
12人が発表し、農業に対しての意
見や想いを伝えることができまし
た。大会前には上級生が１年生に
対して発表練習に付き添う姿も見
られ、努力の成果が発揮できてい
たと思います。今年は新型コロナ
ウイルスの影響で、南北海道大会
は中止になってしまいましたが、
一人ひとりが一生懸命取り組み、
質の高い大会となりました。
７月30日(木)には校内技術競技
大会があります。技術競技大会で

みほ

あおき

今月は役場に寄せられた意見を紹介します

・新型コロナウイルス対策による
「あそぶっく」
入館制限の是非
・学校の臨時休校期間中のリモート
授業対応の要望

休校期間中は、各学校において校内設備

❷学校の臨時休校中の対応について

して知識が得られるよう子どもたちのた

などの消毒、感染予防のためのレイアウト
変更や家庭学習の課題作成に取り組みまし
た。
また、休校中の分散登校時には、手洗い
うがいの実施や給食配膳を教員が行うなど
通常時と違う感染予防対策に多くの手間を
動画によるリモート授業については、そ

費やしていました。

ことに加えて、思考力や理解力が高まるこ

の有用性から、町では昨年度からその整備

考え、やむを得ずすべての人に「あそぶっ

組み、体育動画の制作
（中学校）
、リモート授

に着手しています。
しかしながら、リモート

く」への入館をご遠慮いただいておりまし

業の試行
（高校）
を行っています。

がお子さんをはじめすべての人にご利用い
ただけるようにしました。
今後も新型コロナウイルスの感染防止に
慎重な配慮のもと、
運営を進めていきます。

なお現在、教育委員会では、再び臨時休業

た。
6月 日からは条件付きではあります

割を果たしていると承知しております。

とにより、人格の形成においても大きな役

幼少期においての読書は、知識を広げる

❶
「あそぶっく」
の入館制限について

【教育委員会の回答】

なかったのか。

②休校期間中に、なぜリモート授業を行え

めに
「あそぶっく」
を開館してほしかった。

①新型コロナウイルス対策中でも、本を通

【町民から】

Our Voice
CULTURE

未歩
青木
副会長

ニセコ高校 農業クラブ

みんなの
17

3年

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.209

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/

本棚のリニューアル

休館中に漫画コーナーをリニューアルし
ました

お 知らせ

アクアリウムの世界の展示

ボランティアによるアクアリウムと関連
本の展 示 。熱 帯 魚が泳ぐ癒しのコー
ナーと好評です

展

プペルバスがやってきます

みんなのページ

2016年にスタートした
「えんとつ町のプペル展」
があそ
ぶっくにやってきます。
この展示は絵本作家でもあり、
お笑
にしの あきひろ
いタレントでもある西野亮廣さんの絵本
『えんとつ町のプ
ペル』
の発売に合わせて開始されました。
開催わずか半年
後には、
来場者数が50万人を超えるという人気ぶりです。
西野さんの絵本原画を載せ、
全国各地を走行中のバス
（プ
ぺルバス）
は、
8月から9月にかけて、
後志を走行しニセコ
町・あそぶっくで一日停車することになりました。
◆日時／8月23日（日） 午前9時～
◆場所／あそぶっく駐車場
プペルバスの内覧は無料ですが、
申し込みが必要とな
ります。
プペルバスの内覧見学時間は、
おおよそ10分と
し、
20分間隔で交代していただく予定です。
詳しくは、
折り込みチラシをご覧になってください。

漫画コーナーと絵本コーナーをリニューアル
臨時休館中に漫画コーナーの書棚の配置換えや絵本
のラベルの張り替え作業を行いました。
漫画コーナーの
横に、子どもたちに人気のサバイバルシリーズの児童書
や学習漫画、
雑誌
『ジュニアエラ』
を配置しています。
絵本コーナーは、
絵を描いた人の頭文字をラベルに記
載しました。読みたい絵本を選ぶ際に探しやすくなりま
した。

本の
展示

示

8/1～8/27 『節約を楽しむ』
特集

少しの工夫で賢く節約できる方法や、少ないもの
で楽しく暮らすためのヒントなどをまとめた本を展
示します。
くわばら

なほみ

趣味の 8/4～8/9 生け花／桑原奈穂美さん
展示 8/11～8/30 押し花／押し花を楽しむ会

あそぶっく司書 の おすすめ本

『猫を棄てる 父親について語るとき』

村上 春樹著 （文藝春秋）

村上春樹さんが初めて自身のことを書きました。副題から
もわかるように、この本は父との関係にふれており「父親に
関して覚えていること。
・・・」という一文からはじまります。
京都のお寺に生まれ、お坊さんになるべく教育を受けた父は、
3 度の召集令状を受け、軍務を経
験しました。そんな父についての
村上春樹さんの断片的な記憶が、
父の残した俳句を読み返しながら、
父について、そして戦争というも
のについて、丁寧に描かれていま
す。猫とのエピソードはこの作品
を書くべく背中をおしてくれた父
と共有した大切な出来事でした。
従来のファンだけでなく、多くの
人の共感を得ている話題作です。

新 着 本 紹 介
実用書

読み物

食べることが好きになる離乳食 100本のスプーン きたきた捕物帖
ゆる菌活 発酵食品を手作りしたら人生が変わった！ おのみさ 少年と犬
「ひとり力」
のある暮し方

阪口ゆうこ 家族じまい

児童書・絵本
宮部みゆき もりのホテル

ふくざわゆみこ

馳星周 オニのふろめぐり
桜木紫乃 小学生の究極の自学ノート図鑑

岡田よしたか
森川正樹

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。
20
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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！

子育てトピックス
畑で野菜を
作っています
幼児
センター

今年も、
年長児と一緒にセ

ンターで野菜づくりをして

います。
きゅうり・トマト・

なす・とうきび・ズッキーニ・

ス イ カ・メ ロ ン・赤 か ぶ・

かぼちゃなど 種類を植え

ました。

芽 が 出 て く る と、
「セ ン

ターの小さな子たちが畑に

来た時に、
何が植えてあるの

かわかるように」
と年長児た
おひさま

みんなのページ

おひさま
自由解放

支援センターが再開し

ちが相談し、
野菜の絵を書い

て看板を作り立ててくれま

１ヶ月が過ぎました。
７月

１日からは通常通りの開放

となり、少しずつですが遊

びに来てくれる親子が増

え、やっと子どもたちの元

気な声が聞けて嬉しく思い

ます。

まだまだ新型コロナウイ

ルス感染症のニュースが気

になる毎日ですが、新しい

生活様式を守りながら運営

していけたらと思っていま

す。

した。
今年もみんなで大切に

育てます。

おいしい野菜ができますように

15

みんなでハイポーズ

「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

「おひさま」
に遊びにいこう！！
地域子育て支援センター「おひさま」は幼児セン
ターに併設されています。幼児センターに通ってい
ないお子さんとその保護者が利用できます。
＊「おひさま」開放＊
◆開放日／毎週月～金曜日
※都合により変更する場合があります
◆時間／午前9時～午後5時
◆ランチタイム／正午～午後1時
※飲食はランチタイム以内とさせていただきます

子育て講座「アクセサリー作り」
ビーズやチェーンを使って、自分だけの素敵な
アクセサリーを作ってみませんか？
◆日時／８月26日(水) 午前10時～午前11時30分
◆場所／町民センター
◆託児／子育て支援センター「おひさま」
◆材料費／700円
◆申込期限／
8月19日（水）

「おひさま」
にはこんなおもちゃがあります！
ままごと、滑り台、
ボール、
お絵かき、粘土、絵本、赤ちゃん
コーナーなど

＊利用方法＊
◆「おひさま」は登録制です。支援センターで登録用紙
の記入をお願いします。
◆無料で遊べます。行事によっては、材料費・参加費な
どがかかる場合もあります。
◆登録時にティッシュペーパーと手ぬぐいをお子さん
一人につき、
それぞれ1つずつ納めてください。

〈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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包括支援

vol.

6

だより

センター

大橋保健師

ニセコ町包括支援センター

TEL.0136-44-2121

感染拡大防止のために必要です

が、外での会話やマスク着用な

ど必要な対策をとったうえで、

近所の人との交流を楽しみま

しょう。また、最近あまり会え

ていない友人との電話の機会を

作り、今まで大切にしていた人

とのつながりを保っていきま

しょう。

●健康に気をつけていたけれど、

最近困っていることが増えた

もしも最近、
「食事を作るのが

少しずつ外出の機会は増えてい

声をよく聞くようになりました。

過ごす時間が長くなったという

防止のため、今までより自宅で

新型コロナウイルス感染拡大

動になります。

場で足踏みするだけでも良い運

座っている時間を減らし、その

にすることがお勧めです。また、

でできるラジオ体操などを習慣

日光浴しながらの散歩や自宅内

相談はもちろんですが、必要に

相談ください。
健康に関わるご

軽に地域包括支援センターへご

など気になることがあれば、気

がない」
「気持ちが沈んでいる」

大変になった」
「外出するところ

るかと思いますが、
「筋力が落ち

●食生活、お口の健康

持していくことが重要です。

をつけながら、毎日の健康を維

らは、新型コロナウイルスに気

のではないでしょうか。
これか

どの悩みを抱えている人も多い

まった」
「やる気が起きない」な

りの筋肉を保つために、自宅で

が減ったという人は、お口の周

きているが、人と話をする機会

保つことが大切です。食事はで

栄養をとることやお口の健康を

下させないために、しっかりと

低栄養を予防し、免疫力を低

よりも近所の人の生活が見えに

長い自粛生活により、今まで

●地域での支えあいも

さい。

も構いませんので、ご連絡くだ

ではなく、ご家族からの相談で

せていただきます。
ご本人だけ

●運動

くい現状があります。もし

自宅で動かない時間が長くな

いかわからないという悩みがあ

も効果的です。

健康は、身体だけではなく、

る人も、地域包括支援センター

ると、身体の機能は徐々に低下
てしまうと、大きな怪我につな

心にも大切な役割があります。

へご相談ください。

たが、どのように対応したら良
がる危険があり、日頃から運動

今、人との接触を減らすことは

●人とのつながり

による予防が必要です。特に、

します。それに伴い、転倒をし

「困っているサイン」に気づい

歌や早口言葉などに取り組むの

るサービスや事業等をご紹介さ

応じて、困っていることを支え
てしまった」
「体重が増えてし

《こんな時だからこそ、毎日の健康維持を！》

大橋保健師の
みんなのページ
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8月生まれ

こみゅにてぃ~
住民係窓口受付分

1歳の写真
こんにちは

赤ちゃん

ごめいふくを
おいのり
します

くらしの情報

ないよう、ご注意ください。

ニセコ町からのお知らせ

係

■訓練日時／8月5日

く らし の 情 報
マイクロ水力発電機を
町民にお譲りします

℡0136- 2121

訓練ですのでお間違えの

★ともに歩んだ 年をお祝いします

ニセコ町では、マイクロ

担当＝佐々木・柏木

境課環境モデル都市推進

結婚 年目の記念品贈呈

水力発電機が耐用年数を迎

お
し知
らせ
お
らせ

町では、結婚 年目を迎

えることに伴い、必要とす

■問合せ／総務課防災係

午前 時〜

えるご夫婦に記念品を贈呈

す。この要件に該当し、記

たご夫婦が 年目を迎えま

から 月 日の間に結婚し

今年は昭和 年1月1日

2年 月 日 までに引渡

費用は自己負担とし、令和

設・運搬する必要があり、

重いためユニックなどで移

ただし、発電機は大きく

を行います。

防災ラジオの自動起動訓練

全国一斉訓練にあわせて、

テム（J‐ALERT)の

町では全国瞬時警報シス

防災ラジオ自動起動訓練

担当＝青田・稲辺

℡0136- 2121

献血をお願いします

念品の受け取りを希望する

8月 日 までに、担当へ

れていなかったご夫婦は、

月 日 午後5時までに申

取得を希望する人は、8

‐ALERTと連動して防

早くお知らせするため、J

報を町民のみなさんにいち

ツ前 午後1時半〜午後

午前

■時間・場所／午前 時〜

いします。

係

災ラジオを自動的に起動さ

みなさんのご協力をお願

セコ町を巡回します。

9月1日 に献血車がニ

（火）
込用紙に必要事項を記入し

（月）

ご連絡をお願いします。

30

せます。

11

担当＝亀山・矢野

時半:ニセコハイ

10
申込用紙や発電機の見学

ラジオから「只今から訓練

訓練時刻になると、防災

℡0136- 2121

づくり係

■問合せ／保健福祉課健康
希望などについての詳細は

放送を行います。
」という大

5時:
ニセコ町役場前

11
お問い合わせください。

（金）

きな音声が流れます。

21

■申込み・問合せ／企画環

担当＝齋藤・上仙

44

（金）

℡0136- 2121
44

て、提出してください。

50

31

50

■問合せ／保健福祉課福祉

国から発表される緊急情

しを終えることができる人

（水）

ご夫婦と、既に結婚 年に

る人にお譲りします。

11

とさせていただきます。

44

44

達していて今まで申請をさ

します。

50

50

45

50

12

21

心の贈り物

善意に感謝します

《ニセコ町社会福祉協議会受付分》

「社会福祉事業に役立ててください」
倶知安町 公益社団法人南後志法人会 様

23
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市毛弁護士の

くら し の お 悩 み

で環境の危機が進行してい

が多発するなど、地球規模

に進行し、深刻な気象災害

近年、地球温暖化が急速

「今が岐路:
エネルギー
選択から見た天変地異
と経済の行方」
の開催

なお、参加にあたっては、

ご参加をお待ちしています。

ることとしました。多数の

問にお答えする機会を設け

やすく学び、みなさんの疑

ルギーの基礎知識をわかり

このたび、再生可能エネ

企画環境課へお申し込み

は８月４日 までに役場

■託児／利用をご希望の人

長）

道職業能力開発大学校校

海道大学名誉教授・北海

■講師／近久武美さん（北

んには大変申し訳ございま

してくださっていたみなさ

きました。開催を心待ちに

止することとさせていただ

ルス感染防止の観点から中

ましては、新型コロナウイ

ました敬老会祝賀会につき

や地域にとってどのような

意味があるの？

■場所／ニセコ中央倉庫群

たけみ

旧でんぷん工場

ちかひさ

（火）

第191回まちづくり町民講座

ます。温室効果ガスの排出

新型コロナウイルス感染防
ください。

削減を図る手段の1つとし

止のためマスクを着用する

ます。

■問合せ／企画環境課環境

て、太陽光発電や風力発電

モデル都市推進係

令和2年度敬老会の中止

例年9月に開催しており

せんが、ご理解賜りますよ

うよろしくお願い申し上げ
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とともに、咳や発熱など体

24

などの再生可能エネルギー

倶知安警察署／℡ 0136-22-0110

■問合せ／保健福祉課福祉

交通事故の発生
〈6月17日〉国道5号において、停止中
の車両に追突する事故が発生しました。
〈6月30日〉
道道岩内洞爺線上において、
車両と自転車による出会い頭の衝突事
故が発生しました。

44

係

交通事故

窃盗事件の認知
ニセコ町内の温泉施設で、
脱衣場から入
浴客のタブレットなどが盗まれる事件が
ありました。

44

担当＝佐々木・柏木

件

℡0136- 2121

事

担当＝亀山・矢野

まちの 事件簿

ニセコ町
防犯協会

℡0136- 2121

お控えください。

午後

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

調に不安のある人は参加を

そもそも、再生可能エネ

■日時／８月６日

前回に続き、
賃貸借契約に関する民法改正のお話です。
賃貸借の終了時には、
賃借物を元の状態に戻して
（原状
回復）
返還することが原則です。
この原状回復の範囲に
ついて、
旧民法には規定がありませんでした。
しかし、
原
状回復の範囲をめぐる紛争は少なくなく、判例の積み
重ねによって解決されてきました。
改正後の民法621条では、原状回復の範囲について
「賃借物を受け取った後にこれに生じた損傷
（通常の使
用及び収益によって生じた賃借物の損耗並びに賃借物
の経年変化を除く）
がある場合において、
賃貸借が終了
したときは、
その損傷を原状に復する義務を負う。
」
とさ
れました。
ただし、
その損傷が賃借人の責任で生じたも
半（木）
のではないときは、
原状回復義務は負いません。
家具の設置による床やカーペットのへこみ、
設置跡、
電化製品の後部壁面の黒ずみ
（電気ヤケ）
などは通常の
損耗とされますが、
引越し作業で生じたひっかきキズや
タバコのヤニ、
におい、
ペットによる柱等のキズ、臭い、
不適切な手入れや用法違反による設備の毀損などは、
通常の損耗や経年変化にはあたらないとされますので、
注意が必要です。
改正によってすべての紛争が解決するわけではあり
ませんが、
原状回復をめぐるトラブルが減ることが期待
されます。

が注目を集めています。

ルギーって何？利活用の促

民法が改正されました⑤
～原状回復の範囲

６時〜午後７時

●今月のテーマ

進は、わたしたちの暮らし

解決します！

「 特別定額給付金の申請は
お済みですか？
」
ニセコ町の申請書受付期間は
8/10（月）までとなっています。

不可能なほど大きく破損し

「しりべし空き家バ
ため、
平成 年
（2014年） 場合は、

き家・廃屋問題に対応する

また、国では、全国的な空

になる可能性があるなどの

たは転居などにより空き家

空き家を所有している、ま

るため、住民のみなさんの

る空き家の掘り起こしをす

行ってきましたが、さらな

状況などをもとに調査を

す。
これまでも水道の閉栓

■
「しりべし空き家バンク」

担当＝島田・金澤

℡0136- 2121

町では廃屋のある土地への

相談窓口となり、不動産業

いしています。
町が受付の

http://park21.wakwak.

のホームページ

44

●受付期間／8月3日
（月）
～8月14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・小西

com/~hkss/akiyabank.

戸数／各1戸

html

公営住宅 望羊団地 3ＬＤＫ 中耐火 11,900円～
（世帯用） A号棟 （67.08㎡） 構造
43,700円 有
103号室 平成4年建設 3階建 （収入等で変動）

25

くらしの情報

台帳化し、所有者への意向

調査によって得た情報は

ご相談ください。

調査をした後、空き家の利

き家のことでお困りの人は

空き家情報があれば教えて

活用や空き家バンクへの登

「しりべし空き家バンク」
は、空き家の再活用を促進

ください

廃屋を放置すると？
（2004年度）に「景観条
し、空き家の廃屋化を予防

録など今後の空き家などの

た空き家
（廃屋）
は、
まちの景

ンク」の活用についてもご

持っている空き家情報を募

原則としてありません。
積

立ち入り調査や、所有者へ

協会に属する事業者が実際

公営住宅 中央団地 3ＬＤＫ 中耐火 11,400円～
（世帯用） 6号棟 （67.25㎡） 構造
45,500円 有
204号室 平成2年建設 3階建 （収入等で変動）
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★持ち主の責任です

空き家の適正管理を
お願いします
例」
を施行し、土地の所有者
するため、
「しりべし空き家

対策に活用します。

観を阻害するとともに、倒
に「空家等対策の推進に関

検討ください。

策計画」
を策定し、空き家な

壊などで周りに危害を及ぼ

する特別措置法」を施行し

係

す恐れがあります。

集します。

もった雪が落下したり、建

の指導を行うとともに、場

の管理にあたることで、月

駐車場

別荘・空き家の管理に困っ

総合的かつ計画的に推進す

協会」と協定を結び、別荘・

町では、
「ニセコ不動産業

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。

物の一部が崩落したりする

合によっては勧告、命令を

1度の巡回による建物外

よりこれまでに、別荘・空

家 賃目安

管理するものです。
町が空

などして近隣の家屋や通行

行うなどの対応をしていま

部・敷地の確認のほか、冬

この条例や法律に基づき、 空き家などの管理をお手伝

人などに被害を及ぼした場

す。
それでも適正に管理さ

き家の管理をすることは、

合、空き家の所有者は損害

れないときは、行政代執行
その費用を土地の所有者か

き家などの巡回のほか、草

は除雪などのサービスも

賠償など管理責任を問われ

この事業に
法に基づき廃屋を撤去し、 行っています。

空き家を所有している人

ら徴収することができると

最低～最高

構造

形式

団地名

種類

ることがあります。
は、空き家が周りの迷惑に

刈りや除雪のお手伝いをし
されています。

ました。お持ちの別荘や空

空き室 があります

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

北海道後志総合振興局で

人が住まなくなった家や
に対し、廃屋などの
「土地の

に
「空家等対
バンク」
を設けて、空き家の （2017年度）

年度

使われなくなった倉庫など
管理不良状態」により景観

持ち主と、空き家を探して

29

町 で は、平 成

の空き家は、定期的な雪下
を阻害しないよう、適正な

いる人の仲介をしています。 どの対策に取り組んでいま

年度

ろしや修繕など適正に管理
維持管理に努めることを義

町 で は、平 成

されていないと、年々老朽
務付けています。

■問合せ／建設課都市計画

化していきます。
再活用が

16

なることのないよう、適正
な管理をお願いします。

町営住宅に

26

（物理的距離）を確保す

イベントなどを開催、 〇「3密」を避けるための
ソーシャルディスタンス
参加予定のみなさまへ
送ってくださるみなさまの

び 関 係 者、沿 道 で 声 援 を

ださっているみなさまおよ

染防止や毎年踊りに参加く

子データを利用し年末調整

供が可能です。
これらの電

いて、電子データによる提

かかる控除証明書などにつ

保険料控除申告書などを

③控除額が自動計算された

年調ソフトにインポート

②受けとった電子データを

新型コロナウイルス感染
ること。

電子データにて勤務先へ

症の拡大を防ぐために、人
〇マスク着用・手洗いを徹
底すること。
〇消毒・洗浄をすること
など。

うぞよろしくお願いいたし

す。みなさまのご理解をど

中止とさせていただきま

す。
年調ソフトのリリース

調ソフト）を無償提供しま

書作成用ソフトウェア」
（年

税庁が「年末調整控除申告

インポートして年税額の

データは給与システムに

④勤務先において③の電子

提出

健康と安全を第一に考え、 手続を簡略化するため、国

が集まるイベントなどの開
催には「3密」を避けるた
めの対策が求められます。
これからの季節、例年町
ます。

※具体的な開催の制限など

計算などを行う

内でもさまざまなイベント

は令和2年 月ごろを予定

は北海道のホームページ

■問合せ／ニセコ町商工会

が開催されます。特に今年

年末調整手続の電子化に
℡0136- 2214

しています。

に掲載されていますので

の開催について主催者およ

による手続きの流れは、

■問合せ／倶知安税務署総

ムページをご覧ください。

ついての詳細は国税庁ホー

①保険会社などから控除証

年末調整手続きの電子化

年末調整手続きの電子化

担当＝松本

狩太神社祭踊り山中止

明書などを電子データで

参考にしてください

観点から次のことに留意し

令和2年 月以後に提出

短い夏がやってきました！倉庫群の屋外の芝生広
場は、
憩いの場、
遊びの場としてなど、
自由に無料でご
利用いただける公共スペースです。
カフェのテイクア
ウト、
お散歩やランニング、
芝生でのんびり…など、
ご
自由にご利用ください。
今後、
お子さま向けのレンタル
遊具の導入なども検討中です。

℡0136- 1009

務課

狩太神社祭踊り山です

び参加者は、新型コロナウ

10

て開催または参加の判断を

受領

※広場ご利用の際は、
安全面や利用に関するルールをお守り
ください
※個人の利用に限ります。
貸切や営利活動についてはご相談
ください

25

ニセコ中央倉庫群
（旧でんぷん工場・1 号倉庫）
開館時間／午前9時～午後6時
今月の休館日／11日(火)、24日(月)
TEL:0136-55-5538 FAX:0136-55-5596
facebook.com/niseko.soukogun

10

広場に木製ブランコを設置しました！

イルス感染症の拡大を防ぐ

44

する生命保険料控除などに

「貸館無料」
制度をご活用ください！
新型コロナウイルス感染症対策にかかる町内経済活
動の支援として、
現在ニセコ中央倉庫群は町民・町内
事業者を対象に施設の貸館を一定の条件で無料にして
います。
ご利用に関してはお電話またはご来館いただ
き、
気軽にご相談ください。

が、新型コロナウイルス感

長らく入館制限を設けておりましたが、ニセコ中央
倉庫群はカフェを含め先月から通常営業に戻りました。
コロナ対策をしっかりと行いつつ、新たにスタッフも
加わり、みなさんにさまざまなシーンで活用いただけ
るよう取り組んでいます！

お願いします。

旧でんぷん工場内にトランポリン
を設置しました！
旧でんぷん工場内のキッズス
ペースに、
新たに小さなお子さま向
けのトランポリンを設置しました。
ご利用の際はスタッフへお声がけください。

くらしの情報
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26

vol.7

中央倉庫群通信

ご家族やご近所のみなさ

症の状況によっては、訓

この義援金は、北海道義

白石区体育館へ向かい、

に指定されている札幌市

を出発し、一時滞在場所

担当＝青田・稲辺

「返還へ 未来志向の
対話と交流」

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

℡ 0136-22-0216

くらしの情報

を受けた人に、56，415

んなどお誘いのうえ、参

余裕をもって受診予約をし
円配分されました。

加してください。

℡0136- 2121

練内容の変更の可能性も

■申込期限／9月 日

さい

ありますのでご了承くだ

担当＝亀山・矢野

集

■内容／札幌市などへバス

子宮 乳･ 大･腸がん検診
無料クーポン券の利用
期限は２月末まで

援金配分委員会（北海道保

現地受入訓練終了後、宿

へ戻ってきます。宿泊費

へ宿泊し、翌日ニセコ町
第5次配分
（最終）
として、

27
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エキノコックス症健康診断
てください。
■問合せ／保健福祉課福祉

午後
※子宮がん検診無料クーポ

■日時／9月7日
6時半〜午後7時

※乳がん検診無料クーポン

募
募
集

原子力防災訓練

■申込み・問合せ／総務課
防災係

町では北海道および周辺
町村などと合同で行う原子

した平成 年北海道胆振東

による広域避難・避難先

町では各検診の無料クー

健福祉部福祉局地域福祉

泊希望者は避難先ホテル

■時間／正午ごろニセコ町

ポン券を、4月1日現在で

課）
の基準に基づき、配分さ

北海道胆振東部地震災害義

節目年齢の人へご案内して

援金」
が寄せられました。

※新型コロナウイルス感染

ン券対象は ・ ・ ・

2年生（時間指定をして
券対象は ・ ・ ・
※大腸がん検診クーポン券
対象は ・ ・ ・ ・
歳

しています。
町民のみなさ

℡0136- 2121

づくり係

んと原子力防災に関する理

力防災訓練の参加者を募集

℡0136- 2121

解を共有することを目的と

℡0136- 2121

部地震の被害に対し、多く

■日時／ 月 日

しています。

みなさんの参加をお待ち

しています。

担当＝上仙・齋藤

■問合せ／保健福祉課健康

係

■場所／町民センター
・ 歳

保護者へ通知します）
、
・ 歳

で過去５年間検査をして
いない人
■検査方法／採血
■検査料／未成年:
無料
歳〜 歳:
200円
歳以上:
100円

■結果通知／1か月後に異
常のある人のみ個人通知
します

平成 年北海道胆振東部
地震災害に係る義援金
道内各地に被害をもたら

担当＝上仙・黒萩

（土）

■問合せ／保健福祉課健康

44

31

ホテルへ宿泊訓練

10

■対象／小学3年生、中学

町内に住む 歳以上の人

30

55

55

のみなさんから「平成 年

づくり係

50

有効期間は令和3年2月

れています。

（水）

45

などはかかりませんので

います。

30

25

50
30

44

捨て猫は愛護動物の遺棄にあたり、動物の愛護および管理に関
する法律により、100 万円以下の罰金を科せられます。
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。
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養し、子猫が生まれた場合には新しい飼い主
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。

35

本町で住宅被害
（一部損害）

捨て猫はダメ！

20

40

45

44

倶知安町北1条東2丁目
（後志総合振興局内）

■問合せ／町民生活課生活環境係 ℡ 0136-44-2121 担当＝佐藤

（月）

末となっています。期間に

クリーンステーション

40

40

30

69

60

60

20

44

30

70 20

SU

S TA

INA

!

EVELOPMEN
BLE D
T G
O

みんなで

SDGs
AL

S

くらしの情報

今月は4番目のゴールについて解説します。ゴール4
は「すべての人々に包摂的かつ公平で質の高い教育を
提供し、生涯学習の機会を促進する」です。
包摂的かつ公平で質の高い教育とは、一体ど
のようなものなのでしょうか。
そろばん
まず、いわゆる「読み書き算盤」を誰もがきちんと
できることが挙げられます。国連による2019年の
SDGs報告書には、全世界で6億1,700万人の子どもと思
春期の若者が、最低限の読み書きと算術が習得できて
いないと書かれています。こうした教育格差は、さま
ざまな格差拡大につながっていきます。
ゴール4には「2030年までにすべての学習者が持続
可能な開発を推進するための知識とスキルを獲得でき
るようにする」といった小目標も含まれています。こ
の中には人権やジェンダー平等、グローバル市民、文
化的多様性といった要素も含まれており、非常に多岐
にわたる分野を学ぶことが、包摂的で質の高い教育へ
とつながっていくことが読み取れます。
日本では近年、家庭の所得水準によって教育格差が
拡大してきていると言われています。他の先進国と比
べ教育機関への公的支出が日本では少なく、授業料な
ど教育費を家計から捻出する割合が高いため、教育に
お金を費やすことができるかどうかが、格差を生む大
きな要因のひとつになっていることが挙げられます。
現在ニセコ町では、初等教育の充実や外国語教育の
推進、ICT機器の整備といった部分はもちろん、ニセコ
スタイルの教育やコミュニティ・スクールの運営を通
して、ニセコらしい教育を進めています。また、特別
支援教育や就学援助も充
実させることで、みんな
が学べる環境を整えてい
ます。
このほか、寿大学や学
習交流センター「あそ
ぶっく」、有島記念館の
存在によって、若者に限
らず幅広く学びを深める
機会が提供されています。

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10日から7月8日までに行われた入札や随意契約は次のとおりです。
NISEKO生活・モデル地区事業化推進委託業務

■予定価格：13,200,000円 ■契約金額：12,980,000円
■落札率：98.3％ ■契約相手：一般社団法人 クラブヴォーバン

NISEKO生活・モデル地区構築事業実施設計等委託業務

■予定価格：39,600,000円 ■契約金額：39,050,000円
■落札率：98.6％ ■契約相手：株式会社 ドーコン

北海道総合行政情報ネットワーク設備移設工事

■予定価格：11,330,000円 ■契約金額：11,330,000円
■落札率：100％ ■契約相手：NECネッツエスアイ株式会社

ニセコ高校ホームページ改修業務

■予定価格：715,000円 ■契約金額：715,000円
■落札率：100％ ■契約相手：東洋株式会社

固定資産土地路線価評価業務

■予定価格：880,000円 ■契約金額：880,000円
■落札率：100％ ■契約相手：株式会社 長瀬不動産鑑定事務所

令和２年度農村公園遊水施設周辺再整備実施設計委託業務

■予定価格：3,850,000円 ■契約金額：3,619,000円
■落札率：94.0％ ■契約相手：北海道造園設計株式会社

令和２年度町道駅前西三号線道路詳細設計委託業務

■予定価格：5,497,000円 ■契約金額：5,115,000円
■落札率：93.1％ ■契約相手：株式会社 アイネス

令和２年度役場庁舎・防災センター外構整備基本設計委託業務

■予定価格：3,366,000円 ■契約金額：3,135,000円
■落札率：93.1％ ■契約相手：株式会社 アイネス

令和２年度町道ニセコ湯の里線紅葉橋補修工事

■予定価格：32,318,000円 ■契約金額：31,350,000円
■落札率：97.0％ ■契約相手：牧野工業株式会社

令和２年度町道ニセコ湯の里線法面補修工事

■予定価格：7,007,000円 ■契約金額：6,600,000円
■落札率：94.2％ ■契約相手：牧野工業株式会社

令和２年度町道曽我停車場線擁壁補修工事

■予定価格：2,926,000円 ■契約金額：2,805,000円
■落札率：95.9％ ■契約相手：株式会社 志田建設

相
相
談 談
子どもの人権110番
15

■受付時間／平日:午前8

時半〜午後5時 分

※強化週間中は、平日:
午後

8時半〜午後7時、土
日:
午前 時〜午後5時

10

法務局では、子どもの人

権についての専用相談電話

■問合せ／町民生活課住民

44

設置しています。
いじめや

担当＝樋口・大滝

化

係

文
文
化

●能登谷安紀子ヴァイオ
リン・リサイタル

■出演／能登谷安紀子さん

℡0136- 2121

（金）

虐待など子どもの人権に関

28

する悩みをご相談ください。

また、8月 日 から9

月3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。

（ヴァイオリン）、薮田

建吾さん（ギター）

午後

（土）

■全国共通相談電話番号／

℡0120007110

22

（木）

「子どもの人権110番」を

※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

■日時／8月 日

1時開演

■場所／有島記念館

40

■料金／常設展観覧料のみ
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■定員／ 人

28

●沼尻賢治さん講演会

午後

（土）

■出演／沼尻賢治さん（編

29

集者、ライター）

■日時／8月 日

1時〜

■場所／有島記念館

■料金／無料

■定員／ 人

15

契約結果を公表します

仏壇などに供えた線香やロ

地域医療を守る

先月（7月号）の広報ニセ

現在日本では、
医師不足など

を支える地域医療』でした。

コの特集は、
『あなたの健康

■問合せ／羊蹄山ろく消防

から医療機関のない自治体

い中、
「ニセコ医院」「菊地歯

医療を取り巻く環境が厳し

が増加しています。
こうした

組合消防署ニセコ支署

0136- 2866

担当＝大津・工藤

科医院」「ニセコ歯科」
と３つ

医療機関が町内で開業いた

だいていることに感謝して

います。
また、
「ニセコはり・

き ゅ う 整 骨 院」や「ニ セ コ

ドーム治療院」
も町民のみな

さんの健康維持に貢献いた

だいています。

地域に医療機関があるこ

とは、
私たちが生活する上で

の大きな安心につながりま

す。
相互扶助のまちづくりを

進めるためにも、
町民のみな

さまには、
身近なホームドク

ターとして、
地元にある医療

機関などを利用し、
支えてく

健也

ださいますようお願いしま

す。

ニセコ町長 片山

29

くらしの情報

もし、服に火がついてし

る。

ます。着衣着火は、高齢者

まったら、水をかけるなど

より重症化する場合があり
が犠牲になるケースが多く

早急に消火してください。

ことに注意してください。

ウソクの火が火災につなが

こんにちは
町長です

℡0136- 2354

してください。

ることがありますので注意

・袖口が広がった服を着て
調理しない。
・コンロの奥に調味料など
を置かない。
・花火やロウソクの火が服
に着かないように注意す
る。

7月7日(火)、第2回コミュニティ・スクール委員会を町
民センター大ホールで開催しました。1回目の委員会は新
型コロナウイルス感染防止の観点から書面で開催したた
め、今回が今年度最初の集まりとなりました。
前半に行った全体会は、すでに書面で実施した「学校
運営方針の承認」以外の内容を中心として、コミュニ
ティ・スクールの役割や昨年までの経緯、コロナ禍にお
ける今年度の方向性などについて確認しました。
後半は4つの部会に分かれて部員の自己紹介や部長の選
出を行った後、今年度の活動について、全道の事例や各
学校の現状を踏まえながら活発な議論が展開されまし
た。今後さらに具体的な内容を話し合い、今年度の活動
を進めていく予定です。
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前予約制
念館
あります。

■問合せ・申込み／有島記
℡0136- 3245

●写真にことばをプラス
してニセコの夏を切り
取ろう
撮影した写真に、自分の

注
注
意 意
「着衣着火」にご注意
着衣着火とは、調理中の
コンロの火やロウソクの火
などが着ている服に着火す

また、お盆の時期を迎え、

担当＝伊藤

午後

44

ることをいいます。

着衣着火を防ぐため次の

気持ちを伝える文章を添え
て、
思い出を飾りましょう。
■出演／上道めぐみさん
（カメラマン、
編集者）
■日時／9月5日
1時〜
■場所／有島記念館

（土）

第2回ニセコ町コミュニティ・スクール委員会

衣服に着火すると一瞬に

・防炎製品の衣服を着用す

FAX

■料金／無料

コミュニティ・スクール

チャンネル

44 44

■問合せ／コミュニティ・スクール委員会
事務局＝ニセコ中学校／ＣＳ担当 綱本 里佳
℡ 0136-44-2321 FAX 0136-44-1215
教育委員会／ＣＳ担当 スクールコーディネーター 青山 智恵
℡ 0136-44-2101 FAX 0136-44-3091

■定員／ 人

地域とともにある学校づくり

22

して燃え広がり、やけどに

山野美昭委員長挨拶

10

※文化の3つはいずれも事

全体会の様子
やまの よしあき

ニセコスタイルの

vol.

8月は

町道民税〈第2期〉
国民健康保険税〈第3期〉

まちの カレンダー

の納期です

カレンダーの見方

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

日
2▢

月
3▢

あそぶっく休館日

月
10▢

■町道民税、
国民健康保険税／税務課

℡ 0136-44-2121

有 ＝有島記念館 倉 ＝中央倉庫群 西 ＝西富地区町民センター

火
4▢

水
5▢

火
11▢

水
12▢

●藤倉英幸展 あの日の ●短期集中初級日本語 ●狂犬病予防注射／
町：10：00～
町内：9：00～
教室／町
旅 あの日の風景／
有：
（8/5まで）
（11/29まで）
●Beginner Japanese
町：10：00～
Part2／町
●健康運動教室／
町：19：00～

日
9▢

幼 ＝幼児センター

山の日

●5歳児健康診査／
町：9：15～
町
●水生昆虫観察会／
町内：9：30～
●短期集中初級日本語
町：10：00～
教室／町
●Beginner Japanese
町：10：00～
Part1／町
●防災ラジオ自動起動
役：11：00～
訓練／役
くらしの情報ｐ23参照

25日（火）

◆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
問合せ

木
6▢

金
7▢

土
8▢

木
13▢

金
14▢

土
15▢

●Intermediate
●短期集中初級日本語 ●中国切り絵ワーク
ショップ／
町：10：00～
教室／町
Japanese／
町
町：14：30～
町：10：00～
●中国語教室／
町：10：00～
●乳幼児健診／
町：13：00～
●まちづくり町民講座
「エネルギー選択」／
町：18：00～
くらしの情報ｐ24参照

●Beginner Japanese ●Beginner Japanese ●Intermediate
町：10：00～
町：10：00～
Part2／町
Part1／町
Japanese／
●おばんです町長室／
町：10：00～
役：17：00～
●中国語教室／
町：10：00～

●英会話Talk／
町
町：10：00～

町

あそぶっく休館日

日
16▢

月
17▢

中央倉庫群休館日

火
18▢

こ

水
19▢

金
21▢

土
22▢

●短期集中初級日本語 ●Beginner Japanese ●ラジオニセコ割込放送／ ●対がん協会健康診査／ ●対がん協会健康診査／ ●英会話Talk／
町：10：00～
町
町：10：00～
役
教室／町
役：10：50～
町：5：30～
町：5：30～
Part2／町
町：10：00～
●弁護士無料法律相談／ ●短期集中初級日本語 ●対がん協会総合検診／ ●短期集中初級日本語 ●能登谷安紀子さん
町：10：00～
町：10：00～
町：13：00～
役
町
役:6:00～
ヴァイオリン・リサイタル／
教室／町
教室／町
有：13：00～
有
●健康運動教室／
●Beginner Japanese
町
町：10：00～
くらしの情報ｐ28参照
町:19:00～
Part1／町

まちのカレンダー

あそぶっく休館日

日
23▢

木
20▢

月
24▢

あそぶっく休館日

火
25▢

水
26▢

木
27▢

あそぶっく休館日

金
28▢

土
29▢

●プペルバスin後志／ ●短期集中初級日本語 ●Beginner Japanese ●子育て講座
「アクセサ ●1歳半・3歳児健康診査／ ●エキノコックス駆除 ●沼尻賢治さん講演会／
町：10：00～
町
町：10：00～
町:13:00～
有：13：00～
あ：9：00～
教室／町
Part2／町
作業／町内：9：00～
リー作り」
／
●Intermediate
くらしの情報ｐ28参照
あそぶっくだよりｐ20参照
●短期集中初級日本語
幼：10：00～
町：10：00～
Japanese／
教室／町
にこにこ広場ｐ21参照
町：10：00～
●短期集中初級日本語
町：10：00～ ●中国語教室／
教室／町
町：10：00～
●Beginner Japanese
町：10：00～
Part1／町

中央倉庫群休館日
あそぶっく休館日

日
30▢

月
31 ▢

9/1 ▢
火

水
2▢

●短期集中初級日本語
●短期集中初級日本語 ●献血／
町：10：00～
町：10：00～
教室／町
町内：10：00～
教室／町
くらしの情報ｐ23参照 ●Beginner Japanese
町：10：00～
Part1／町
●Beginner Japanese
町：10：00～
Part2／町
●弁護士無料法律相談／
町：13：00～
町
●健康運動教室／
町
町:19:00～

あそぶっく休館日

30

あそぶっく休館日
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●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

広報ニセコでは、新たに
町民みなさんからの写真を募集します！

今月の

「こんな形の野菜が採れた」
「ペットの面白芸」
など、
身近な写真を広
報で紹介してみませんか。
撮影日や場所などの簡単な説明とお名前
(フォトネーム)とともに、
広報広聴係
（koho@town.niseko.lg.jp）
までお寄せください。

MONTHLY
PHOTO ALBUM

8月号

7月初旬 おや？そろそろ食べ頃かな
～山のご馳走グミの実！（字富川）
撮影者：堀 稜輔 さん

令和2年（2020年）8月1日発行 第700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

7月初旬 そろそろ開店
～自然界のレストラン桑の木（字富川）
撮影者：堀 稜輔 さん

統計で見る

第

リアルな

に伴う人口の増減数）
の2つの要因があります。

社会増減、
自然増減の推移
（ニセコ町）
106

98

日本の総人口が2008年を境に減少し続ける中、
ニセコ町は人口増加の傾向にあ
ります。
この要因を探るべく、
直近5年間の各年における自然増減数と社会増減数に

■社会増減数
■自然増減数

73

71

69
26

28

近年におけるニセコ町の人口増加は、
自然減を上回る社会増、
とりわけ
外国人人口の増加によるところが大きい。
人口の変動には、
自然増減
（出生者数と死亡者数の差）
、
社会増減
（居住地の移転

「第2期ニセコ町自治創生総合戦略」
より
（人）

回

ついて、
日本人人口と外国人人口を分けて整理してみました。
日本人はおおむね自
然減が続いている一方、
社会増減の傾向は年によってばらつきが見受けられます。
また、
外国人は一貫して社会増の状況が続いていることがわかります。
自然増減と社会増減の合計がプラスだと、
総人口は増加していることになります。

13

FAX.0136-44-3500

ニセコ町の人口増加は、
自然減を上回る社会増、
とりわけ外国人人口の増加に起因
するものだといえます。

-10

なお、
住民基本台帳上の月ごとの人口は、
2020年4月以降、
2年半ぶりに5,000人

-33

を割り込んでいます。
外国人人口の減少がさぞ響いたのかと思いきや、
昨年6月と今
年6月の人口とを比較すると、
日本人が75人の減、
外国人は29人の増でした。
引き続

※データ出展：総務省「住民基本台帳に基づく人口、人口動態及び世帯数に関する調査」

編集後記

いつもと同じ暑さのままいつもと違う

夏が始まりました。
７月７日は七夕とい

願い事をしたのではないでしょうか。北

うことで本 州では 多くの 人 が 短 冊にお

海道の七夕は一か月遅れた８月７日です

ので、この広報誌が届いて少ししたら七

みな さんは 短 冊に どんなお 願い事 を

うち外国人
291
うち外国人世帯 190

夕を迎えているかと思います。

世帯数 2,549

（前月比 －12）

し ま すか？例 年 だ と 欲 望 丸 出しのお 願

2,463人

（前月比 －3）

が、今年は疫病退散や世界平和が多そう

女

い事が書き連ねられているイメージです

2,492人

ですね。
一年に一度しか会えない織姫と彦

空間放射線量率は
平常レベルです

男

（前月比 －15）

星 も 他 人のお 願いを 聞く 余 裕 がないと

最高値 0.048μGy/h
最低値 0.032μGy/h
平均値 0.034μGy/h

人口 4,955人

（前月比 －18）

早急に叶えてもらいたいですね。（ふ）

測定日 7月15日までの
1か月間

人の動き（6月末現在）

は思いますが、この二つのお願いだけは

町内の放射線量の状況

DATA OF NISEKO TOWN

現 役 地 域 お こ し 協 力 隊のみ な さ

んによるニセコの
„N‶

印刷／ 株式会社龍文堂

今月の
表紙

き、
人口の推移をその内訳に注視していく必要がありそうです。

