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年︶
の熊本地震では︑耐震化し

しかし︑平成 年
︵2016

ることも検討してきました︒

ともに防災センターを新築す

はなく一部耐震補強を行うと

論し︑費用の問題から新築で

かけて新築や改修に関して議

始まりました︒
翌年から2年

た平成 年︵2011年︶から

論は︑東日本大震災が発生し

ニセコ町の新庁舎建設の議

新庁舎・防災センター
の建設まで

した︒

︵2021年︶3月に竣工しま

月から工事を開始︑令和3年

め︑令和元年︵2019年︶6

舎建設に向けた準備をはじ

年度︵2017年度︶から新庁

明︑議会の同意を経て︑平成

する意向を固め︑議会への説

町はこの機会に新庁舎を建設

に対して︑有利な財源を創設︒

に役場庁舎を建設した市町村

え︑2020年度までに新た

た︒
国はこの被害状況を踏ま

29

3

業務開始!

新庁舎・防災センター

01
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なくなる被害も起こりまし

た役場庁舎が損壊し使用でき

2
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特

5月6日
（木）
から業務を開始します。

高強度耐震構造を採用した災害に強い建物です。
今月号は、
新庁舎の概要や庁舎内の各フロアの配置を紹介します。

1
■問合せ／
都市建設課庁舎整備係
担当＝黒瀧・田中
総務課庁舎管理係
担当＝齊藤
℡0136-44-2121

5月6日（木）

雪も解け、
新緑がまぶしい季節を迎えました。
役場新庁舎・防災センターが3月に完成し、

特
集

5

6

4

新庁舎の概要
住所：字富士見55番地
TEL：0136-44-2121
FAX：0136-44-3500
竣工：令和3年(2021年）
3月19日
敷地面積：2,840.07m²
延床面積：3,374.22m²
高さ･構造：15.61m・
地下 1 階・地上 3 階・
鉄筋コンクリート造
駐車台数：9 台
（今後、旧
庁舎を駐車場整備し
台数を増やす予定）
工事費：18億6,230万円
（うち環境省補助金1億
7,428万円）(うち地方
債15億8,380万円)

54

年間ありがとう！

70

﹁狩太町﹂から﹁ニセコ町﹂へ

年に建設され︑開基 周年

42

41

町名改称をした2年後の昭和

の昭和 年に落成式を行った

旧庁舎︒
以降半世紀以上︑まち

（金）

づくりの拠点としてその役割

30

を担ってきました︒

4月 日 までは︑旧庁舎

で通常通り業務を行います︒
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（日）

休日の日直業務は︑5月1日

02

（土）
まで旧庁舎当直室で︑5月

住所：字富士見47番地
竣工：昭和41年(1966年)
11月12日
構造：地下1階･地上2階・
鉄筋コンクリート造
延床面積：1,319m²

2日 以降は新庁舎管理室で

旧庁舎の概要

1 町民窓口がまとまった1階の執務室
■
2
■ ニセコアンヌプリと新庁舎が並ぶ南側の外観
3 可動間仕切りがついた2階の災害対策室
■
4 多目的に利用できる平土間の町民ホール（議場）
■
5 バリアフリーに対応した各階の多目的トイレ
■
6 1階に4か所ある個室の会議室
■
7 まちの情報が集まる1階の展示コーナー
■

行います︒

設計･監理：株式会社アト
リエブンク

7

羊蹄山の大パノラマ

集

3F

３Ｆ

町民ホール
（議場）
、
正副議長室、
議員室

８
■

議会
事務局
議員室

特

窓 口 のご 案 内

議会事務局、
監査委員

★窓側は羊蹄山とニセコ連峰のパノラマを見渡
せるカウンター席
（フリースペース）

正副
議長室

2F

２Ｆ

町長室
応接室

町長室、
副町長室、
応接室、
執務室

7
■

総務課、
選挙管理委員会

★防災情報室、
災害時のほか普段は会議室として
も活用する災害対策室

1F

多目的ホール、
展示コーナー、
執務室

１Ｆ

1
■
2
■

執務室

3
■
4
■

シラカバ
フクジュソウ

執務室

給湯

展示
コーナー
キッズ
コーナー

仮眠室

授乳室

Ｂ１Ｆ

防災準備室1

防災
準備室2

物品庫Ｂ１

南側
出入口

町民生活課
保健福祉課、
地域包括支援センター、
税務課
都市建設課、
上下水道課
農政課、
農業委員会、
国営農地再編
推進室

5
■

商工観光課、
ようてい地域消費生活
相談窓口、
企画環境課

6
■

教育長室、
教育委員会・学校教育課、
こども未来課

￥
■

出納室

★キッズコーナー、
展示コーナー
★個室の会議室
（フクジュソウ・ラベンダー・ヨモギ・シラカバ）
★多目的ホールは間仕切りで4つに区切ることも
可能。
防災シャワーや防災トイレも完備
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03

ここに

特

注目！

集

広々としたトイレは
バリアフリー対応

ニセコ連峰のパノラマ

エレベーターは
ストレッチャーも入る

町民ホール
（議場）

給湯

あちこちに
昆虫や動物が！

災害対策室
1〜 3

・１Fに町民窓口を集約
・明快な各課のサインと仕事内容

給湯

副町長室

防災
情報室

執務室

給湯室
保健室
倉庫

屋外に出入りしやすいひさしの長さ

防災
シャワー

教育長室

防災
ＷＣ

印刷室
ヨモギ

・滑りにくく平らな床
・ニセコ町の木
「シラカバ」
をふんだんに使った内装
・たくさんの町内の木工作家やアーティストの作品

多目的ホール
1〜 4

管理室
西側
出入口２

ラベンダー

待合
スペース

更衣室

幼児センターの子どもたちが
採取した土を混ぜて
作ったレンガ

04
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機械室

待合
スペース

西側
出入口１

研修室
書庫

1

防災の拠点をつくる

2

環境に配慮した施設をつくる

災害時の資材を収納する物品庫（地下1階）

熱を逃がさない超高断熱の窓（2階）

3

子どもの利用の視点に立った施設をつくる

4

町民に開かれた拠点をつくる

キッズコーナーや授乳室を設けたほか、
すべての
トイレにはベビーシートを設置。
窓口カウンターには
子ども用いすを用意しています。

展示コーナーや待合スペースには、町内木工作家
さんによる椅子やテーブルを設置。
3階のフリースペー
スは誰でも気軽に利用しやすいよう配慮しました。

ライオンズクラブから寄贈いただいたキッズコーナー（1階）

誰でも気軽に利用できるフリースペース
（3階）

5

自然との調和を大切にした施設をつくる

6 ニセコらしい整備手法でつくる

網戸付きの窓を各フロア随所に配置し、
自然通風
しやすいレイアウトにしたほか、
高い位置や両側から
自然光を採る設計となっています。

まちづくり町民講座やワークショップで、町民みなさん
との話し合いを重ねました。
また、幼児センターの子ども
たちに採取してもらった土を混ぜて作ったレンガを使用。

トップライトやハイサイドライトからの自然採光

昨年4月に子どもたちが敷地内の土を採取（南側出入口）
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集

高性能断熱材の導入、高性能窓の導入により、躯
体外皮性能0.18W/m2・kを実現、全国の庁舎でも
トップレベルに位置する省エネ性能となっています。

特

災害用の資材を収納する物品庫や自家発電機のほか、熱
と電気をつくるLPGコージェネレーションを導入。災害時に
はコジェネからの廃熱を回収し建物内部に供給します。

INTERVIEW
最初から完成時期が決まっており、限られた期間で行わなければならな
いというのが重責でした。
コロナ禍で作業員が確保できないというトラブ
ルもありました。
特

新庁舎は、災害時の防災拠点としてだけではなく、町民や来訪される人

集

にとって利用しやすい、親しみやすい建物にしたいと考え、くつろげる空
間になるようこだわりました。
今までのように窓口で用事を済ませたらす
ぐ帰るのではなく、
役場でもくつろいでほしいです。
LPG コジェネや高気密・高断熱のためのトリプルサッシ、
高断熱材を導

くろたき

入している点も見どころです。

都市建設課長

また、役場には小さなお子さんを連れたお母さん、お父さんも来訪しま

としお

黒瀧 敏雄

す。
子どもが退屈しないようにドングリや小動物などの隠れキャラを梁や
壁に配置しました。
そうしたところも楽しんでいただければと思います。
今まで多くの公共建築の設計に関わってきましたが、役場庁舎は関係す
る人が多く、
意見の集約や合意形成に難しさや面白さがありました。
設計者
だけでは思いつかない利用者の視点など学ぶことも多かったです。
議会で
の説明や町民講座、ワークショップを経て、現場がはじまると 70 回以上役
場担当者と打ち合わせをしました。
町長は「みんなの英知を結集して」とよ
くおっしゃっていましたが、
本当にみんなで作り上げた庁舎です。
無事みん
なの思いを集結した庁舎を完成させることができて、
ほっとしています。
建物は器でしかありません。
盛り付けていくのは職員や町民のみなさん
です。
これから利用する中で、さまざまな使い方を発見していただき、町民

アトリエブンク設計部長
むらくに

たけし

村國 健さん

新庁舎・防災センターにま
つわる疑問にアニッキーが
お答えします！

ニッキー

町のシンボル
キャラクター

アニッキー

ニッキーのお兄さん

この財政負担を減らすため

に︑これから約1・8億円を

減債基金に積み立てて︑国の

60

財政措置と自前の財源を合わ

せて財源を ％にすることを

目指しているよ︒

今まで使っていた庁舎

はどうするの？

取り壊して新庁舎の駐

車場にする予定だよ︒

6月末までの利用にな

ようやく新庁舎が完成

新庁舎・防災センター

るよ︒7月以降は曜日

したけど︑建築するの

を建設するのに︑これ

と時間を決めて塚越産業で受

資源ごみ保管庫はいつ

まで約 億円のお金を借り入

け入れる予定なんだ︒詳しく

ペ ー ジ の﹁ク リ ー ン ス

にお金がけっこうかかってい

れたんだ︒でも︑将来支払う

は

まで利用できるの？

返済金の3分の1程度が普通

テーション﹂を読んでね︒

21

17

るよね？

交付税というもので措置され

るから町の実質的な負担は︑

1階の展示コーナーや

3階のフリースペース

は︑役場に用事がなくても利

用していいの？

も ち ろ ん︒町 民 セ ン

タ ー や﹁あ そ ぶ っ く﹂
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全体の3分の2程度になる

よ︒
この建築費は何年かけ

て支払っていくの？町

の財政への影響が心配だよ︒

に来たついでに寄ったり︑お

弁当を食べる場所として利用

06

してくれると嬉しいな︒ぜひ

みんな︑遊びに来てね
！
！

支払いは令和8年

︵2 0 2 6 年︶か ら

年間かけて毎年約7200万

円ずつ返済していくよ︒

25

生活を支える建物として末永く大事に使ってもらえるとうれしいです。

町の取り組みやお知らせを紹介するページです

防災ラジオの更新・申込をお願いします
防災ラジオは、
災害情報だけでなく感染症対策や生活支援策など、
地域情報をきめ細やかに伝える大切なツールです。
導入開始から10年目を迎えたこともあり、
このたび防災ラジオを一斉更新します。

まちづくり情報室

24

一家に一台︑
防災ラジオ！

町では︑平成 年︵2012

年︶から防災ラジオをニセコ

町にお住まいのみなさんに貸

し出し︑災害時などに緊急放

30

送を行ってきました︒

平成 年︵2018年︶9

月6日に発生した胆振東部地

震の際には︑
﹁ラジオニセコ﹂

から停電や断水などライフラ

イン情報を中心に︑私たち町

民の生活に根差した放送を続

その他

け︑コミュニティFMならで

携帯電話
など

はの力を発揮しました︒

テレビ

地震後に北海道が厚真町・

アプリの
インストール

安 平 町・む か わ 町 の 町 民 に

ラジオ

行ったアンケート結果による

0

と︑停電時の情報の入手手段

60

は﹁ラジオ﹂が最も多く︑地

120

震後新たに用意したものとし

180

ても﹁ラジオ﹂が圧倒的に多

240

い結果となっています︒

災害時の情報入手のために
「新たに」
用意したもの

出典：北海道によるアンケートを参考

胆振東部地震が起きるまでは、町から借りた防災ラジオは持っていました
が、使う日が来るとは思っていませんでした。防災ラジオでラジオを聴くこ
とはまったくなく、充電していないことも多かったです。
でも、地震が起きたとき一人暮らしだったこともあり、時々自動起動でラ
ジオから流れてくる情報がすごくありがたく役に立ちました。情報がなけれ
ば、もっと不安に襲われたと思います。役場や消防の広報車も近所を通りま
したが、早くて何を言っているのか聞き取れませんでした。スマホも持って
いましたが、いつまで停電が続くかわからなかったので、あまり使いたくあ
りませんでした。夜は真っ暗で、ラジオから流れてくる音楽のおかげで気分
が紛れて孤立感が減少しました。

小坂 みゆきさん

それ以来、防災ラジオに対する考えが変わりました。いざというときのた
めに常にアダプタを電源にさして充電しておくようになり、普段から防災ラ
ジオでラジオをよく聞くようになりました。自動起動訓練もそれまではうる
さく思うこともありましたが、いざというときに私たちを守るために普段か
ら訓練をしてくれていると思うと、ありがたいと思うようになりました。
防災ラジオは、私たち町民にとってお守りのような存在です。
| 2021 | 5月号 ｜ 広報ニセコ
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まちづくり情報室

詳しくはタウンプラスで！
前回防災ラジオをお配りし

りします︒お手元に届きまし
たら︑ぜひ防災ラジオのお申
し込みをお願いします︒
※このほか︑窓口への申込書

予定しています。

たときは︑行政推進員さんに
持参︑町ホームページ︑

郵送時に郵便局による回収の案内も同封します。
郵送時期は８月を

申込書のとりまとめをお願い
FAX︑メールでも申し込

しますので、申込書の備考欄にその旨を記載して提出してください。

しましたが︑今回はコロナ禍

(5月28日(金)は午後3時開始、6月2日(水)は午後3時終了)

みを受け付けます︒

※交通や身体上の理由などにより役場での受け取りが難しい人は郵送

ということもあり︑郵便局の

■日時／5月28日(金)〜6月2日(水) 午前9時〜午後8時

■問合せ／企画環境課広報広

※上記の期間に受け取りに来ることができない人は、6月3日以降は、

﹁タウンプラス﹂で5月中に
聴係

※申込書は当日その場で記入いただくこともできます。

一斉に﹁防災ラジオ更新・貸
担当＝大野・四條

役場窓口 にて交換・お渡ししますので、開庁日にお越しください。

出のご案内﹂
︑防災ラジオ貸

■場所／役場新庁舎1階多目的ホール
まちづくり情報室

この防災ガイドマップには︑

新しい防災ガイドマップ が
できました！
4月に広報ニセコと一緒に

自然災害・原子力災害・防災

ニセコ町公式ホームページ

に新防災ガイドマップのデー

タを掲載していますのでご覧

ください︒

■ホームページ／

な人は︑総務課防災係へお問

みなさまのお手元にお配りし

﹁ニセコ町防災ガイドマッ

い合わせください︒

対策に関する知識と備えをま

プ﹂を身近な場所に保管して

※冊子は数に限りがあります

た新防災ガイドマップについ

近年︑毎年のように
﹁100

い た だ き︑ご 家 庭 や 地 域 と

ので︑インターネット環境

町防災ガイドマップが必要

年に1度の大雨﹂や﹁過去最大

いった身のまわりでどのよう

がある人はホームページに

とめています︒

級の台風﹂
など︑異常気象が続

な災害の危険が及ぶのかを考

掲載の新防災ガイドマップ

てお知らせします︒

いており︑災害が多発してい

えてみませんか︒
被害をでき

担当＝稲辺・青田

■問合せ／総務課防災係

ます︒
ニセコ町でも︑いつ︑災

災・減災について考える際に

データをご活用ください︒
災害に対応するためには町民

ぜひご活用ください！

害が起こるかわかりません︒ るだけ少なくするために︑防
一人ひとりの行動や地域内の
協力による活動が重要です︒
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与申込書︑返信用封筒をお送

新防災ラジオ受け渡し･旧防災ラジオ回収
〈特設会場〉

新生活スタート！
町内各学校で入学式

MY TOWN
HOT NEWS

新年度を迎えた4月、町内の各学校では入学式が行われ
ました。
この春、新たな学校生活をスタートさせたのは、ニセコ
小学校45人、近藤小学校6人、ニセコ中学校32人、ニセコ
高校24人の新一年生のみなさんです。式は入場制限や短
縮化、こまめな換気などが行われ、感染症対策に配慮した
ものとなっていました。
各学校の新入生はまだ少し大きく新しい制服や礼服に身
を包み、緊張と期待が入り混じった表情でしたが、壇上に
上がった人物を見つめて真剣に話を聞いていました。ニセ
コ小では、新1年生が担任の先生から名前を呼ばれると手

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

を挙げて元気に返事をしていました。

ピカピカの1年生（ニセコ小）
こばやしれいな

新入生代表の挨拶をする小林麗奈さん
（ニセコ高校）

校長先生のお話を聞く
（近藤小）

令和2年度消防庁長官表彰
優良消防団表彰旗受章

人材育成・教育の交流へ
札幌国際大学と連携協力の協定

魅力発信など行っていただきます
立命館慶祥と連携協力の協定

令和2年3月に羊蹄山ろく消防組合

3月29日に札幌国際大学（札幌

町では、3月25日に㈱ニセコリ

ニセコ消防団が消防庁長官より、優

市）で、同大学・同大学短期大学部

ゾート観光協会、立命館慶祥中学

良消防機関として表彰旗を受章しま

とニセコ町が、連携協定を締結しま

校・高等学校（江別市）の3者によ

した。受章したのは全国で24消防機

した。

る連携協力に関する協定を締結しま

関です。感染症対策のため例年行っ

今後は、この連携協力に基づき、

ていた表彰式は中止し、3月31日に

人材育成や教育・研究などの交流、

今後は、学生の英語教育の推進やグ

ニセコ町役場にて片山町長より表彰

人的・知的・物的資源の相互活用、

ローバル人材の育成のほか、町を訪

旗の伝達が行われました。また、消

まちづくりやポストコロナの観光の

れた学生の企画提案による地域観光

防団員の本間邦男分団長が、永年勤

あり方などの課題解決に向けた共同

の振興や国内外への情報発信などに

続功労章を受章しました。

研究などを進めていきます。

連携して取り組んでいきます。

表彰旗は模範となる消防機関に贈られます

学生ならではの視点や提案を期待しています

今までもファームステイなどで関係がありました

ほんま くにお

した。
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人権擁護委員の佐藤さん
法務大臣感謝状伝達式
さとう

学校の魅力化について専門家に聞く
第197回まちづくり町民講座

ゆり根を使ったお菓子の試食会も
中央倉庫群木製遊具お披露目会

6年間人権擁護委員を務めた佐藤

教育委員会では、3月23日に町民

中央倉庫群に巨大な木製遊具が設

智子さんに法務大臣から感謝状が贈

センターでまちづくり町民講座「学

置され、そのお披露目会が3月21日

られ、その伝達式が4月9日にニセコ

校の魅力化について―専門家に聞

に行われました。

町役場で行われました。

く」を開催。島根県立隠岐島前高校

遊具は2階建てのツリーハウスの

（海士町）をはじめ、全国で「高校

ような見た目で、子ども6人ほどが

魅力化プロジェクト」に取り組む

入って遊べるようになっています。

（株）プリマペンギーノの藤岡慎二

また、中央倉庫群で販売されている

さんを講師に迎え、高校の魅力化が、

オリジナル商品「NISEKO農」シ

地域そのものを復活させている多く

リーズの新作試食会も行われ、ゆり

の事例を紹介していただきました。

根で作られたジャムやバター、パイ

ともこ

ふじおか しんじ

必要とされる教育の質が変化して

感謝状を受け取った佐藤さん

まちの話題

人権擁護委員の委嘱
まき れいこ

新たな人権擁護委員として巻礼子
さんが法務大臣から委嘱されました。

新しい人権擁護委員の巻さん

多くの人の支援で実現しました
町へニセコエクスプレス引き渡し

まんじゅうがふるまわれました。

いることや高校魅力化を通じて、ど

3月26日には地域材利用促進に取

のような社会、地域をつくりたいの

り組む「しりべし・くつろ木の会」

かが何よりも重要との話に約20人が

から空洞木で作られた木のトンネル

熱心に耳を傾けました。

が寄贈され、一体的に設置しました。

地域と学校をどうつなげるかなど質問も多く出ました

旧でんぷん工場の改築時に出てきた建材を再利用

よろしくお願いします
行政相談員の委嘱

思い出がいっぱい
幼児センター卒園式

ニセコ町鉄道文化協会は、町ゆか

令和3年4月1日付けで字有島にお

3月24日に幼児センターで卒園式

りの「ニセコエクスプレス」を永久

住まいの鹿内英二さんが総務大臣か

が行われ、45人の子どもたちが思い

保存するため、令和元年（2019年）

ら行政相談員に委嘱されました。

出の詰まった幼児センターを卒園し

しかない えいじ

にクラウドファンディングを実施し

行政相談員は無報酬のボランティ

ました。その結果、町内はじめ全国

アとして、国の役所などが行ってい

一人ひとり名前を呼ばれた子ども

にお住まいの494人にもおよぶ支援

る行政活動全般に関する苦情や相談

たちは将来の夢を発表し、園長先生

者からご支援をいただき、保存が実

を受け付け、相談者への助言を行い

から修了証書を受け取りました。園

現しました。

ます。困っていることなどあればご

児たちは最後にお世話になった先生

相談ください。相談は無料で秘密は

に一輪ずつ花を渡して、幼児セン

車両の引き渡しが行われました。

厳守されます。

ターを後にしました。

６月には鉄道遺産として公開予定

令和5年3月31日までの2年間委嘱されます

立派に成長したよ！

4月8日、同協会からニセコ町へ同

10
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ました。

ニセコ短歌会

順番にご案内します。
そのため、お待ち

会を実施します。昨年度は残念ながら中

いただく時間が長くなることが想定さ

止となり、今年度もお客様に生徒がご説

れます。
感染症対策にご協力ください。

明するなどの接客はできませんが、感染

詳しい実施内容や苗の詳細については、

しぶき

にかけて本校農場にて花・野菜苗販売

症対策を十分に行ったうえで実施します。 折り込みチラシをご覧ください。
なお、感

たつき

ください。
また、必ずマスクをご着用く

ニセコ俳句会
菜の花も ちて

散歩道

供華とせん

くげ

よくひびき
桃の花をも

氷割る音

友 来 たる

周遊バスさんぽに出かけ帰り道バスまちがえて迷子みたいに

春の磯布海苔つむ人みな老いて飛沫受けつつも生活のためぞ

５月 22 日（土）の午前９時〜午後 3 時 （５) 当日は整理番号を配布し、５名ずつ

背をおさるる

手みやげに
春風に
青空に

咲き 誇る

（３) 受付にて検温、指の消毒、氏名・連絡

重森

清水

小川

林

杉野

ださい。

巾下

（４) 苗を入れる箱または段ボールをご持

保子

綾子

栄子

ミヨ

恒夫

先記入をお願いします。

正子

11
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みんなのページ

私 の意 見

対応件数

みゆう

ひらはた

ふのり

その際はご了承ください。

（２) 風邪症状がある場合は来場を控えて

販売会が中止になる可能性もあります。

けてご来場ください。

染症の警戒ステージによって、今年度も

（１) 販売会開始時など込み合う時間を避

今月は︑
町民のみなさんと町が
気軽にコミュニケーションするために
用意している事業の一部を紹介します

件 数

件
３件
130件

CULTURE

美憂
平畑
書記
2年

ページ
企画環境課広報広聴係まで
TEL.

44-2121 FAX.44-3500

気軽にご参加ください︑
町の広報広聴事業
フォームからもご意見をお寄せいただけ
ます︒記名いただければ︑対応結果をお
知らせします︒
昨年度町に寄せられた意見・問合せ件
数は左記のとおりです︒

件
５件
208件

■町への意見・問合せと対応
︵令和２年４月〜令和３年３月︶
私の意見
広聴箱
ホームページ

○町民レポーターを募集しています
﹁広報ニセコ﹂では︑町民レポーター
が︑町の人やおすすめの場所︑日ごろ
思ったことなどを紹介するコーナーを好
評掲載中です︒
文章を書くのが好きな人︑なにか新し
い事を始めたい人︑ニセコが好きな人︑
お気軽にご参加ください︒ご連絡お待ち
しています！
■問合せ／企画環境課広報広聴係

令和３年度花・野菜苗販売会
について

ニセコ高校 農業クラブ

e
c
i
o
V
r
u
O
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みんなの

○まちづくり町民講座
役場の担当者や外部講師などが町の課
題などをお知らせし︑町民のみなさんと
一緒に情報を出し合い︑ともに考える場
です︒会場に来られない人にもお知らせ
するため︑動画配信も行っています︒
○まちづくりトークをご利用ください
グループで町長と懇談したい場合に利
用できる制度です︒おおむね５人程度の
町民が集まりましたら︑町長や担当部署
の職員が指定の場所にうかがいます︒
○こんにちは
︵おばんです︶
町長室
町長と懇談したい︑特に用事はないけ
ど町長室に入ってみたいなど理由は問い
ません︒お一人でもグループでも︑町長
が対応します︒
○
﹃私の意見﹄
︑
広聴箱︑
ホームページ
年に３回広報に﹁私の意見﹂を同封し
ています︒また︑役場︑町民センター︑
綺羅乃湯︑あそぶっくに設置している広
聴箱や町公式ホームページの問合せ
19

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

参ください。

INFORMATION

No.218

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/

本の修理

「傷んだ本もきれいに生まれ変わります
ね!!」本の修理作業を行ってくださるボ
ランティア

お 知らせ

遊悠ぶっく楽器練習

ニセコハイツのみなさんに、訪問の代わりに
お届けするビデオの撮影に向けて練習する
遊悠ぶっく
（ニセコハイツ訪問ボランティア）

展

示

5/1〜5/27 『北海道とアイヌの本』

連休のお知らせ

本の
展示

「NPO法人あそぶっくの会」
会員募集

趣味の 5/1〜5/21 トールペイント／前田早智子さん
すがわら
ちえこ
展示 5/22〜5/30 生け花／菅原千枝子さん

5/3
（月）
から5/5
（水）
は祝日のため、
休館とさせていただきま
す。
休館日の本の返却は、
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。
ご不便をおかけしますが、
ご了承願います。

知っているようで知らない北海道やアイヌに
ついての特集展示です。
アイヌや北海道をテーマ
にした小説などもあわせて展示します。
まえだ さちこ

「NPO法人あそぶっくの会」
は、
みなさんがより心豊かに、
楽し
く、
そして有意義に暮らせるよう、
良質な図書、
情報、
および交流
の機会を提供する事を目的としてさまざまな活動をすすめてい
ます。
興味のある人は、
お気軽にあそぶっくまでお問い合わせく
ださい。
なお、
ホームページのブログやフェイスブックで活動の
ぜひご覧ください。
様子を紹介していますので、

あそぶっく司書 の おすすめ本

『マハラジャの葬列』

アビール・ムカジー：著 田村義進：訳（早川書房）

ホームページをリニューアルしました

4月はホームページの引っ越し期間として、
以前のページと新
しいページ両方の閲覧が可能でした。
5月からは新しいページに完全移行します。
より見やすくなりましたのでご活用ください。
■新URL：asobook-lib.com

新しい雑誌のご紹介

早川書房が出すポケット・ミステリーです。

事件は、
1920 年 6 月、
英国統治下のカルカッタで、
藩王
国サンバルプールの皇太子が暗殺されます。
実行犯に目
前で自殺されたインド帝国警察の英国人警部ウィンダム
は、相棒で同居人のインド人部
長刑事バネルジーとともに、真

今年度、
新しく蔵書が決まった雑誌は『
、BRUTUS』
『
、Casa
BRUTUS』
『
、ひらがなタイムズ』
『
、BRAVOSKI』
『
、クーヨン』
、
『子供の科学』
『
、ひよこクラブ』
『
、faura』
『
、母の友』
と新聞
『庭しん
ぶん』
です。
雑誌スポンサー制度を導入したことで、
より多くの雑
誌の蔵書が可能となりました。
雑誌の場合、
最新号は次の新号が入るまでの間、
貸出しはでき
ません。
館内のみのご利用となります。
新しい雑誌が続々と入荷しています。
ぜひご利用ください。
スポンサーのみなさま、
ご協力いただいたみなさまに感謝申し
上げます。

相を追ってサンバルプールへ
赴きます。
しかし、王宮の独特
な慣習に翻ろうされて捜査は
難航し、さらなる暗殺事件が起
こります。
独立の気運に揺れる
インドを舞台に英国人とインド
人の名刑事コンビが活躍する
シリーズ第 2 弾！おすすめの
歴史ミステリーです。

新 着 本 紹 介
実用書
おうちでヴィーガン−14日間で旅する世界一周の味− Natsuki

読み物
嘘かまことか

おひとりさまの認知症 幸せに暮らす準備ブック 髙瀬義昌（監） 恋に焦がれたブルー
誰もが<助かる>社会 まちづくりに織り込む防災・減災 渥美公秀・石塚裕子（編）

少年は世界をのみこむ

児童書・絵本
平岩弓枝 きみにありがとうのおくりもの
宇山佳佑 はしごしゃののびるくん

ハーパーコリンズ・ジャパン ノラネコぐんだんと金色の魔法使い

宮野聡子
正高もとこ
工藤ノリコ

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。
12
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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
新年度が
始まりました
幼児
センター

今年も新型コロナウイルス

感染防止のため︑入園式は行

わず４月１日から通常保育と

なっています︒

保護者と離れるときはやっ

ぱり寂しくて泣いてしまう子

おひさま

みんなのページ

﹁おひさま﹂に

もいますが︑好きなおもちゃ

をキラキラさせて遊びだしま

遊びに来ませんか

や楽しい遊びを見つけると目

す︒
保育者が読み聞かせを始

めると︑新入児もみんなに交

じってのぞき込みます︒
セン

ターで楽しいことをたくさん

見つけて︑早くお友だちと笑

顔で過ごせるようになってく

れるように願っています︒

春を感じる日差しとなり︑
子どもと一緒に出かけやす
い季節になってきました︒
新年度の﹁おひさま﹂がス
タートしました︒﹁おひさま﹂
にはおもちゃや絵本など︑
子
どもたちが喜ぶものがたく
さんあります︒
特に絵本は
﹁子 ど も の 言 葉 を 育 て る﹂
︑
﹁想像力を育てる﹂と言われ
ています︒
親子で来て絵本を
楽しみませんか︒
お母さんたちの安らぎの
場︑
子どもたちの楽しい遊び
の場として︑
さまざまな活動
を計画しています︒
みなさん
の笑い声でいっぱいの１年
にしていきたいと思ってい
ます︒

みんなで見ると楽しいね

絵本って楽しいな！！

「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

一緒に東啓園を散歩しませんか？
木々の緑がいっそう鮮やかになり、
すごしやすい季節
になりましたね。
心地よい春風の中、
お子さんと一緒に東啓園へ行き
散策しませんか？
◆日時／5月14日（金） 午前10時〜午前11時半
◆場所／東啓園
※現地集合現地解散になります
雨天時は５月18日（火）に延期します

おひさまにこにこ相談
おひさまにこにこ相談
（保健師相談）
を下記の日程で
行います。
子どもの発達や予防接種、
離乳食のことなど
子育ての悩みや疑問を相談してみませんか。
また、
初妊婦で乳幼児に触れてみたい人や
「おひさま」
を見学してみたい人も、
ぜひ足を運んでみてください。
◆日時／５月10日（月） 午前10時〜
◆場所／子育て支援センター「おひさま」

〈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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滝下事務局員 の

いきいき

社協 だより

ニセコ町社会福祉協議会

TEL.0136-44-2234

こんな相談をお受けしています

○判断能力に不安がある人の

生活や財産管理に関する困

りごとへの相談︒

○成年後見制度の利用が必要

であるかの検討と今後の方

向性についての相談︒

こんな支援をしています

○相談内容によって必要な関

係機関と連携し︑安心して生

イルスの感染拡大︑都市部での

緊急事態宣言解除以降︑変異ウ

にはプロ野球が開幕しました︒

リレーが福島をスタート︑ 日

ますが︑今年は３月 日に聖火

解消し︑人とのふれあいを楽し

室﹂などに参加して運動不足を

﹁ふまねっと﹂
﹁いきいき運動教

や散歩をしたり︑
﹁歩こう会﹂

い日には外に出てラジオ体操

人混みは極力避け︑天気の良

親族の悩みや相談をお受け

○既に後見人となられている

携を図り︑
解決に向けた支援︒

なるよう︑専門機関などと連

んが︑制度の利用をしやすく

のご家族︑関係機関のみなさ

○手続き支援 ﹁
…成年後見制
度﹂の利用が必要な人や︑そ

活できるような支援︒

まん延防止等重点措置の拡大

みましょう︒
さぁ︑みんなでフ

するなどの後見活動を支援︒

があります︒

が心配ですが︑これからは明る

レイル予防！ 詳しくは︑別紙
内﹂
をご覧ください︒

いニュースが増えるといいで
すね︒
★フレイル予防対策★

コロナウイルス感染症の拡大

下にも影響を及ぼします︒
新型

などの精神面や認知機能の低

機能の低下だけでなく︑うつ病

行する中間の段階を指し︑身体

し︑健康な状態から要介護へ移

年後見制度についての相談や

協議会事務局内︶では無料で成

活サポートセンター︵社会福祉

く暮らすことができるよう︑生

が︑住み慣れた地域で自分らし

象に高齢者や障がいのある人

ニセコ町にお住いの人を対

解と利用の促進を図る支援

催し︑
﹁成年後見制度﹂
への理

○セミナーや講演会などを開

することもできます︒

として﹁成年後見人﹂をお受

ない場合︑ニセコ社協が法人

ど︑他に適切な支援が得られ

ばれますが︑親族や専門職な

による感染を恐れ︑必要以上に

を行っています︒

★
﹁生活サポートセンター﹂
★

は一般的に親族などから選

回覧﹁５月社協主催行事のご案

動制限はフレイルを招く恐れ

滝下 博之

利用のお手伝いをしています︒

フレイルとは﹁虚弱﹂を意味

26

事態宣言からコロナ禍が続き

事務局員

○法人後見の受任 成
…年後見
人など︵補助・補佐・後見︶

去年の２月の北海道の緊急

24

外出を避けるなどの過度の行

みんなのページ
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vol.

25

5月生まれ

1歳の写真

こみゅにてぃ~
こんにちは

赤ちゃん

おめでとう
ございます
ご結婚

ごめいふくを
おいのり
します

住民係窓口受付分

くらしの情報

●説明種目 一般曹候補生

および自衛官候補生

■場所／札幌地方協力本部

20
（日）
（日）

倶知安地域事務所

日 ・6月 日

10（日）

■日時／6月6日 ・6月

午前 時〜午後3時

※この日時以外で説明を受

けたい場合は︑調整しま

すので︑お問い合わせく

ださい

■問合せ／自衛隊札幌地方

協力本部倶知安地域事務

3540

23

所

℡0136

下口 登さん

2177

町営
住宅に

または自衛官募集相談員

℡0136
44

13

（水）

自衛官採用のお知らせ

※診療時間は午前9時から正午までです

（日）

ニセコ町からのお知らせ

（木）

月2日 〜5日

29

29
（水）
（木）
倶知安 0136-22-1595

お
し知
らせ
お
ら★せ

菊地歯科︼

0136-41-2222

（水）

■休診日／4月 日 〜5

5日
（水） 伊藤歯科医院

京極

月5日

4日
（火） 京極ようてい歯科

ゴールデンウィーク中の
役場の休日

5月
ロイヤル歯科医院 倶知安 0136-22-5585 （日）
3日
（月）

役場は暦通りの休日とな

電話番号

ニセコ歯科︼

住所

ります︒必要な申請や書類

担当医院

■休診日／4月 日 ︑5

月日

月2日 〜5日

ゴールデンウィーク歯科休日当番表

がある場合は早めに窓口ま

29
（水）
（土）
（木）

でお越しください︒

月1日 〜5日

44

2121が

また︑5月1日 は役場

の電話

℡0136

不通となります︒この間に

御用のある人は

℡080 2864 5376

へおかけください︒

（木）

ゴールデンウィーク中の
医療機関休診日

ニセコ医院︼

■休診日／4月 日 ︑5

29

（土）

■休業日／4月 日 ︑5



く らし の 情 報

 



空き 室 が あります
形式

戸数

公営住宅
（世帯用）

望羊団地
Ｈ棟
202号室

（67.5㎡）
平成5年建設

公営住宅
（世帯用）

望羊団地
2ＬＤＫ 中耐火構造 10,500円〜
（62.56㎡）
Ｈ棟
55,600円
3階建
（収入等で変動）
301号室 平成5年建設

公営住宅
（世帯用）

新有島団地 3ＬＤＫ
簡易
10,700円〜
（61.99㎡） 耐火構造
1号棟
77,700円
203号室 昭和61年建設
2階建 （収入等で変動）

最低〜最高

中耐火構造 12,100円〜
60,100円
3階建

（収入等で変動）

各一戸

●受付期間／５月６日
（木）
〜５月１７日
（月）
●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／都市建設課住宅管理係

駐車場

各 駐 車 スペ ー ス 有

団地名

3ＬＤＫ

構造

家 賃目安

種類

担当＝浅井・田中
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佐藤弁護士の

くら し の お 悩 み

特別弔慰金が支給されます
人︵戦没者などの妻や父母

る遺族年金﹂などを受ける
番が入れ替わります︒

いるかどうかにより︑順

となどの用件を満たして

■問合せ／保健福祉課福祉

とることができません

人は多数いますが︑その就

国内で就労している外国

ください

特別弔慰金は︑今日の我
など︶がいない場合に︑次
４︑上記１から３以外の戦

6月は外国人労働者
問題啓発月間

が国の平和と繁栄の礎と
の順番による先順位のご

相続は繰り返されるたびに相続人の数が増えていくのが

一般的なので、時間が経つほど大量の戸籍をそろえ、相続

人全員と協議が必要になるなど、
時間やお金が必要以上に

没者などの三親等内の遺

℡0136

係

５年償還の記名国債

2121

などの未加入や適正な労働

条件が確保されていないな

す︒外国人を雇い入れする

どの問題が見受けられま

★支援をお願いします

際は︑次の点を確認してく

関であり︑その活動である

法などに定められる公共機

・雇い入れ︑離職の際に

格であること︒

・就労が認められる在留資

ださい︒

国内外での災害救護活動や

は︑それぞれハローワーク

日本赤十字社は国民保護

赤十字社の社資納入

担当＝加藤・尾崎

族︵甥︑姪など︶

※請求期間を過ぎると受け

なった戦没者などの尊い犠
遺族お一人

きずに困ることにもなりかねません。

労状況を見ると︑社会保険

牲に思いをいたし︑国とし
１︑令和２年４月１日まで
に戦傷病者戦没者遺族等

引き続き１年以上の生計

て改めて弔慰の意を表すた
め︑戦没者などのご遺族に
援護法による弔慰金の受

関係を有していた人

※戦没者などの死亡時まで

特別弔慰金︵記名国債︶を
給権を取得した人

お子さんたちなど次の相続人が不動産を処分することがで

■支給内容／額面 万円︑

支給するものです︒

使用している人がさらに亡くなるようなことがあれば、
その

31

２︑戦没者の子

ないからです。
売却をする予定がなくても、
実際に不動産を

■請求期間／令和２年４月

血液事業などは︑社資とよ

に届け出を行うこと︒

の加入をはじめ適正な雇用

・労働保険︑社会保険など

ばれる寄付金を主な財源と
しています︒

５月は赤十字運動月間で

めの活動を行うため︑みな

人々の健康や幸福を守るた

く︑外国人労働者の適正な

働施策総合推進法に基づ

なお︑厚生労働省では労

管理を行うこと︒

さんに寄付のお願いをして

雇用管理のための指針を定

す︒日本赤十字社では︑

います︒依頼文などは︑行

めていますので︑ご確認い

ただき︑外国人を雇用する

政推進員配布資料の中に入
れてあります︒

際は︑ルールを守って適正

に雇用するようお願いしま

ぜひみなさんのご支援と

ご協力をお願いします︒

す︒

内

1262

■問合せ／ハローワーク岩

■問合せ／保健福祉課福祉
係

2121

℡0135
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℡0136

担当＝加藤・尾崎

62

３︑戦没者などの①父母︑

の同意がなければ、名義変更して売却処分することができ

44

44

の死亡当時のご遺族で︑令

の名義のままでは売却することができません。相続人全員

25

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

②孫︑③祖父母︑④兄弟

しかし、
いざ、
不動産を売却しようとなった際、
亡くなった人

１日から令和５年３月

にせず早めに対応することをお勧めします。

和２年４月１日︵基準日︶

理由についついそのままにしている人は少なくありません。

日

相続手続には手間がかかることが多いですが、
先延ばし

くらしの情報

わからないなど、
手続きがさらに困難になる場合もあります。

姉妹

人のままになっていても、今の時点で不都合がないことを

※請求には印鑑を持参して
には、連絡が取れない、顔も知らない、
どこにいるのかさえ

において︑
﹁恩給法による

た人のままではありませんか？不動産の名義が亡くなった

※戦没者などの死亡当時︑

毎年役場から届く固定資産税の納付書、
宛名は亡くなっ

公務扶助料﹂や﹁戦傷病者

「固定資産税納付書の宛名はどなたですか」

生計関係を有しているこ

●今月のテーマ

戦没者遺族等援護法によ

かかることがあります。
それだけでなく、
増えた相続人の中

■支給対象者／戦没者など

解 決します！

くらしの情報

時価に合うように基準値宅
■問合せ／税務課固定資産

づき課税されます︒

以降からは賃金を上げる

町では︑今年度課税した
地︵字東山︶を１点増やし
税係

は︑そのままの評価額に基

など︑経験年数などに応

納税者を対象に︑固定資産
ています︒近年の土地売買
℡0136

・雇用主は労災保険に加入

では︑実際の土地の適正な

今年度の農業労務賃金が
決まりました

じて支払賃金を協議する

課税台帳の縦覧を行ってい
の傾向から土地の価格は上

今年の労務賃金・労働条

するように努めること

担当＝佐藤︵昌︶
・三橋

かかります︒

につき300円の手数料が

覧をする場合は︑閲覧1回

から固定資産課税台帳の閲

なお︑縦覧期限を過ぎて

ている課税明細書をご覧い

納税通知書と一緒に送付し

評価額になっているのかは

る固定資産税がどのような

になれます︒また︑所有す

人は税務課の窓口にてご覧

準宅地の価格を確認したい

せます︒

災ラジオを自動的に起動さ

︲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

国から発表される緊急情

を行います︒

防災ラジオの自動起動訓練

賃金と労働条件などを決め
ています︒

・連絡員手当は双方で協議

すること

員会事務局

2121

■問合せ／ニセコ町農業委

■労働時間／午前7時から

℡0136

担当＝高田・佐藤︵寛︶

午後5時半までの時間帯

で実働8時間となるよう
決めること︒
■休憩時間／

昼食︼1時間 分

午前・午後︼各 分

■交通費／雇用主負担︵支

払金額は当事者間で協議

してください︶

17
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固定資産課税台帳の縦覧

毎年︑農業関係団体と農

ます︒
昇しており︑ニセコ町にお

件などは次のとおりです︒

︵相談先／JAようてい

令和３年度は固定資産の評

ただくか︑固定資産課税台

ラジオから大きな音声が流

こと

■期限／５月 日 まで
ける土地の評価は上がりま

防災ラジオの自動起動訓練

なお︑労務賃金︑労働条件

家が協議を行い︑農作業の

■場所／税務課窓口
す︒それに伴い固定資産税

町では全国瞬時警報シス

2121

■時間／午前８時半〜午後
も上がる傾向となっていま

ニセコ支所︶

5時 分

でのトラブルは農業委員会

す︒

テ ム︵J︲A L E R T の

■手数料／手数料はかかり

固定資産の土地と家屋の

帳の縦覧でご確認くださ

全国一斉訓練にあわせて︑ 事務局にご相談ください︒

評価額は３年に１度︑評価

い︒

■その他／

・超勤をする場合は︑1時

間につき ％の割り増し
をすること

・遅刻･早退をする場合は︑

1時間につき1時間当た

りの賃金を差し引くこと

・未経験者については︑最

※時間制（パート）の場合の賃金は、日額賃金を１日の作業時間で除した額とします
※２年以上の経験年数がある場合は、経験年数に応じて労使間で賃金を決定してください
※最低賃金を下回らないように注意してください

ニセコ町の路線価格︑基

替えが行われます︒令和３

ください︒
■訓練日時／５月 日
午前 時〜

2121

■問合せ／総務課防災係
℡0136

担当＝青田・稲辺

低賃金を下回らないよう

44

ません

年度はその基準年度に当た

課税額が上がる土地につ れます︒訓練ですので︑お
いては令和３年度に限り︑ 間違えのないよう︑ご注意

価替えの年です

り︑土地については国が定

税額が据え置かれます︒
コロナウイルス感染症の

訓練時刻になると︑防災

めた基準をもとに不動産鑑
定士が標準宅地などの鑑定

影響により全国的な経済状
ため︑令和３年度に限り上

価格を算出し土地の評価額
ニセコ町では宅地につい

昇した土地の評価額につい

況が悪化しています︒その

て路線価評価と基準値宅地

て︑税額は据え置かれます︒

を決定しています︒

評価の２つの方式がとられ

にするとともに︑2年目

食

間

（月）

下が っ た 評 価 額 に つ い て

15

15

31

ています︒今回の評価替え

7,200円以上 900円以上 1,125円以上

畑

（水）

300円以内

7,200円以上 900円以上 1,125円以上

田

19

超勤1時間
当たり賃金

1時間当たり
賃金

日額賃金

目

44

44

労働条件等

令和3年度（2021年度）

種

農業労務賃金協定額

令和 3 年度

11

25

15
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支払いいただきます︒

料金から助成額を差し引

② 歳〜 歳未満の人で︑

■町外の医療機関で接種す

てください︶︒

2121

■問合せ／保健福祉課健康

づくり係

℡0136

担当＝佐竹・大橋

44

球菌予防接種を受けたこ

定期予防接種対象の人は

心臓︑じん臓︑呼吸器な

る場合／一度料金の全額

65

いた額3︐820円をお

令和4年︵2022年︶3

どの機能︑ヒト免疫不全

をお支払いいただき︑領

60

とがない人

月 日までが接種期間とな

ウイルスによる免疫の機

ムページでお知らせしてい

るほか︑役場企画環境課で

も閲覧することができます︒

気軽にお問い合わせくださ

い︒

■問合せ／企画環境課経営

寄贈された木のトンネル（中央倉庫群に設置）

企画係

追突事故など2件

〈3月2日〉
道道において、
車両同士の追突事故
が発生しました。

担当＝吉田・佐藤︵英︶

町内の商業施設でカウンターに置いていた財
布が盗まれる事件がありました。

31

高齢者肺炎球菌ワクチン
を忘れずに受けましょう

りますので忘れずに接種し

収書︑印鑑︑口座番号の

★令和２年度の結果です
第５次ニセコ町総合計画

能に障がいのある人

確認できるもの︑マイナ

の自己評価

ましょう︵個別にお送りし

■料金／接種費用の

ンバーカード︵マイナン

盗難事件など2件

| 2021 | 5月号 ｜ 広報ニセコ

ている案内文をご確認くだ

2201

3︐
000円を助成します︒

現在進行している第5次

い︶

44

さい︶︒

バー通知カード︶を持参

日

75 31

■指定医療機関／ニセコ医

総合計画は︑
﹁成長する計画﹂

■対象者／

の上︑保健福祉課へ申請

という考え方を基本に︑毎

70

院

してください︒後日

年度︑役場庁内で取り組み

①令和3年︵2021年︶

℡0136

3︐000円を口座振込

の見直しや︑評価を実施し

65

4月1日〜令和4年

︵各自で予約してくださ

いたします︵医療機関に

ています︒

95

2022年︶3月

より接種料金が違います

90

までの間に ︑ ︑ ︑

■お支払方法／ニセコ医院

85

ニセコ町
防犯協会

倶知安警察署／℡ 0136-22-0110
18

︑ ︑ ︑ ︑100

交通事故

80

詳しい評価結果は︑町ホー

件

ので︑ご確認の上接種し

事

で接種する場合は︑接種

まちの 事件簿

歳となり︑今までに肺炎

くらしの情報

今月は7番目のゴールについて解説します。
ゴールは「すべての人々に手ごろで信頼でき、
持続可能かつ近代的なエネルギーへのアクセ
スを確保する」です。
2018年のデータでは、世界で7億8,900万人もの人々
が、電気を利用できない生活をしています。2018年の
北海道胆振東部地震でのいわゆるブラックアウトは、
まだ記憶に新しいところですが、電気がない夜は暗く
働くことも勉強することもままなりません。また、こ
のコロナ禍においても、例えば医療器具の使用やワク
チンを保管するための冷蔵庫も、電気がなければ使え
ません。エネルギーの問題は、貧困や健康・福祉、教
育をはじめ、さまざまな社会問題に関連しています。
一方で、世界で使われているエネルギーのうち、再
生可能エネルギー（太陽光や風力など）は全体の
17.5％です。昨今は再生可能エネルギーの発電コスト
も急激に減少してきており、CO²排出削減の観点から、
また大気汚染削減の観点からも、再生可能エネルギー
への転換が進んできています。町では、「再生可能エ
ネルギー事業の適正な促進に関する条例」（令和４年
４月１日施行）などにより、対応していきたいと考え
ています。
また、エネルギー利用の効率を高めていく、という
視点も非常に重要です。町では、建物の省エネ改修へ
の補助や環境配慮型の集合住宅整備への支援などを
行っています。冬でも暖かい住居は、快適に暮らせる
ことはもちろん、ヒートショックといった循環器系疾
患が減少する傾向があることもわかっています。また
光熱費の支出は、家計および事業者利益の圧迫要因と
なっているほか、一般的には町外・地域外へ流出する
お金といわれています。エネルギー消費量の削減は、
家計や事業経営の改善につながり、また、お金の域外
への流出を減らすことになり、地域経済循環に結びつ
いていきます。
町では、こうしたさまざまな取り組みを進めながら、
環境への負荷の少ないまち、エネルギーや経済が地域
内で循環するまちづくりを推進していきます。

くらしの情報

り︑実施内容を変更する

ス感染症対策の状況によ

の運用ルールの説明や感染
場合があります︒

んの人に利用いただくため

新型コロナウイルス感染
症対策の確認などがありま
せください︒
℡0136

群
5538

★貴重な水を大切に使おう

水道管の漏水調査に
ご協力ください

調 べ ま す︒漏 水 探 知 機 は︑

ターに漏水探知機を当てて

て︑ハローワークへ求人申

早期に採用計画を立て

行動し︑町が貸し出すベス

す︒常に調査は２人一組で

た企業の従業員が行いま

実際の調査は町が委託し

また︑敷地内で漏水の恐

れが判明した場合はただち

に状況を説明します︒

2121

■問合せ／上下水道課維持

係

町では︑今月から 月ま

での期間︑町内の一部で漏

℡0136

新規学校卒業者の多くは

漏水時に発生するかすかな

し込みされますようお願い

ト
︵写真１︶
を着用するほか︑

担当＝重森・石山

水調査を行います︒調査の

敷地内に係員が立ち入りま

どうやって調査するの？

住宅など︑建物の周囲に

地元での就職を希望してい

振動音を検知します︒１件

いたします︒また︑新規学

町が発行した身分証明書を

19
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中央倉庫群の無料貸し出し
症対策に係る町内経済活動
すので︑詳しくはお問い合
■対象／町民・町内事業者

■問合せ／ニセコ中央倉庫

や町民のコミュニティ活動
の支援として︑町民や町内
で︑中央倉庫倶楽部の会

新規学校卒業者の採用準備

事業者が施設利用する場
合︑無料でご利用いただけ
員または会員となられる

際は︑みなさんのご自宅の

ます︒

求人は6月1日から受付を

3月新規高等学校卒業者の

人

例えば︑在庫処分セール︑
■貸館施設／旧でんぷん工
場︑１号倉庫︑広場
■期間／令和３年９月 日

ますが︑地元企業の求人申

の調査は数分で終わりま

埋められている水道メー

し込みの遅れから︑多くの

開始します︒

若い人材が地元を離れて就

卒者用求人は既卒者の応募

携帯させています
︵写真２︶
︒

す︒

可能とすることもできま

職しています︒

す︒卒業後3年以内の人が

なお︑必ずお声かけして

から調査を行いますが︑ご

﹁新 卒 枠﹂で 応 募 で き る よ
うご検討願います︒

お願いします︒

査を行いますのでご理解を

不在の場合にはそのまま調
1262

■問合せ／ハローワーク岩
内
℡0135

44

10

すので︑ご理解とご協力を
を始めませんか
2 0 2 2 年︵令 和 4 年︶ お願いします︒

展示会・商談会︑個人テレ
ワーク利用などにもご活用
いただけますので︑ぜひご
まで

■注意／新型コロナウイル

令和３年度の国民年金保険料額は、
月額１６，
６１０円です。
国民年金には、所得が少ないときや失業など
（新型コロナウ
イルスの影響も含みます）により保険料を納付することが経済
的に困難な場合、納付が免除または猶予される制度があります。
これらの制度を利用する場合、すでに全額免除・納付猶予を受
けている人で継続申請を希望している場合を除き、原則毎年申
請が必要となります。
免除申請は過去２年（２年１か月）
までさかのぼって申請する
ことができます
（学生納付特例も同様です）。
申請が遅れると万一の際に障害年金を受け取れない場合や
失業などの特例免除が受けられない場合がありますのでご注
意ください。
詳しくは
「ねんきんダイヤル」
へお問い合わせください。

写真1

写真2

調査の様子

55

62

検討ください︒

免除・猶予の申請は毎年必要です

30

℡ 0570-05-1165
℡ 0136-44-2121
担当＝山口・樋口
■問合せ／ねんきんダイヤル
町民生活課住民係

なお︑この機会にたくさ

年金だより
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町では︑﹁ニセコ不動産

別荘・空き家等の管理
に困っていませんか？

や草刈りをお手伝いしまし

のほか︑敷地内の木の伐採

でに︑巡回による現地確認

す︒この事業によりこれま

■問合せ／都市建設課都市

ください︒

ことでお困りの人はご相談

お持ちの別荘や空き家の

予防注射済証の用紙を忘れ

５月中旬に送付する狂犬病

てください︒なお当日は︑

最寄りの会場で注射を受け

■予防注射料金／１頭につ

られています︒

に登録することが義務付け

ずにお持ちください︒
■未登録犬の登録手数料／

き︑３︐２４０円

業協会﹂と別荘・空き家等

た︒
計画係

の管理および利活用に関す

１頭につき︑３︐０００

44

円
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ミルキーハウスさん前
9：00〜
東山ペンション村ゴミ
ステーション前 9:25〜
今井造林さん事務所前
9:40〜
〈字曽我〉千葉さん宅前
9：55〜
曽我活性化センター前
10:10〜
中塚さん宅前
〈字本通〉
10:30〜
八力自動車さん前
10:50〜
さくら団地内公園前
11:05〜
〈字富士見〉今井さん宅前
11:20〜
役場裏車庫前
11:35〜12：05

2121

〈字宮田〉三橋さん宅前
13:10〜
福井地区コミュニティー
センター前 13:30〜
西富地区町民センター前
14:00〜
〈字桂台〉岩上さん宅前
14:20〜
富川集会所前
14:40〜
ニセコ地域コミュニティー
センター前 15：05〜
カリンパニニセコさん前
１５：２５〜
中野産業さん前
15:45〜

6月2日
（水曜日）
午
前

担当＝松澤・高田

20

後

今回の日程では都合が悪

6月1日
（火曜日）
午

午
前
有島謝恩会館前
9：00〜
〈字有島〉三国さん宅前
9：15〜
旧有島２集会所前
9：30〜
〈字近藤〉梶田さん宅前
9：45〜
ノートラックさん横
10：05〜
近藤地域コミュニティー
センター前 10：35〜
元町地域コミュニティー
センター前 10：45〜
照覚寺さん前
10:55〜
〈字里見〉
日野浦さん宅前
11：10〜
〈字富川〉堀さん宅前
11：30〜

2121

※料金は釣り銭のないようにご用意ください

44

く︑予防注射を受けられな

狂犬病予防注射日程表

℡0136

しくお願いします！

また︑昨年より始まった

お話を伺いにいきたいと考えています。
どうぞよろ

る協定を結び︑別荘・空き

なさんの暮らしやこれまでの人生など、さまざまな

担当＝島田・金澤

くらしの情報

これから、
インタビューという形で、
ニセコ町のみ

別荘・空き家等の利活用事

環境係

情報を掲載しています。

家などの管理や利活用をお

院など獣医師の下で予防注

℡0136

ラットフォームで、インタビュー記事やイベントの

病予防注射を行いますので︑

る教室は、ニセコに暮らす人々に焦点をあてたプ

■問合せ／町民生活課生活

★犬の飼い主の義務です

射を受けてください︒

をつくる教室」の活動を主に担当します。
明日をつく

い場合は︑お近くの動物病

の登録・相談窓口となり︑

狂犬病予防注射の実施

私は、株式会社ニセコまちの取り組みの中で
「明日

業では︑町が物件や利用者

別荘・空き家等の管理事

不動産業協会に属する事業

犬の飼い主には年１回︑

います。

手伝いしています︒

業では︑町が登録・相談窓

者が実際の賃貸業務にあた

飼い犬に狂犬病予防注射を

魅力的なまちの方々に囲まれ充実した毎日を送って

また犬を飼う場合は︑町

口となり︑不動産業協会に

ることで︑別荘や空き家を

受けさせることが義務づけ

厳しさを痛感しながらも、美しい自然や個性豊かで

町では下表の日程で狂犬

属する事業者が実際の管理

ニセコ町に来て、豪雪地帯ならではの自然環境の

貸したい所有者と借りたい

わる活動にも参加してきました。

にあたることで︑月1度の

り組みに携わりながら、道北地域のまちづくりに関

られています︒

際協力の分野や日本の地方と海外をつなぐような取

事業者をマッチングさせ︑

う北海道北部のまちに住んでいました。
これまで、国

巡回による建物外部・敷地

出身は群馬県で、ニセコ町に来る前は天塩町とい

別荘や空き家の利活用を図

まちの配属になっています。

の確認のほか︑冬は除雪な

隊として着任した佐々木綾香です。
株式会社ニセコ

ります︒

みなさんはじめまして！ ４月に地域おこし協力

どのサービスも行っていま

まちづくり会社
の活動！

︵ただし︑対象外となるも

くらしの情報

に行ったうえで実施しま
いします︒

す︒ご協力をよろしくお願

■補助対象期間／年度内
■販売苗／サ ル ビ ア ︑ マ

のもあります︶
■選考方法／次の5点を考

③有効性

ず︑ダンボールなどの容

※購入を希望する人は︑必

午前９時〜午後3時

■利用料金／日中３００円︑

早朝夕方１００円

■シーズン券／５０００円

︵ニセコ町在住者︶

担当＝佐々木

21
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募
募
集 集
★ご活用ください︒
まちづくりサポート事業
町では︑まちづくり基本

この事業では︑町民主体
④自立性

器を持参してください

■応募方法／企画書︑事業

■場所／ニセコ高校農場

2034

■問合せ／町民学習課ス
ポーツ係

リーゴールドなどの花
苗︑キュウリ︑トマト︑

℡0136

慮し︑決定します︒
①地域全体の利益性
ナスなどの野菜苗

条例の趣旨に基づき︑町民
によるまちづくり活動を支
②実現性

の団体が行う︑講演会や地
⑤妥当性

収支予算書︑団体などの

■問合せ／ニセコ高校
担当＝古川

日 にオープンします︒

パークゴルフのシーズン
券の販売は総合体育館で
行っています︒
ぜひ購入い
ただきパークゴルフをお楽
施設内では︑新型コロナ
力願います︒

クリーンステーション

援しています︒

域を元気にするイベントな
■応募期限／5月 日

動を支援します︒

会員名簿など提出いただ

■販売期間／5月 日

どのまちづくり活動に必要

■対象／次の要件すべてに

きます︒企画書と事業収

な費用の一部を助成し︑活

合う団体が対象です︒

支予算書は指定様式での

2224

⑴町民が中心のおおむね５

書類提出が必要となりま

パークゴルフ場が
オープンします

ス
ーツ
ス
ポポ
ーツ

℡0136

人以上で構成する団体

す︒ＨＰをご覧いただく
係までご連絡ください︒

体
⑶まちづくりに意欲的に取

冬季休業中だった運動公
園パークゴルフ場は５月

■問合せ／企画環境課経営
企画係
2121

り組み︑地域活性化へ向
けて積極的に活動する団

℡0136

担当＝吉田・佐藤
︵英︶

分の2以内で︑上限 万
ント
イイ
ベベ
ント
円
■対象経費／謝金︑交通費︑ ★いろいろな種類があります

■補助金額／対象経費の3

体

か︑企画環境課経営企画

⑵町内に活動拠点がある団

22
しみください︒

します︒感染症対策を十分

担当＝松澤・高田

（土）
15

「鉄道遺産を活用したニセコ町及び同町中央
地区振興事業」
は宝くじの社会貢献事業とし
て、
コミュニティ助成事業 ( 一般財団法人自
治総合センター ) を活用しました。

■問合せ／町民生活課生活環境係
℡ 0136-44-2121

44

消 耗 品 費︑印 刷 製 本 費︑

ニセコ高校の苗販売

（土）

44

現在の資源ごみ保管庫は、新しい役場庁舎の建設に伴って6月
30日までの利用になります。資源ごみ保管庫の利用が終了した7
月からは、各地区毎週1回のごみステーションの資源ごみ収集日
に出していただくことになります。
なお、今までのように資源ごみを持ち込む場合は、次の曜日と
時間に出すことができます。
◎日時 月・水・土曜日 午前9時〜正午
金曜日 午前9時〜午後5時（正午〜午後1時を除く）
◎持ち込み場所 有限会社塚越産業（字富士見150番地2）
※持ち込みする資源ごみの受け入れは7月1日からになります。
みなさまにはご迷惑をおかけしますが、ご理解とご協力をお願
いいたします。

（金）

ウイルス感染症対策にご協
備品購入費

「資源ごみ保管庫」利用終了と
その後の資源ごみの持ち込みついて

14

44

ニセコ高校生が丹精込め
食料費︑郵便料等︑使用
料及び賃借料︑原材料費︑ 育てた花や野菜の苗を販売
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注
注
意

意

ます︵捜索時に光の反射︑ ニセコ消防団長勇退と
新団長就任のあいさつ
タオルなどを振っての合

〇機構改革による追加

から団長としてご尽力され︑ 町職員の人事異動

年の長い月日にわたり町

町職員の人事異動

遭難事故に気をつけま
長︵羊蹄山ろく消防組合ニ

長が就任されました︒青羽

■4月1日付

ます︒

後任には︑青羽雄士副団

光課商工労働係︶久保智哉

モデル都市推進係︵商工観

長兼務︶川埜満寿夫▽環境

長︵企画環境課自治創生係

征▽環境モデル都市推進係

活課生活環境係長︶佐藤英

矢▽経営企画係長︵町民生

▽課長︵建設課長︶高瀬達

︻企画環境課︼

夫

業委員会事務局長︶山口丈

合事務局長兼総務課長︵農

彰一▽総務課付後志広域連

長︵総務課管財係長︶齊藤

係︶稲森謙吾▽庁舎管理係

財産管理係長︵総務課財政

政係︵新採用︶中川卓哉▽

係︵新採用︶川尻夕姫▽財

課福祉係︶矢野成樹▽総務

村一広▽総務係︵保健福祉

▽課長︵商工観光課長︶福

︻総務課︼

都市建設課︵旧建設課︶

こども未来課︵新設︶

しょう
図などは特に有効です︶
︒
山菜採りでの遭難は5︑ もし道に迷ったら
セコ消防団︶が勇退されま

さんは令和2年から副団長

※
︵ ︶内は前職

退 任のご 挨 拶

新 任のご 挨 拶

の防災に寄与されました︒

○道に迷った時は︑むやみ

した︒矢橋団長は昭和 年

としてその責務を果たされ

次の事項に留意し︑万全
安全な場所で救助を待つ

3月 日付で矢橋健雄団

に動かずに体力を温存し

に入団︑平成8年から副団

◎町長部局

6月に特に多く発生してい
ましょう︒

てきました︒

山菜採りの注意点
ようにしましょう︒

の準備をしましょう︒
○行き先や帰宅時間などを
2121

担当＝青田・稲辺

℡0136

■問合せ／総務課防災係

○自分の居場所を知らせる

ましょう︒

食・照明具などを用意し

のため笛・ラジオ・非常

携行はもとより︑万が一

備バッテリーを含む︶の

○方位磁石・携帯電話︵予

う︒

入らないようにしましょ

示す地域には絶対に立ち

るとともに︑注意看板で

○熊よけの鈴などを携行す

しょう︒

に備えた服装で出かけま

○明るく目立つ服装で寒さ

で出かけましょう︒

○単独行動はせず︑複数人

ましょう︒

必ず家族や周囲に知らせ

○岩陰など雨風をしのげる

長として︑さらに平成 年

54

このたび3月31日をもちまして羊蹄山ろく消
防組合ニセコ消防団長を退任いたしました。
入団以来、今日まで貴重な体験をさせてい
ただき、大過なく任務を遂行しえたのも、ひと
えにみなさまのご指導ご支援のお陰と深く感
謝を申し上げます。今後とも相変わらぬご高配
を賜りますようお願い申し上げますとともに、
みなさまのさらなるご健勝、
ご多幸を祈念申し
上げ、退任のご挨拶とさせていただきます。

このたび、4月1日をもちまして、羊
蹄山ろく消防組合ニセコ消防団長に
就任いたしました。
もとより微力ではございますが、み
なさまのご指導ご鞭撻を得て消防使
命達成のため専心努力いたす所存で
ございます。
何卒前任者同様格別のご
厚情を賜りますようお願い申し上げ、
就任のご挨拶といたします。

42

矢橋 健雄さん
前団長

青羽 雄士さん
団長

31

くらしの情報
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22

道具︵鏡︑
タオル︑
発炎筒︶
などの携行をおすすめし

ご寄付を
いただきました。
善意に感謝します 「絵画を新庁舎に展示してください」
よしだ
ひろし
字富士見 吉田 弘 様

19
たてお

やはし

ゆうじ

あおば

44

「木のトンネルを木育遊具として
役立ててください」
しりべし・くつろ木の会
かしわや
まさつぐ
代表 柏谷 匡胤 様

心の贈り物

《ニセコ町役場受付分》

係長︵建設課管理係長︶谷
井悦彦▽商工観光係︵商工

くらしの情報

範▽スポーツ係長︵教育員
会学校教育課学校教育係

教職員の人事異動
◎転入職員

︵非常勤︶

◎転出職員

彬
︻町民生活課︼
▽生活環境係長︵教育委員 ︻上下水道課︼

係長︶三橋公一

︵商工観光課観光戦略推進

松田真啓▽固定資産税係長
︵庁 舎 整 備 係 兼 務︶田 中 智

長︶佐々木潤▽住宅管理係

課環境モデル都市推進係

係長︵こども未来係長兼務︶ ▽教諭 髙橋友子︵倶知安

課長兼務︶淵野伸隆▽事務 ︻近藤小学校︼

▽センター長︵こども未来

︻幼児センター︼

付主査︶谷井彩乃

▽こども未来係長︵総務課

ンター事務係長︶淵野伸隆

▽課長︵教育委員会幼児セ

付︶

▽事務職員 鵜城智︵期限

︻ニセコ中学校︼

市立メープル小学校︶

▽教諭 田中健太︵岩見沢

養 教 諭 森 紫 折︵新 採 用︶ 校︶

校︶
▽養 護 教 諭 田 端 佳 枝

▽教頭 午耒睦美︵喜茂別

▽教諭 藤枝千明︵期限付︶ ︻近藤小学校︼

︵蘭越町立蘭越小学校︶
▽栄

町立喜茂別中学校校長︶
▽

ひろみ︵真狩村立真狩小学

小 学 校︶
▽養 護 教 諭 佐 藤

▽校長 清水美由紀︵北海

重成

23
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▽自治創生係︵建設課住宅
管理係︶小西悠貴

会町民学習課スポーツ係

町 立 東 小 学 校︶
▽教 諭 櫻

※
︵ ︶内は新任地
※
︵ ︶内は前任地
観光課観光戦略推進係︶深 長︶佐々木一茂
︻税務課︼
︻ニセコ小学校︼
︻ニセコ小学校︼
︻有島記念館︼
▽課 長︵税 務 課 税 務 係 長︶ 澤華代
▽館長︵会計年度任用職員︶ ▽教諭 石井宏幸︵千歳市 ▽主幹教諭 大谷修︵寿都
鈴木健▽税務係長︵税務課 ︻都市建設課︼
▽教
立 北 栄 小 学 校︶
▽教 諭 輪 町 立 潮 路 小 学 校 教 頭︶
税務係主査︶前川沙紀▽税 ▽課長︵建設課参事︶黒瀧 寺嶋弘道
嶋絢香︵倶知安町立西小学 諭 森正樹︵寿都町立寿都
務 係 主 査︵総 務 課 総 務 係︶ 敏雄▽管理係長︵企画環境 ︻こども未来課︼

長︶松澤一郎▽生活環境係 輝
︵再 任 用 短 時 間 勤 務 農 業 ︻出納室︼

谷井彩乃▽園長︵会計年度

▽出納係長︵保健福祉課福

▽維持係︵新採用︶荒川朋

委員会農地係︶高田生二

▽教
吉昂︵共和町立西陵小学校︶ 教諭 横山 玄︵退職︶

諭 黒田征宏︵倶知安町立

任用職員︶菊地博

倶 知 安 中 学 校︶
▽教 諭 中

▽助教諭 本間圭祐︵期限
付︶

村洋︵小樽市立望洋台中学

︻地域子育て支援センター︼

︻ニセコ中学校︼

校︶
▽事 務 職 員 田 村 幸 治

校︶
▽教諭 宮地誉志幸︵砂

道 厚 真 高 等 学 校︶
▽教 諭

学︵赤井川村立赤井川中学 ︻ニセコ高等学校︼

立 旭 中 学 校︶
▽教 諭 日 向 ︵留寿都村立留寿都中学校︶

▽教頭 石川周亨︵余市町

祉係長︶亀山友紀
︻保健福祉課︼
▽福祉係長︵後志広域連合 ︻議会︼

国民健康保険課給付係長︶ ▽事務局長︵総務課長︶阿 ▽センター長︵こども未来
課長兼務︶淵野伸隆
尾崎文哉▽福祉係︵総務課 部信幸
︻ニセコこども館︼
総務係︶加藤夕愛▽感染症 ︻農業委員会︼
▽事務局長︵教育委員会町 ▽館長︵会計年度任用職員︶
対策係長︵保健福祉課健康

川 市 立 砂 川 中 学 校︶
▽教 諭

清水純︵札幌市立清田高等

田

学校︶

上森奈穂美︵期限付︶

▽校 長 篠 原 圭︵北 海 道

井 葉 子▽
︵農 政 課 農 政 係︶ ︻ニセコ高等学校︼

民学習課長︶佐藤寛樹▽農 新井融
づくり係長兼務︶上仙里美
▽感染症対策係︵再任用短 地 係 長︵出 納 室 出 納 係 長︶ ◎退職︵3月 日付︶
▽
︵議 会 事 務 局 長︶佐 竹 祐
時 間 勤 務 議 会 事 務 局 長︶ 高田伸次
子▽
︵幼 児 セ ン タ ー 長︶酒
◎教育委員会
佐 竹 祐 子▽感 染 症 対 策 係

坂本知之▽北海道派遣任期

別 海 高 等 学 校 教 頭︶
▽教 諭

︵総務課情報管理係長兼務︶ ︻学校教育課︼
藤志伸

満 了︵道 へ 帰 任︶
︵企 画 環

等学校︶▽講師

相澤沙織︵北海道利尻高
境課参事︶柏木邦子
▽課長︵税務課長︶芳賀善

定資産税係長︶馬渕由香
︻商工観光課︼
▽課長︵企画環境課経営企 ︻町民学習課︼
画係長︶齊藤徹▽商工観光

▽学校教育係長︵税務課固
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総務課総務係
かわじり

ゆうき

川尻 夕姫（ニセコ町出身）
生まれも育ちもニセコですが、
まだまだ
町について知らない部分がたくさんある
ので、
役場で学びながら知っていきたいで
す！
『丁寧な仕事をする』
を目標に、
ニセコ
町を盛り上げられるようにがんばります！



新しい職員です。
よろしくお願いします。

総務課財政係

上下水道課維持係

中川 卓 哉（札幌市出身）

荒川 朋 輝（旭川市出身）

札幌からニセコ町に引っ越してきました。
自然豊かなニセコ町の景色にいつも感動し
ています。
これから、
町民のみなさんの力に
なれるよう頑張ります。
学生時代は卓球をしていました。
総合体
育館で会ったときはたくさん遊びましょう！

初めまして、
私は札幌市から引っ越して
きました。
ニセコでの生活を通して、
豊かな
自然や魅力をたくさん知っていきたいです。
これからニセコ町のみなさんと良い関係
を築き、
まちづくりに少しでも貢献できるよ
うに頑張ります。

なかがわ

新しい

たくや

地域おこし協力隊

くらしの情報

株式会社ニセコまち
ささき

あやか

佐々木 綾 香

さん
（群馬県出身）

ニセコ町に来てから、
暮らしの中での新
しい発見や素敵なみなさんとの出会いに
毎日感動の連続です。
北海道って奥深い！
これからの生活がとても楽しみです。

契約結果を公表します

あらかわ

帰任 のごあいさつ
企画環境課参事

かしわぎ

くにこ

柏木 邦子

時には町民のみなさんのご意見を伺い、
時には役場の仲間と議論しながらまちづく
りに向き合った1年10か月だったと感じて
います。
大変お世話になりました。
これから
はふるさと住民として新任地・空知よりニ
セコ町へエールを送り続けます。

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。

3月11日から4月7日までに行われた入札や随意契約は次のとおりです。
ニセコ町移住定住支援委託業務

ともき

※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

令和3年度 新型コロナウイルスワクチン接種WEB予約サービス使用料

■予定価格：3,055,800円 ■契約金額：3,036,000円
■落札率：99.4％ ■契約相手：合同会社 ニセコベースキャンプ

■予定価格：880,000円 ■契約金額：880,000円
■落札率：100％ ■契約相手：マーソ株式会社

■予定価格：10,438,188円 ■契約金額：10,413,988円
■落札率：99.8％ ■契約相手：ニセコ町商工会

■予定価格：572,000円 ■契約金額：572,000円
■落札率：100％ ■契約相手：シミックホールディングス株式会社

ニセコ町民センター管理委託業務
令和3年度 Oﬃceソフト購入

■予定価格：3,575,000円 ■契約金額：2,739,000円
■落札率：76.6％ ■契約相手：株式会社 本間商店

令和3年度 ニセコ町役場新庁舎公共施設間光ファイバ移設工事

■予定価格：1,760,000円 ■契約金額：1,760,000円
■落札率：100％ ■契約相手：株式会社 つうけん

令和3年度 ニセコ町役場新庁舎ネットワーク機器等移設委託業務

■予定価格：1,653,410円 ■契約金額：1,628,000円
■落札率：98.5％ ■契約相手：中央コンピューターサービス株式会社 後志営業所

令和3年度 会議録作成支援音声認識ＡＳＰサービス使用料

■予定価格：1,116,500円 ■契約金額：1,116,500円
■落札率：100％ ■契約相手：株式会社 HBA

令和3年度 新型コロナウイルスワクチン用冷凍庫対応IoT無停電電源装置購入

■予定価格：1,430,000円 ■契約金額：1,430,000円
■落札率：100％ ■契約相手：エコモット株式会社

24

| 2021 | 5月号 ｜ 広報ニセコ

令和3年度 新型コロナウイルスワクチン接種管理システム使用料
令和3年度上半期 新型コロナウイルスワクチン接種関係
コールセンター運営委託業務 ※コールセンターは蘭越町との共同設置運営

■予定価格：3,993,000円 ■契約金額：3,993,0000円
■落札率：100％ ■契約相手：シミックホールディングス株式会社

令和3年度ニセコ高等学校管理業務

■予定価格：3,518,592円 ■契約金額：3,498,000円
■落札率：99.4％ ■契約相手：協和総合管理株式会社 倶知安営業所

令和3年度ニセコ高等学校寄宿舎管理業務

■予定価格：5,742,000円 ■契約金額：5,715,600円
■落札率：99.5％ ■契約相手：協和総合管理株式会社 倶知安営業所

ニセコ町学校給食配送等管理業務

■予定価格：2,975,280円 ■契約金額：2,956,800円
■落札率：99.4％ ■契約相手：協和総合管理株式会社 倶知安営業所

（次ページに続く）

 





契約結果を公表します（続き）
令和3年度例規システム保守委託業務

町道民税給与特別徴収税額通知送付用封筒購入

■予定価格：2,640,000円 ■契約金額：2,574,000円
■落札率：97.5％ ■契約相手：株式会社 ぎょうせい

■予定価格：341,000円 ■契約金額：341,000円
■落札率：100％ ■契約相手：中央コンピューターサービス株式会社 後志営業所

■予定価格：792,000円 ■契約金額：660,000円
■落札率：83.3％ ■契約相手：セコム株式会社

■予定価格：2,508,000円 ■契約金額：2,494,800円
■落札率：99.5％ ■契約相手：協和総合管理株式会社 倶知安営業所

■予定価格：3,398,450円 ■契約金額：3,375,900円
■落札率：99.3％ ■契約相手：協和総合管理株式会社 倶知安営業所

■予定価格：13,279,200円 ■契約金額：13,279,200円
■落札率：100％ ■契約相手：株式会社 ニセコリゾート観光協会

■予定価格：2,486,880円 ■契約金額：2,486,880円
■落札率：100％ ■契約相手：一般財団法人 北海道電気保安協会

■予定価格：2,722,500円 ■契約金額：2,722,500円
■落札率：100％ ■契約相手：株式会社 ニセコリゾート観光協会

■予定価格：3,415,500円 ■契約金額：3,415,500円
■落札率：100％ ■契約相手：有限会社 塚越産業

■予定価格：1,386,000円 ■契約金額：1,386,000円
■落札率：100％ ■契約相手：中央コンピューターサービス株式会社

■予定価格：2,037,200円 ■契約金額：1,969,000円
■落札率：96.7％ ■契約相手：小樽防災トータルシステム 有限会社

■予定価格：726,000円 ■契約金額：726,000円
■落札率：100％ ■契約相手：株式会社 龍文堂

■予定価格：7,051,000円 ■契約金額：6,600,000円
■落札率：93.6％ ■契約相手：一般財団法人 北海道薬剤師会公衆衛生検査センター

■予定価格：2,997,500円 ■契約金額：2,970,000円
■落札率：99.1％ ■契約相手：ニセコ町高齢者事業団

■予定価格：2,255,000円 ■契約金額：2,145,000円
■落札率：95.1％ ■契約相手：新栄クリエイト株式会社

■予定価格：5,761,800円 ■契約金額：5,761,800円
■落札率：100％ ■契約相手：株式会社 インタラック北日本札幌支店

■予定価格：5,170,000円 ■契約金額：5,060,000円
■落札率：97.9％ ■契約相手：志田・長澤経常建設共同企業体

■予定価格：7,197,806円 ■契約金額：7,142,806円
■落札率：99.2％ ■契約相手：ニセコリゾート観光協会

■予定価格：74,338,000円 ■契約金額：74,129,000円
■落札率：99.7％ ■契約相手：有限会社 塚越産業

■予定価格：8,823,320円 ■契約金額：8,768,320円
■落札率：99.4％ ■契約相手：ニセコリゾート観光協会

■予定価格：21,659,000円 ■契約金額：21,615,000円
■落札率：99.8％ ■契約相手：有限会社 塚越産業

■予定価格：3,067,350円 ■契約金額：3,067,350円
■落札率：100％ ■契約相手：株式会社 道都警備 倶知安支店

■予定価格：1,034,000円 ■契約金額：1,023,000円
■落札率：98.9％ ■契約相手：有限会社 塚越産業

■予定価格：2,622,400円 ■契約金額：2,607,000円
■落札率：99.4％ ■契約相手：株式会社 住まいるニセコ

■予定価格：3,002,725円 ■契約金額：2,904,000円
■落札率：96.7％ ■契約相手：クボタ環境サービス株式会社 北海道支店

■予定価格：1,108,800円 ■契約金額：1,108,800円
■落札率：100％ ■契約相手：建成興業株式会社 ニセコ営業所

■予定価格：1,848,000円 ■契約金額：1,848,000円
■落札率：100％ ■契約相手：株式会社 北総社

■予定価格：1,443,453円 ■契約金額：1,443,453円
■落札率：100％ ■契約相手：ニセコ町高齢者事業団

■予定価格：2,270,000円 ■契約金額：2,266,000円
■落札率：99.8％ ■契約相手：北海道映像記録株式会社

■予定価格：3,735,600円 ■契約金額：3,392,400円
■落札率：90.8％ ■契約相手：協和総合管理株式会社 倶知安営業所

■予定価格：1,815,000円 ■契約金額：1,810,600円
■落札率：99.8％ ■契約相手：中央コンピューターサービス株式会社 後志営業所

■予定価格：2,018,016円 ■契約金額：1,966,800円
■落札率：97.5％ ■契約相手：協和総合管理株式会社 倶知安営業所

■予定価格：1,095,600円 ■契約金額：1,095,600円
■落札率：100％ ■契約相手：株式会社 北海道日立システムズ

■予定価格：3,958,416円 ■契約金額：3,762,000円
■落札率：95.0％ ■契約相手：協和総合管理株式会社 倶知安営業所

■予定価格：739,200円 ■契約金額：739,200円
■落札率：100％ ■契約相手：中央コンピューターサービス株式会社 後志営業所

■予定価格：4,367,000円 ■契約金額：4,290,000円
■落札率：98.2％ ■契約相手：日本都市設計株式会社

ニセコ町役場新庁舎機械警備業務

ニセコ町幼児センター管理委託業務

令和3年度ニセコ町役場庁舎内外清掃管理委託業務（新庁舎分）
ニセコ町有施設電気工作物保安管理業務

コミュニティFM公共情報番組制作・放送委託業務
コミュニティFM放送施設管理委託業務

ニセコ町有施設浄化槽保守点検業務

ホームページ保守管理委託業務

ニセコ町有施設消防設備点検(機器点検)業務

予算説明書
「もっと知りたいことしの仕事」
印刷製本業務

ニセコ町水道水質検査委託業務
水道中央監視装置移設委託業務
令和3年度量水器取替工事

総合体育館夜間休日管理委託業務
ニセコ町外国語教育推進委託業務

ニセコ町観光施設管理・清掃委託業務

ニセコ町一般廃棄物収集運搬委託業務

ニセコ町観光案内委託業務

道の駅ニセコビュープラザ駐車場警備委託業務

ニセコ町一般廃棄物最終処分場搬入管理・埋立作業委託業務
ニセコ町一般廃棄物最終処分場浸出水処理維持管理・機械整備委託業務
ニセコ斎場火葬委託業務

ニセコ町開町120周年記念映像制作委託業務

ニセコ町五色温泉インフォメーションセンター管理委託業務
ニセコ駅前温泉綺羅乃湯非常用発電機賃貸借
ニセコ野営場周辺管理委託業務
ニセコ小学校管理委託業務

令和3年度町税納付書等印刷及び封入委託業務
住民税課税支援システム保守管理委託業務

住民税課税支援システム用サーバー運用保守委託業務

近藤小学校管理委託業務

ニセコ中学校管理委託業務

近藤小学校増築工事実施設計委託業務

※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

新庁舎の完成

旧役場庁舎は︑手狭になっ

た 年以上前から議会棟の建

設など︑過去に3回ほど増改

築の検討がされましたが︑着

手には至りませんでした︒
こ

のたびの庁舎新築にあたって

は︑町議会議員をはじめ︑多く

の皆さまのご支援により︑新

庁舎の完成を見ることがで

き︑
厚く感謝を申し上げます︒

本町が加盟する全国水資源

保全自治体連絡会の同志でも

ある大西一史熊本市長の熊本

震災の実体験から﹁庁舎は新

築すべき﹂とのご助言も大き

な力となりました︒
そして︑庁

舎建設のための財源確保や防

災センターの役割を有する新

庁舎の機能については︑職員

が英知を結集して計画に反映

をしてくれました︒
町民の皆

さまから愛され利用される防

災・まちづくりの拠点として

健也

育てていきたいと思います︒

ニセコ町長 片山
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こんにちは
町長です
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くらしの情報

ニセコ町資源物等分別保管委託業務

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

5
MAY

固定資産税〈第1期〉
軽自動車税 の納期です

◆納期限は25日
（火）

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

5月は

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

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

水
5▢

こどもの日

■固定資産税・軽自動車税の問合せ

税務課／℡ 0136-44-2121
※状況により中止・延期とする場合があります。

木
6▢

金
7▢

木
13▢

金
14▢

土
15▢

木
20▢

金
21▢

土
22▢

●新庁舎開庁式／
役
役：8：30〜
●あそぶっくらぶ
（要予約）
／
あ：15：00〜
●あそぶっく夜間開館
〜20：00

土
8▢

●新庁舎建設に係る感謝
状贈呈式／
役：10：00〜
●ニセコ英会話サークル
（要予約）／
オンライン：10：00〜

あそぶっく休館日

日
9▢

月
10▢

●おひさまにこにこ相談／
幼：10：00〜
にこにこ広場p.13参照

火
11▢

あそぶっく休館日

日
16▢

月
17▢

水
12▢

●こんにちは町長室／
町：14：00〜
町

●対がん協会健康診査／ ●対がん協会健康診査／ ●パークゴルフ場オープン／
町：5：30〜
町
町：5：30〜
パークゴルフ場
くらしの情報ｐ21参照
●あそぶっくらぶ
●東啓園散策／
（要予約）／
東啓園：10：00〜
にこにこ広場ｐ13参照
あ：15：00〜
●あそぶっく夜間開館
〜20：00

中央倉庫群休館日

火
18▢

水
19▢

まちのカレンダー

●弁護士無料法律相談／ ●防災ラジオ自動起動 ●女性の健診／
町：8：30〜
町：13：00〜
訓練／
町
役
●あそぶっくらぶ
役：11：00〜
●歯科健診・フッ素塗布／ （要予約）／
町：14：00〜
あ：15：00〜
●あそぶっく夜間開館
〜20：00

あそぶっく休館日

日
23▢

月
24▢

あそぶっく休館日

火
25▢

あそぶっく休館日

日
30▢

月
31▢

あそぶっく休館日

26
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●ニセコ英会話サークル
（要予約）／
オンライン：10：00〜
●ニセコ高校苗販売／
ニセコ高校9：00〜
くらしの情報p.21参照

水
26▢

木
27▢

水
2▢

土
29▢

あそぶっく休館日

中央倉庫群休館日

火
6/1 ▢

金
28▢

●歯科健診・フッ素塗布／ ●1歳半・3歳児健康診査／ ●エキノコックス駆除
作業／
町：14：00〜
町
町：13：00〜
町内：9：00〜
●魔法のじゅうたん／
●防災ラジオ配布
あ：15：00〜
（〜6/2）／
●あそぶっく夜間開館
役：15：00〜20：00
〜20：00
（翌日以降は9：00〜
20：00）
まちづくり情報室ｐ7-8
参照

木
3▢

●狂犬病予防注射／
●乳児健診／
●狂犬病予防注射／
町
町内：9：00〜
町：13：00〜
町内：9：00〜
くらしの情報ｐ20参照
くらしの情報ｐ20参照 ●あそぶっくらぶ
（要予約）／
あ：15：00〜
●あそぶっく夜間開館
〜20：00

金
4▢

土
5▢

広報

写真を募集します！

MONTHLY
PHOTO ALBUM

「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。撮影日や撮影場所などの簡
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。

5月号

4月上旬 可愛いふわふわ〜
ヤナギの芽
（字富川）
撮影者：堀稜輔さん

令和3年（2021年）5月1日発行 第709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

4月5日 春の羊蹄山
（字曽我）
撮影者：千葉富子さん

3月31日 令和2年度消防庁長官表彰で
受章した表彰旗

FAX.0136-44-3500

【三色食品群について】
私たちは体に必要な栄養素を食べ物からとっています。
食べ物に含まれる
栄養素は、
その働きや特徴によって3つの食品グループに分けられ、
これを
「三色食品群」
と言います。
バランスのよい食事をとるためには、
1食につき、
各食品群の中から2種類以上を選ぶことが大切になります。
例えばメイン食材として
「黄色」
から主食のご飯、
「赤色」
から主菜の肉、
「緑色」
から副菜を選びます。
あとは、
それぞれの色から1種類以上のサブ食
材として、
「黄色」
から油、
「赤色」
から豆腐、
「緑色」
から果物などを組み合わ
せていくとすべての栄養素を補うことができます。
特に、
具だくさんな汁物は
さまざまな色の食材を一度にとれるのでオススメです。
●赤色
（肉・魚・卵・牛乳・乳製品・豆など）
⇒体をつくるもとになる
●黄色
（米・パン・麺類・いも類・油・砂糖など）
⇒エネルギーのもとになる
●緑色
（野菜・果物・きのこ類など）
⇒体の調子を整えるもとになる

空間放射線量率は
平常レベルです

男

2,434人

女

2,466人

（前月比 −43）
（前月比 −37）

世帯数 2,518

（前月比 −49）
うち外国人
292
うち外国人世帯 189
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編集後記

最高値 0.034μGy/h
最低値 0.016μGy/h
平均値 0.020μGy/h

人口 4,900人

（前月比 −80）

﹁開放感がある！﹂特集の取材で初め
て 新 庁 舎の 中 に 入った 時の 第一印 象 で
す︒旧庁舎は 年以上現役でがんばって
く れ ま し た︒今 度 の 新 庁 舎 は︑き っと
1 0 0 年 以 上これからのニセコ 町を 見
守ってくれることでしょう︒
まちづくり情報室で﹁防災ラジオの更
新﹂
をお願いしましたが︑５月末から︑新
庁舎で新しい防災ラジオの受け渡しを開
始します︒今度のラジオは充電池ではな
く乾電池タイプです︒自動起動時の緊急
放送を録音する機能も備えています︒
コロナ禍ということもあり︑町民向け
新庁舎見学会の開催は叶いませんが︑新
庁舎の見学も兼ねて︑ぜひ防災ラジオを
受け取りにきてください︒
︵も︶

測定日 4月15日までの
1か月間

人の動き（3月末現在）
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■問合せ／保健福祉課健康づくり係
栄養士 齋藤 香織
℡ 0136-44-2121
FAX 0136-44-3500
MAIL：kenko@town.niseko.lg.jｐ

