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まちの「今」を伝える情報誌
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今日は運動会！お父さん、
お母
さんに応援されて頑張るよ！
たかせ らいせい

高瀬來誠くん

特

集

町内会などの自治会は、
縁があって同じ地域に住む人たちが、
助け合い支えあいながら、
安心・

安全そして快適で住みやすいまちづくりをするため、
さまざまな活動を行っています。

しかし、
全国的に価値観やライフスタイルが多様化する中、
町内会の加入率は年々減少しており、

役員のなり手不足も大きな問題となっています。

今月号では、
町内会の意義を再確認し、
各地域で行っている町内会活動をご紹介します。

町内会の意義

町内会は、日常生活に関わること

や地域住民の共通の課題解決を図

る、もっとも身近なコミュニティで

す。例えば、ごみステーションや夜

道を照らす街路灯には、地域に住む

すべての人が恩恵を受けているので

はないでしょうか。

日常の生活や行事などさまざまな

場面で、人と人とのつながりを築い

ておくことは、私たちの生活環境を

豊かでよりよいものにします。

特に災害時には、その威力を発揮

します。災害時の行政対応には限界

があり、いくらインターネットが普

及しても、ふだんからの近所づきあ

いがなければ、避難誘導も安否確認

もできません。

しかし、すべての世帯が町内会に

加入しているわけではありません。

特にニセコ町は、季節労働で働きに

くる外国人や単身者が多く、町内会

との関わりが減少してきています。

町内会に加入しない人が増える

と、行事参加者が減少したり、周り

にどんな人が住んでいるかわからな

いなど別の問題も引き起こします。

また、町内会がどのような活動をし

ているのかわかりにくくなり、さら

に加入率が低下するという悪循環に

陥ってしまいます。
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全道の町内会加入率推移
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資料：一般社団法人北海道町内会連合会（調査数 177、回答率 100％）
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夏祭り
バレーボール大会

近藤クリスマスコンサート

ソフトボール大会

近藤収穫祭

ジャック・オー・ランタンづくり
（中央）

地域の安全を守るため、避難訓練や町内
会で設置している街路灯の電気代の支払い
や電球の交換などの維持管理をしています。

町民運動会

各種募金協力のとりまとめのほか、福井地
区では、交通に不便を感じている高齢者の
ため、ボランティアによる「助け合い交通」
を進めています。

街路灯

避難訓練

助け合い交通
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集

スポーツを通して、地域の親睦を深め、健
康で活力あるまちづくりを進めています。

特

子どもから高齢者まで、多くの人が集まっ
て楽しめるよう、お祭りやイベントなどを
行っています。

ニセコ町には、56 の町内会などの自治会が
あり、町民のみなさんが協力して、自分の住む
地域のためにさまざまな活動を行っています。

特

ニ セコ 町 の 自 治 会 一 覧

集

（令和3年9月現在）

※町内会に加入するにあたり、
自分がお住まいの自治会が
わからない場合は、
役場町民生活課町民生活係にお尋ね
ください
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みんなが気持ちよく暮らせるように、ごみス
テーションの管理や花壇の整備、
草刈り、
地域コ
ミュニティセンターの掃除などを行っています。

草刈
（写真提供：里見地区親交会） ごみ拾い
（写真提供：里見地区親交会）

地域コミセンの維持管理

ごみステーション

花壇整備

町広報誌の配布や生活に密着した情報を
連絡網や回覧板などでお知らせします。
また、
各地域に町長がお邪魔して、みなさんと意見
交換するまちづくり懇談会を開催しています。

まちづくり懇談会

広報配布

曽我、有島、近藤のみなさんに、地区の活動について
聞きました。
また、これから新しくつくる SDGs 街区で
考えている町内会について、
紹介します。

特
集

きのした

ゆうぞう

木下 裕三さん

（有島在住・有島謝恩会副会長）

有島の町内会活動は大きく分けて3つあります。
１つは、

たかだ

ともあき

高田 知明さん

（曽我親交会会長）

新型コロナ感染拡大前は、毎月2日に曽我活性化セン

3の日。
毎月3日に有島謝恩会館に集まって、
お互いに近況

ターに集まって、
広報を配布したり、
お互いに近況報告した

報告や情報交換をします。
また町内会長から広報の配布

りしていました。今年はこんな状況なので、春先に2回集

もあります。
2つめは、
田植え休み。
田植えが終わった時期

まっただけで、
今は班長に広報を配布してもらっています。

にやるBBQのことです。
大人から子どもまで多くの人が参

行事としては、
春の社日、
6月の親睦会
（焼肉）
、
7月の馬頭

加する、
とても楽しい時間です。
3つめは、
忘年会と新年会。

観音祭、秋の例大祭の4つがあります。
コロナ前の例大祭

有島は、
町内会とは別に有島謝恩会という組織もあり

は、
曽我神社の境内で子どもたちや女性が踊りを披露した

いやてる

ます。
主な活動は、
灌漑溝と弥照神社の維持管理です。
灌
漑溝の泥上げや草刈りには、毎回20～30人が参加しま
す。
神社は春と秋にお祭りがあります。
一時期、
灌漑溝の草刈りなどの参加者が減ったことが

り、
みんなでカラオケをしたりして、
盛り上がりました。
曽我活性化センターの維持管理も親交会の仕事です。
地
域の集まりはもちろん、
以前から年末年始などの長期の休
日にはNPOに貸して託児などに利用してもらっています。

ありましたが、
有島に新しくきた人が手伝ってくれるよう

最近は、
まちづくり団体などの利用も増えています。
これか

になったり、有島に住む人が友人に声をかけてくれたり

らもできるだけ多くの人に活用してほしいと思います。

と、
今は多くの人が参加してくれるようになりました。

町内会はめんどくさいこともありますが、
みんなで集まる

町内会と謝恩会は別組織ですが、
僕は有島に引越して

のは、
楽しいです。
近くに住んでいる人の顔をみると、
ほっと

きた人には、
積極的に町内会や謝恩会の勧誘に行きます。

したり、元気が出ます。早くこの状況が落ち着いて、
また大

町内会はすごく大事なコミュニティ活動だと思います。

勢で集まって、
密など気にせずお話したいです。

▼灌漑溝の草刈
（写真提供：木下裕三さん）

▼曽我活性化センターでの年末年始の託児
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SDGs街区で考えている
これからの町内会
特
集
むらかみ

あつし

おかむろ

村上 敦さん

（株式会社ニセコまち）

（近藤小学校 PTA 会長）

私たちが運動公園横に計画している住宅地は、
地域の

近藤小学校は、
近藤親交会のみなさんが金銭面、
活動

一員だということを自覚してもらうためにも、
町内会への

面で支えてくださることで成り立っています。
さまざまな

加入を納得した上で賃貸・購入していただけるよう説明

イベントを地域の人たちが
「子どもたちのために」
という

を尽くすつもりです。

思いで企画してくださり、
近藤小の子どもたちが和太鼓

この住宅地の特徴は、
（株）
ニセコまちがここに住むみ

演奏で参加したり、
地域の人に近藤小の運動会運営を手

なさんに共有の場所として開放する予定の広大な敷地

伝ってもらったりして親交を深めています。

があることです。
この敷地の活用方法を検討する際も、
町

しかし、
新型コロナでイベントも中止が続いて交流の

内会が中心になればと考えています。
住人や近隣に住む

機会が少なくなり、
地域のみなさんから子どもの顔がわ

人にとって心地良く、
魅力的な空間になるよう、
その時に

からないという声も聞きます。

住む人のニーズにあわせて活用方法を変えていければと

そこで校外学習の案内を近所の人に出すなど、
地域と

思います。

子どもの接点をもっと作っていけるようなことができな

賃貸住宅とシェアハウスの近くにランドリーカフェも

いか、
校長とも話しています。
気軽に声掛けしあえる昔な

構想しています。
LPGコジェネで熱供給することもあり、

がらの関係を地域の人ともう一度築いていきたいです。

熱の利用先としてのランドリーカフェを住民のたまり場

また、
PTAも保護者一人ひとりが意見を言える環境が

にしていきたいと考えています。

必要だと考えています。
今年度からオンラインツールを

このほかにも、
スケートボードパークやツリーハウスな

導入し、
時間が合わせづらい保護者が参加しやすい環境

ど、
住む人がワクワクするようなことを実現していければ

を作りました。
今後より良く活用していきたいです。

と思います。

▼近藤小学校の運動会は地域の人も参加

町内会活動は大変だし、煩わしい

こともあります。特に子どもを介し

たつながりのない単身者にとって

は、町内会に加入するメリットや必

要性を理解しにくい面があることも

わかります。でも、私たちは自分が

暮らす地域で他人とまったく関わり

なく生活することは不可能です。
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最近は自主防災組織や助け合い交

通のように積極的な町内会活動も始

まりました。今後少子高齢化がさら

に進み、高齢者の安否確認や子ども

の見守りなどの取り組みもますます

重要になってくるでしょう。

もし、みなさんの周りで町内会に

入っていない人がいたら、少し勇気

を出して、声をかけてみませんか。
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じゅん

岡室 淳さん

町の取り組みやお知らせを紹介するページです

すれ違いをなくし、信号設備を １時間に１本しか運航できないなど
簡素化できないか
利便性の低下を招くため、推計では見
込まないこととした。
車両を安価な車両にできない 古い車両にした場合、長期的な収支悪
か
化を招くため、推計では見込まないこ
ととした。
ＪＲの車両が乗り入れ、車両数 札幌近郊との車両の種類が違うなど
を減らせないか
実現可能性が見込めないため、推計で
は見込まないこととした。
車両検査場はＪＲの施設を借
りられないか
小樽駅の業務を委託して要員
数を減らせないか
橋やトンネルの大規模補修は
どの程度必要か

使用料など費用が必要となり収支が
悪化するため、
推計では見込まない。
ＪＲへ委託することとして推計を見
直す。
令和12年度までの補修を考慮し推計
を見直す。

除雪費用がかかるのではないか 豪雪地帯として推計を見直す。
ＪＲからの資産譲渡額を精査 ＪＲから情報提供を受けて推計を見
直す。
すべきではないか

191.2

▲ 23.7

▲ 24.3

▲ 926.9

8 月報告

152.8

▲ 23.2

▲ 23.9

▲ 874.0

（増減） 38.4億円の削減 0.6億円の改善 0.4億円の改善 52.9億円の改善
※四捨五入の関係で､計算が一致しない場合がある。

また、小樽から余市間を第三セクター鉄道、余市から長万部間を
バス運行とした場合は約44億円の改善が図られました。
○ 第三セクター鉄道(小樽～余市)＋バス運行(余市～長万部）の場合

初期投資

単年度収支
2030年度

2040年度

( 単位：億円 )

30年累計

(初期投資を含む）

4 月報告

64.5

▲ 7.4

▲ 8.0

▲ 311.7

8 月報告

56.8

▲ 6.1

▲ 6.8

▲ 268.0

（増減） 7.7億円の削減 1.3億円の改善 1.2億円の改善 43.7億円の改善

バス運行では、ルート設定を検討し次回ブロック会議までに見直
しを行います。
○ バス運行(小樽～長万部)の場合

初期投資
4 月報告

18.3

( 単位：億円 )

単年度収支
2030年度
▲ 2.0

2040年度
▲ 2.3

30年累計

(初期投資を含む）

26

北海道新幹線の令和 年度末札幌開業に伴いＪＲ北海道から経営分離される函館線（函館〜小樽間

4 月報告

約287㎞）について、北海道とＪＲ沿線 市町で構成している北海道新幹線並行在来線対策協議会

30年累計

(初期投資を含む）

では、どのような方法での地域交通が良いのか話し合っています。その協議会の後志ブロックに加入

2040年度

しているニセコ町は、小樽市、黒松内町、蘭越町、倶知安町、共和町、仁木町、余市町、長万部町と

2030年度

話し合いを続けています。

初期投資

単年度収支

各市町長が出席するブロック会議が４月 日に開催され、昨年度実施した収支予測調査などの結果

( 単位：億円 )

※運行ダイヤは現行のJRと同等と仮定

報告があり、さまざまな意見が出されました。その後、各市町の担当者で構成される幹事会を３回開

○第三セクター鉄道運行(小樽～長万部)の場合

催して、具体的な検討を進めてきました。

に30年累計で約53億円の赤字予測の改善が図られました。

今回、ブロック会議が８月６日に開催され、これまでの検討状況や意見交換、見直しを行ってきた

この検討結果を、収支予測に反映し見直した結果、次の表のよう

4

内容の中間報告がありました。

観光客の増加を考慮すべきで インバウンド等の観光客について、推
計を見直す。
はないか
運賃を値上げすべきではないか 他の第三セクター鉄道を参考に推計
を見直す。

Vol.

まちづくり情報室

予備車両数を最小限に減らせないか 減らすとして推計を見直す。

第三セクター鉄道では、現在の運行本数やダイ

検討結果

ヤを基本としつつ、維持費用や利用者数などこれ

までに次のような検討が行われました。

検討項目

12

15

▲ 96.0
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まちづくり情報室

②持続可能な地域交通の確保

③バスの特性を活かした速達性の向上

自動車専用道の使用や目的地（高校・病院等）
へ直接行けるようにするなど、行程全体（出発地
から目的地まで）での所要時間短縮の方策を検討

慮して
「長万部〜黒松内」「黒松内〜倶知安」「倶知安
〜余市」
「余市〜小樽」に分けて検討しています。
主
な内容は、
次のとおりです。
黒松内から倶知安間は、倶知安に早く到着する
ための直通バスや倶知安・ニセコ・蘭越の各高
校に通学できるバスを検討する。また、通院や
生活利用に便利な時間帯にバスを検討する。
蘭越から倶知安間は、倶知安・ニセコ・蘭越の
各高校に通学できるバスを検討する。
ニセコから倶知安間は、現在もニセコから小樽
までバスがあるので、倶知安・余市間と合わせ

帯にバスを増便する。

ているバスを生かしつつ、運行していない時間

通学できるバスを検討する。また、現在運行し

倶知安から余市間は、余市・小樽方面の高校に

る予定となっています。

に地域交通の方向性を全体で確認、来年に決定す

月に検討や見直しを行った内容の最終報告、 月

後志ブロック会議の今後のスケジュールは、

バス運行については、国や北海道の補助金を考
慮するなど、
収支予測の見直しを今後行います。
なお、収支予測の見直しには、具体的な路線や便
数を想定する必要があります。

将来の収支の推計に当たっては、車両更新費用を見込む必要があるの
ではないか。

④バス事業者との調整

バス運転手不足などバス事業を取り巻く状況も考慮しながら、持続可
能なバス路線となるよう、
検討する必要があるのではないか。

また、バス運行について考えなければならない
今後の課題は、次のとおりです。

鉄道からバスに転換する場合、他の転換事例では、そのままバスに移行せ
ず、他の交通機関を利用する割合が一定程度あることから、こうした割合に
ついて考慮する必要があるのではないか。

②新幹線開業による影響

新幹線が開業すると、例えば、倶知安・札幌間などは、バス利用から新
幹線利用へと転移することが予想されることから、こうした点について
考慮する必要があるのではないか。

③車両更新費用の考慮

10

連携しながらより良い方法を検討していきます。

便性や将来の費用負担を考え、道や沿線自治体と

町では、引き続きＪＲを利用されている人の利

ので多少幅を持って進めてほしい。

確認する時期については、各市町の事情がある

スピード感は大事だが、３つの方向性を全体で

意思決定を強く望んでいる。

く変化せざるをえない状況のため、１日も早い

て、まちづくりや駅周辺のインフラ整備が大き

並行在来線の存続、または、廃止の結論によっ

ることから、鉄道維持が合理的と考えている。

余市・小樽間は、赤字が圧縮できる可能性があ

に理解いただくのは大変重要、必要だと思う。

に見えないので、それを資料として見せて住民

良いが、バス運行は今後の新たな展開であり目

鉄道はすでに走っており目に見える状況なので

措置を含めた収支を検討してはどうか。

第三セクター鉄道に対する国などの支援や財政

三セクター鉄道の検討をしてはどうか。

長万部・小樽間について、有識者を招いての第

次のようなさまざまな意見がありました。

今回の後志ブロック会議では、各市町長から、

12

バスルート設定の基本的考え方は、次のとおり

現在の鉄道利用者の利便性確保を前提としたバ
スルートとなるよう検討

て検討する。

バス運行について考えなければならない今後の課題

としています。

①鉄道を利用している住民の方の利便性を確保

具体的な運行本数やダイヤは、地域の実情を考

既存のバス路線を最大限に生かしつつ、新規路
線については、国・道の補助制度が適用できるよ
う検討
まちづくり情報室
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08

※逸走率：値上げなど状況の変化による利用者離れの割合

①逸走率の考慮

バスルート設定の基本的考え方

道路や公営住宅の建設に伴う補助金など

依

地方譲与税・交付金 1億8,991万円
国に治めた税金の一部が一定のルールで
交付されます

源

標準的な町の財政需要に対し、本町の財政
力では不足するお金が国から交付されます

財

1億7,465万円
諸収入

使用料・手数料ほか 4億2,456万円

公営住宅料、ごみ処理手数料など

8億6,610万円
町税

自主財源

不足するお金を基金（貯金）で補います

住民税、固定資産税など

根
※拠 ま:ちづくり基本条例第 条 財政状況の公表

1億8,452万円
繰入金

給食費やさまざまな事業の実費負担など

令和２年度の町の決算が現在、町
議会で審査されています。
そこで今月は、昨年度町のお金が
どのように使われたのかをお知らせ
します。

町税収入は９，７７５万円の減額

入の町税では、新型コロナウイル

ター整備事業、本町独自の新型コロナウ

の減額（△ ・１％）となっています。

影響を受け、前年度から９，７７５万円

少したことで、入湯税や法人税で大きな

ス感染症の影響により観光客が減

イルス事業、定額給付金配布事業などが

急自動車の更新を実施しました。
このほ

ターの増築工事、老朽化による高規格救

や、児童生徒の増加に伴う学校給食セン

センター整備事業の建設工事最終年度

主な事業としては、役場新庁舎・防災

円の増額（＋１３９・７％）となりました。

行等からの借入）は、 億１，０７８万

増額（＋１５１・３％）
、町債（国や銀

道からの補助金は８億７，９６２万円の

万円の増額（＋７・８％）となり、国や

したことで、前年度から１億４，９０２

は、普通交付税、特別交付税ともに増額

維持・未来支援給付金事業や商品券配布

事業者への経済対策として、事業者経営

響により、経済的に疲弊した町内

型コロナウイルスの感染拡大の影

ています。

新事業など、社会基盤の整備更新を進め

命化事業（紅葉橋）、曽我地区配水管更

事業（羊蹄近藤連絡線ほか）、橋梁長寿

宅改善事業（新有島団地）や、町道整備

を無償化する小中学校給食費助成交付金

て、４月から９月までの半年分の給食費

の振興に力を注ぎました。また、子ども

どで、本町の基幹産業である農業・観光

や、ニセコグルメガイドマップの作成な

ソフト事業では、クリーン農業の実施

事業も実施しました。

者の経済的負担を軽減する取り組みとし

センター整備事業のほか、公営住

事業などを実施しました。
また、新型コロ

ード事業では、役場新庁舎・防災

ハード面・ソフト面での必要な投資

11

ナウイルス感染症が流行する中で、保護

新型コロナウイルス対策

備を進めました。

か、小中高校生への１人１台パソコンの

一方で、主要な財源である地方交付税

10

整備や、各学校内の通信ネットワーク整

前年度を上回る決算となりました。

実施されたことにより、歳入歳出ともに

事業である役場新庁舎・防災セン

和２年度の一般会計決算は、大型

公共施設の整備

45

ハ

20億5,172万円
地方交付税

令

新

14億6,088万円
国・道支出金

歳

09
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まちづくり情報室

存

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

令和２年度各会計決算から見るまちの財政事情

72億5,843万円
歳入

19億609万円
町債

一般会計の決算

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

町民1人あたりの決算額
（一般会計歳入）

70億8,651万円

歳出

148万1,313円

1億9,097万円

消防費

消防活動、救急活動など

※令和3年3月31日現在の住民基本台帳人口4,900人で計算

まちの財政（一般会計）を
年収400万円の家庭に置き換えてみると…

3億2,737万円

農林水産業費

農地・農道整備、森林整備など

3億5,408万円

衛生費

収

入／月

基本給

議会・商工費ほか 3億7,469万円
議会、商工、災害復旧など

5万9,272円

（住民税・使用料など）

その他

8,020円

（諸収入）

貯金の取り崩し

8,474円

（基金の繰り入れ）

小 計

自主財源

まちづくり情報室

簡易水道、健康づくり、ごみ処理など

借金

17万32円
8万7,535円

（町債など）

小 計

25万7,567円

収入合計

33万3,333円

依存財源

営業手当・歩合給など

除雪、道路建設維持、公営住宅管理、
下水道など

公債費
町債（借金）の返済

食費

ローン返済

（公債費）

光熱水費、
車の購入など

（物件費）

家や車の補修費

（維持補修費・災害復旧費）

町内会費、
寄附金

福祉事業など

広報、デマンドバス、庁舎管理、人件費など

年度ごとの決算額（一般会計）

30

3万8,073円
1万1,748円
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医療費制度の継続や、長期休日子ども預

10

かり事業など、福祉・子育て施策も継続

※イメージしやすいように町の経費を置き換えています。
参考としてご覧ください

実施しています。

33万3,333円

在、着手して６年目となった国営

支出合計

現
緊急農地再編整備事業（国の直営

4,212円

（積立金）

R2

（年度）

令和2年度は、前年度を上回る決算額となりました

事業）が、令和９年度の完成に向けて工

1,825円

H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 R1

事を進めているほか、倶知安厚生病院第

1万7,662円

0

２期整備費用負担事業、公営住宅改修な

10万2,814円

10

今後の施設整備に向けて

6万4,237円

20

どの事業も計画的に進めています。

貯金

3万579円

これらの投資的な事業の実施にあたっ

知人に貸したお金

（貸付金）

40

ては、国からの支援割合の高い町債の借

（繰出金）

6万2,183円

入や事業の優先順位付や平準化により、

医療費や仕送り

歳入
歳出

50

地方債残高の適正管理に向けた町財政の

家や車庫の建築

（建設事業費）

31億1,389万円

総務費

安定的な運営に努めていきます。

（補助費など）

7億4,807万円

民生費

70

出／月

（人件費・扶助費）

7億385万円

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

（億円）

支

6億5,010万円

教育費

7万5,766円

（地方交付税・補助金など）

6億2,349万円

土木費

町の取り組みやお知らせを紹介するページです

建物

92,372㎡

出資による権利

（土地開発公社出資金など）

695万円

（災害に備えた貯蓄）

1億5,209万円

国から交付される
見込額
49億9,612万円

58％

町が実際に負担する
見込額
36億3,587万円

42％

20

町債発行額

20億6,729万円

14
12
10
8
6

町債返済額

8億2,087万円（利息含）

1億8,249万円
1億8,204万円

農業集落排水事業
506万円
492万円

H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2（年度）

歳入
歳出

令和2年度の国民健康保険事業における被保険者
１人当たりの医療費は、令和元年度に比べ2万
4,826円減の18万4,614円でした

令和2年度末

15億7,402万円（-6,523万円）
交通遺児育英基金
307万円（増減なし）
スポーツ振興事業基金
506万円（増減なし）
森林環境譲与税基金
525万円（＋277万円）
ふるさとづくり基金
3,432万円（-354万円）
社会福祉事業基金
3,647万円（＋155万円）
産業振興基金
6,183万円（＋3万円）
国民健康保険基金
6,293万円（＋1,650万円）
地域福祉基金
6,988万円（増減なし）
国営緊急農地再編整備事業基金
9,179万円（＋1,001万円）
土地開発基金
1億7万円（増減なし）
庁舎建設基金
1億827万円（-1億4,576万円）
減債基金
1億3,263万円（＋5,310万円）
公共施設整備基金
3億7,498万円（＋5万円）
財政調整基金
4億8,747万円（＋6万円）

国民健康保険基金や減債基金などの積み立てがあったも
のの、庁舎建設基金を取り崩して新庁舎を建設したため、
基金残高全体は減額となりました。

（億円）

公共下水道事業

庁舎整備事業の後年の財政負担を考慮し、令和７年
度までに残り１億1，000万円を減債基金に積み立
てる計画の達成を目指します。

年度毎の借金額と返済額
22

3億3,954万円
3億3,905万円

基金
（貯金）
の現況

借金残高のうち国と町の負担額

0

5,849万円
5,846万円

町債
（借金）
の現況

借金残高 86億3,199万円
（＋12億9,832万円）

2

後期高齢者医療事業
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まちづくり情報室

北海道備荒資金組合納付金

4

2億2,957万円
2億2,855万円

特別会計は、特定の事業を行う
場合など、経理をほかの会計と区
別する必要があるときに法律や
条例に基づいて設置します。

4,269万円

町は道路や公園などの土地、公共
施設や公営住宅などの建物を所有し
ています。
また、このほかにも出資金
などの形で財産を所有しています。

（キラットニセコ株券など）

16

国民健康保険事業

簡易水道事業

有価証券

18

特別会計の決算

9,663,416㎡

財産の現況

土地

まちづくり情報室

20

まちづくり情報室

19

■財政指標(1)
ニセコ町

早期健全化基準

財政再生基準

実質赤字比率

ー

15%

20%

連結実質赤字比率

ー

20%

30%

実質公債費比率

10.0％（前年度：10.9％）

25%

35%

将来負担比率

62.5％（前年度：36.0％）

350%

なし

※実質赤字比率と連結実質赤字比率は赤字がないため、
比率は発生しません

実質赤字比率

実質公債費比率

福祉や教育、消防や道路建設など行政運
営の基本的な経費をまとめた一般会計にお
ける赤字の程度を指標化したもの

一般会計の借入金返済額のほか、特別会
計の借入金に対する負担額や借入金に準じ
た経費の負担額を合算して指標化したもの

連結実質赤字比率

将来負担比率

ニセコ町のすべての会計の赤字や黒字を
合算したうえで、町全体の赤字の程度を指
標化したもの

資金不足比率

■財政指標(2)

実質公債費比率の算定に基づく経費のほ
か、職員の退職手当、設立した法人や一部
事務組合などの負債のうち、一般会計が将
来負担する可能性のある額の大きさを指標
化したもの

公営企業会計

特別会計の名称

ニセコ町

簡易水道事業特別会計

ー

公共下水道事業特別会計

ー

農業集落排水事業特別会計

ー

経営健全化基準
20%

※いずれの会計も赤字がないため、
比率は発生しません
ただし、
赤字は一般会計からの繰入金で補っています

資金不足比率

それぞれの公営企業会計の赤字額を、料金収入などの事業規模と比較して指標化したもの

12
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令和２年度決算の財政指標をお知らせします

治体の財政破たんを未然に
防ぐために、国では平成
年に財政健全化法を定めました。
この法律は、新たな財政指標に
より、「早期健全化」と「財政再
生」の２段階で自治体の財政悪化
をチェックするルールです。合わ
せて、特別会計や公営企業会計を
一般会計と合算し、連結決算によ
り、自治体の財政状況を明らかに
しようとするものです。
この財政指標では、「早期健全
化基準（イエローカード）」と
「財政再生基準（レッドカー
ド）」が定められ、さらに簡易水
道や下水道などの公営企業会計に
ついても、個別に「経営健全化基
準（イエローカード）」が定めら
れています。
平成 年度の決算からは、この
指標のいずれかが基準を上回った
自治体には、財政の健全化に向け
た計画の策定など、さまざまな制
約が課せられています。
令和２年度の決算に基づく算定
の結果、ニセコ町では、いずれの
指標も早期健全化基準を下回る良
好な数値となっています。

自

町の取り組みやお知らせを紹介するページです

新型コロナウイルスワクチン接種事業 4,786万円
新型コロナウイルスのワクチン接種について、必
要な備品や消耗品の購入費、人件費、郵便などの通
信費を補正します。
主な経費
・人件費
・消耗品
・通信費
・委託料
・使用料
・備品

972万円
148万円
147万円
2,923万円
294万円
302万円

財源
・国からの負担金
・国からの補助金

2,299万円
2,487万円

09 地域福祉の向上
子育て世帯生活支援特別給付金
534万円
新型コロナウイルスの影響を受けた低所得世帯の
生活支援を行うために「子育て世帯生活支援特別給
付金給付事業」が令和3年3月23日に閣議決定され
ました。
非課税の児童手当と特別児童扶養手当を受給して
いる世帯の対象児童1人あたり5万円の給付金と、給
付するための事務費を補正します。
主な経費
・事務費
・子育て世帯生活支援特別給付金
財源
・国からの補助金

34万円
500万円

07
新型コロナウイルス特別対策事業

まちづくり情報室

08 健康づくりと安心できる地域医療

町内公共施設の感染予防対策用品購入費 451万円
町内公共施設で使用する消毒液や除菌スプレーな
どの感染予防対策品を購入します。
非接触型体温測定器等の購入費
99万円
ラジオニセコやニセコこども館で使用する非接触
型体温測定機や飛沫防止用パーテーションを購入し
ます。
観光施設持続化支援給付金
939万円
町内のゴルフ場や温泉施設は町にとって貴重で大
きな観光資源ですが、昨今の情勢により営業に多大
な損害を受けています。
今後も観光資源として温泉・ゴルフ場を継続的に
活用していけるように、入湯税やゴルフ利用税を基
準にその一部相当を各事業所へ観光施設持続化支援
給付金として交付します。
商品券・プレミアム商品券発行事業
4,232万円
新型コロナウイルス感染拡大に影響を受けた経済
への支援を行うため、ニセコ町に住民登録がある町
民全員に1人5,000円分の商品券を配布します。配
布・使用期限は令和3年10月から令和4年1月ごろま
でまでを予定しています。
また、観光客限定のプレミアム商品券10,000冊を
発行し、観光需要の回復を行います。
主な経費
・商品券送付用封筒印刷・郵送料
・町民全員配布商品券
・観光客限定プレミアム商品券
財源
・道からの補助金

128万円
2,641万円
1,463万円

500万円

534万円

の柱建てとなっています。
| 2021 | 10月号 ｜ 広報ニセコ
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まちづくり情報室

令和3年度予算の4月から7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
NISEKO生活・モデル地区構築事業資金貸付金 1億円
国から選定されたSDGｓモデル事業では、町の大
きな課題となっている住宅不足・担い手不足の解消、
SDGｓの理念を取り入れた省エネルギーに配慮した
建物や域内経済循環の向上などの取り組みを行って
います。
昨年、町・地元事業者・専門家団体が共同出資し
て、この事業の運営主体となる「株式会社ニセコま
ち」を設立しました。

株式会社ニセコまちの当面の資金支援として町か
ら貸し付けを行います。貸付期間は20年で、据え置
き期間10年、償還期間10年、無利子・無担保を予
定しています。

完成イメージ

06 地域性を生かす観光の発展
綺羅乃湯地下水廃井工事
413万円
令和 2 年に実施した綺羅乃湯地下水ボーリング調
査では、水質の一部が水道法の基準値を超えている
ことがわかり、綺羅乃湯で利用しないことにしまし
た。
この地下水の別の利活用方法や、将来的に利活用
するための保存・管理を検討していましたが、仮埋
設した井戸上部の道路表面に湧水が確認されました。
浸食による路面陥没の恐れがあることや、飲用に
不適切であること、保存・管理するには多額の投資
が必要であることなどから、廃井するための工事を
行います。
綺羅乃湯大浴場換気扇等改善工事
939万円
綺羅乃湯大浴場の換気口と換気扇が破損しており、
耐用年数も過ぎていることから機能改善を目的に更
新工事を行います。
また、露天風呂のタイルやウッドデッキも破損し
ているため張替工事を行います。
主な経費
・換気口機能改善工事
・換気扇機能改善工事
・タイル張替工事
・ウッドデッキ張替工事

400万円
310万円
128万円
100万円

07 教育と生涯学習の充実
近藤小学校増築工事
1億2,313万円
近藤小学校では児童数の増加により教室数が足り
なくなったため、増築工事を行います。増築予定地
は正面玄関左手のスペースを予定しています。
そのため増築工事に先立ち、玄関横のアーチなど
の事前撤去や、地質調査なども行います。
主な経費
・地質調査
・アーチ撤去工事費
・増築工事管理委託費
・増築工事費

119万円
202万円
266万円
1億1,726万円

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
●
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元気いっぱいがんばります！
幼児センター運動会

MY TOWN
HOT NEWS

9月11日、ニセコ小グラウンドで幼児センター運動会が
行われました。さわやかな運動会日和の中、はじめに参加
園児全員による「ミッキーマウスマーチ体操」で運動会が
スタート。今年は年中のひつじ組と年長のくま組の園児が
参加しました。
徒競走では、ひつじ組は忍者になりきって、お題の書か
れている巻物を見て網に潜ったり、フラフープをくぐった
りしてゴールまで走り抜けました。くま組は紅白に分かれ
て、自分の背丈よりも大きい板を乗り越えたり、下り道に

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。

なっている平均台を渡ったりなど難しい障害も軽々と乗り
越えました。どの園児もピストルの音で力いっぱい走り出

まちの話題

し、みんな元気よく競技に参加しました。

巻物になんて書いてあった？

全力でダッシュ！！

両手でバランスをとって…

来年度の進路の参考に
ニセコ高校体験入学
中学3年生にむけて、ニセコ高校の授業や特色を知ってもらう「ニセコ高校

ニセコをオレンジ色に！
町内にかぼちゃを飾りました
今年もハロウィンに向けてオレン

体験入学」が8月21日に行われ、後志管内から中学3年生19人が参加しました。

ジ色のかぼちゃが町内の各所に飾ら

ニセコ中学校の体験入学は緊急事態宣言明けに実施する予定です。

れました。

はじめに体育館で学校紹介のガイダンスがあり、授業のカリキュラムの説明

9月2日に役場職員や地域おこし協

や昨年リニューアルされた制服のお披露目などが行われました。その後教室に

力隊が中心となり、岩崎ファーム

移動し、ふだんニセコ高校生が受けている数学や現国の授業を体験したあと、

（字富川）のかぼちゃを町内各所に

観光コースではパワーポイントを使って観光用語や英会話の授業を受け、農業

設置。5日には中央連合町内会や協

コースでは農場で高校生が栽培したピーマンやトマトなどの野菜の収穫作業を

力隊など約20人が、小田切農園（字

体験しました。

ニセコ）のかぼちゃを収穫。綺羅乃
湯周辺などに設置しました。

中学校の英語よりも難しそう…

ハートの形のトマトだって！

10月には落書きコンテストやランタン点灯を予定
| 2021 | 10月号 ｜ 広報ニセコ

15

はじめての消火器を使ってみよう
令和３年度ニセコ町少年消防クラブ

ニセコのすばらしいところ全部
『私のまち、ニセコ。』絵画展大賞

昨年度の取り組み成果は？
第 35 回ニセコ町環境審議会

8月21日にニセコ消防で、今年2回

教育委員会主催の「みらいラボ（公

9月2日に今年度初の環境審議会を

目となる少年消防クラブ活動が行わ

営塾）
」
による
『私のまち、ニセコ。
』
の

開催しました。今年度の審議委員は

れました。

公募絵画展が開催されました。

町内事業者など5人でスタート。

当日は6人が参加し、消火器の取

応募された作品は、
綺羅乃湯と町民

審議会では、事務局から第2次環

扱方法を学んだり、実際の火災現場

センターに展示され、
施設利用者の人

境基本計画における昨年度の取り組

で使用する資機材を使用した消防車

気投票で審査が行われました。

み概要や公共施設で使用したガソリ

いけだ

なお

での放水体験、疑似的な煙を発生さ

大賞にはニセコ小 5 年の池田奈緒

せた煙体験ハウスの中に入って煙は

さんの
「ニセコの素晴らしいところ全

ンや電気などのエネルギー量やCO²
排出量について説明しました。綺羅

どのくらい怖いのかを体験したりし

部描いた」
が選ばれました。

乃湯は断熱改修などによってエネル

ました。

人気投票では、
「ニセコのいいとこ

ギー量が削減できました。

まちの話題

参加したクラブ員全員が「水の圧

ろが全部詰まっていて、
みんな楽しそ

委員からは「環境基本計画にある

力が強くて放水の大変さを知った。

う！ コロナで暗い気持ちが楽しい

ものの昨年度に未実施となっている

煙の中は何も見えなくてぶつかりそ

ことを早くしたい。
見たい。
やりた

項目について、実施するべきものを

うになった。初めて消火器を使っ

い！ に変わりました」
と好評をいた

見直し、次回報告してほしい」など

た」と貴重な体験ができました。

だきました。

の指摘がなされました。

放水は力が必要だね

投票していただいたみなさまありがとうございました

5人のうち2人はリモート参加

初めてダチョウに餌やりしたよ
おひさま秋遠足

笹の釣り竿で釣りに挑戦
ニセコチャレンジ
「川遊び」

駅長ハーディーがお出迎え
特急ニセコ号運行

9月15日に子育て支援センター

9月11日に教育委員会主催のニセ

9月4日から23日の間、札幌―函館

「おひさま」を利用している幼児と

コチャレンジで、町内の小学高学年

間を結ぶJR函館線で特急ニセコ号が

お母さんで、ニセコ町の各所をめ

16人が釣りに挑戦しました。

運行しました。特急ニセコ号は札幌

ぐって遊ぶ秋の遠足を行いました。

参加児童は、有島記念館近くの第

を発車し、函館で折り返すため一日

一行はまずダチョウ牧場へ向かい

2カシュンベツ川で、ネマガリダケ

餌やりを体験しました。その後、有

で作った釣り竿にミミズなどのエサ

倶知安―ニセコ間ではニセコリ

島記念館に移動し散策したりブラン

をつけて、釣り糸をたらしました。

ゾート観光協会の職員が乗車し車内

コで遊んだりして、記念撮影したの

1時間半ほどの時間で2～3匹の魚が

販売を行いました。ニセコ駅の看板

ち、髙橋牧場へ行き、芝生の上でみ

かかりましたが、どれもすぐに川に

犬ハーディーもニセコ駅で乗客のみ

んなでお弁当を食べました。

逃がしました。

なさんをお出迎えしました。

初めて間近で見るダチョウはちょっと怖い

帰りに有島ポンドでイトウの観察も

土日を中心に16日間運行

16
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2回ニセコ駅に停車します。

ページ
企画環境課広報広聴係まで
TEL.

44-2121 FAX.44-3500
各所に設置してある『まちづくり広聴

グループで町長と懇談したい場合は

初ものの スイカを 買うは 四半分

コロナ禍に銀婚式を無事迎え願うのはただ何気ない日々

夏花も終わりを告げて少しずつ秋の花へと様変わりゆく

小川

越野

山崎

栄子

芳枝

英文

佐々木 禎子

ニセコ俳句会

孫の工作 じじの汗

宿題の

声転がり 来

テラスでお茶を

椅子ふたつ

秋日暮

綾子
遊ぶ子の
こじんま り

工藤 有里子

清水

ニセコ短歌会

露地野菜の転換期間中有機農産物
認証を取得しました！

17
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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。

今月の広報誌には『私の意見』という

箱』など、どんな方法でも受け付けてい
『
※まちづくり広聴箱』は役場、町民セ
ンター、綺羅乃湯、あそぶっくに設置

は、町長が直接開封し、内容を確認しま

『まちづくりトーク』をご利用ください。

なお

みやざき

私 の意 見
今月は、
みなさんが町やまちづくりに
関して日ごろお気付きになったことを、
気軽に町とやり取りしてもらうための
手法を紹介します。
ぜひ気軽にご活用ください。

用紙が挟んであります。この用紙は、み
ます。

伝えていただくために同封しました。用

しています

す。その後、お寄せいただいた意見や疑

おおむね５人の人が集まりましたら、町

「まちづくりトーク」
もご利用ください

問には一つひとつ回答しますので、でき

でご連絡ください。

する人は事前に企画環境課広報広聴係ま

日程などの調整がありますので、希望

う場合も利用できます。

長や担当者の専門的な話が聞きたいとい

ない場合は町で用意します。また、各課

長が指定の場所にうかがいます。場所が

なお、この用紙以外でも、ご意見は手

に対応します。

については担当部署に指示を行い、早急

また、対応が必要なもの、可能なもの

人情報は厳格に保護します）。

る限り住所や氏名もご記入ください（個

（切手はいりません）。町に届いた用紙

そのまま郵便として出すことができます

紙はのり付けをすると封筒の形になり、

くりに対する意見や疑問を、町に気軽に

なさんが日ごろ抱いている、町やまちづ

『私の意見』をお寄せください

みんなの

紙、ファックス、Ｅメールのほか、町内

WORLDROAD 共同代表の平原依文さ
んが講師となり、学年混合６チームに分
かれ、
「ニセコ町に残したい景色」
につい
て議論しました。
ワークショップを通し
て、ニセコ町の魅力や SDGs について深
く考えることができました。
また、平原
さんからは、SDGs のゴール達成に向け
た活動に対するアドバイスをいただい
たので、これからの取り組みに生かし、
地域貢献をしていきたいと思います。

本校農場の露地野菜は化学農薬や化
学肥料を使用せず、有機 JAS 認証を目
指した環境保全型農業に取り組んでい
ます。
7 月 14 日（水）に有機 JAS 認証セ
ンター株式会社 ACISS から検査員２人
が来校し、実地検査が行われました。
そ
の結果、露地野菜の「転換期間中有機農
産物」の認証を取得することができまし
た。
さらに１年有機管理を継続すること
で、
次年度には有機 JAS 認証を取得した
いと思います。
「転換期間中有機農産物」
として認められたジャガイモやサツマ
イモなどの野菜は、道の駅ニセコビュー
プラザで販売していきたいと思います。
9 月 15 日（水）には、本校体育館にて
オンラインによる SDGs ワークショッ
プを実施しました。
ワークショップでは

宮﨑 凪生
書記
2年

ニセコ高校 農業クラブ

e
c
i
o
V
r
u
O
CULTURE

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.223

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
https://asobook-lib.com/

あそぶっく講座 「触れて学ぶ動
物の骨・角・羽」

実際に、
標本の動物の骨や角・羽に触れ
て学ぶ子どもたち

お 知らせ

みんなのあそぶっく

ラジオニセコ担当番組、みんなのあそ
ぶっくに出演するボランティア

展

本のリクエストをお寄せください

みんなのページ

ご自分の読みたい本があそぶっくで見つからない場
合、
カウンターに置いてある
「読みたい本の利用申込
書」
に書名などを記入し、
スタッフへお渡しください。
購
入、
またはほかの図書館から借り受けをし、
みなさんが
読めるように用意します。
また、
読みたい本が貸し出し
中の際は、
予約の手続きをしていただくと、
本が戻り次
第、
あそぶっくから連絡をさしあげます。
また、
あそぶっくホームページからも貸出中の本の予
約ができます。
不明な点がございましたら、
あそぶっくスタッフにお
声かけください。

ブックカバーサービス

本の
展示

示

9/25～10/26 「音楽
（Music）
」
特集
子ども向けや大人向けに音楽に関連する本を
集めました。
音楽をモチーフとした小説などの作
品もあります。

趣味の 10/1～10/14 アクセサリー／三谷きよみさん
展示 10/15～10/31 風景写真／田中恒寿さん

あそぶっく司書 の おすすめ本

『立花隆 最後に語り伝えたいこと 大江
健三郎との対話と長崎大学の講演』

立花隆：著（中央公論社）

2021年4月に立花隆さんが亡くなり、
5か月が経ちました。

みなさんがお持ちの大切な本に、
透明なフィルムを
掛けるサービスを行っています。
フィルムカバーを掛け
る本に破損箇所がある場合でも、修理をしてからカ
バーを掛け、
好評をいただいています。
費用については
カウンタースタッフまで、
気軽にお問い合わせください。

本書は立花さんが「どうしても最期に残しておきたい」と切望
していたメッセージを収めた遺作です。
第一部には 2015 年、
反戦の思いを学生にぶつけた長崎大学での講演「被爆者なき
時代に向けて」
、第二部「世界は
どこへ行くのか」には立花さんが
終生心の支えにしていた大江健

休館のお知らせ
10/27（水）～10/29（金）の3日間は蔵書点検と図書整
理のため、
休館とさせていただきます。
ご不便をおかけしますが、
ご了承願います。
※本の返却は、
あそぶっく正面玄関にあるブックポストをご利用く
ださい。

三郎さんとの対談の一部が収録
されています。
コロナ禍で浮き彫
りになってきた諸問題にも通じ
る地球規模の危機について立花
さんのメッセージを受け取るこ
とができます。

新 着 本 紹 介
実用書
暮らしが変わる時短家事
ねこ背は10秒で治せる!

読み物
かおり 九十八歳。戦いやまず日は暮れず
小林篤史 噂を売る男－藤岡屋由蔵

オートミールヘルシー&ダイエットレシピ 主婦の友社 硝子の塔の殺人

児童書・絵本
佐藤愛子 出てこい、
出てこい
梶よう子 おべんとうバスのかくれんぼ
知念実希人 なつのおうじゃおにやんま

やまとゆづき
真珠まりこ
谷本雄治

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。
18
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配属先紹介
私の

1. ニセコビュープラザ直売所
張 準原（韓国出身）
1年目

ジャン ジュンウォン

知っていただくために毎月
情報を発信していきます！
編集担当

町の美味しいお野菜を日本全

とも言えるレジに立ちニセコ

直売会に配属され直売会の顔

年５月、ニセコビュープラザ

ら来ました張と申します。今

にちは！ 私は韓国ソウルか

ニセコ町のみなさま、こん

来た野菜はなんだったのだろ

です！ 今まで自分が食べて

が食べられるようになったの

をきっかけになんとピーマン

家さんにピーマンを頂いたの

いました。しかし直売会の農

は抜いて料理をしてもらって

野菜が苦手だった私が、身

う？ 採れたての新鮮なお野

私は幼き

を持って実感したニセコ町の

国に元気よくお届けする大事

頃からピー

お野菜を胸を張ってみなさま

菜はこんなに美味しいんだ、

マンが大の

にお届けしたい、その一心で

な任務を遂

苦手で奥さ

レジに立ち、みなさまをお待

生まれて初めて野菜の甘さに

んにはいつ

ちしております！

行しており

もピーマン

気づきました。

〈2年目〉

≫ラジオニセコ

[Kira 綺羅 Niseko] 内
「協力隊の、
ニセコが好きだから～」

(毎週月曜午後４時20分～50分)

を行いました！

こちらのコーナーでは、協

力隊が一丸となって地域活動

をサポートする「全体活動」の

中から、地域イベント支援の

様子や協力隊独自イベントの

企画・開催結果をレポートし
ます。

今月は、今夏に協力隊全体

として企画しました夏の観光

PRキャンペーンについてレ

Webサイト フェイスブック インスタグラム
▼
▼
▼

が提供するニセココレクショ

とはニセコリゾート観光協会

夏の観光PRキャンペーン

いくプロジェクトです。

し、ニセコ町の魅力を広げて

SNSやブログを通して発信

験・グルメの魅力を協力隊の

ポートします。

≫SNS でも情報発信中！

アクティビティやインドア体

■10 月の出演予定者
10 ／ 4 佐々木綾香 新井直人
11 二見博美 松本竜太
18 小川陽平 鎌田諭
25 鈴木健 阿部美紀

夏の観光PRキャンペーン

独自企画

協力隊の活動内容を
紹介しています

ンというクーポンを用いて、

19
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みんなのページ

となりを町民のみなさんに

ます。

ジャン

福田 ありさ
松田 啓志
実施

8月

私たち協力隊員の活動や人

ニセコ産のとれたて野 菜をみなさまへ

〈1年目〉

阿部 美紀
鎌田 諭

全体活動レポート

、日々の活動を報
から
告
員
！
隊

飯田 絢香

(神奈川県出身）
配属先／
ニセコバス株式会社

出張ネイルを行っています！

る人は、どうぞお気軽にお問い合わせく

は下記SNSよりご確認ください。

Instagram：@inankuru_nails
Facebook：ネイルイナンクル -Inankuru Nails
みんなのページ

バスでにこっとバスの予約

ページ新設を記念して、期間限定の特別

価格でネイルサービスいたします！詳細

野田 ひかる

(滋賀県出身）
配属先／ニセコ
ビュープラザ直売会

業者・飲食事業者を応援する

けているニセコ町内の観光事

の影響により深刻な影響を受

長引く新型コロナウイルス

Youtubeでの投稿もし

ショート動画を作成し

加 え、各 隊 員 が 体 験 し た

ブログやSNSでの投稿に

件にのぼります。
各体験の

ました。
今回の紹介件数は計

はないかと考え、実施しまし

詳細は協力隊WEBページの

ため、自分たちにできること

た。
昨年度は「おうちでお店ご

ルメだけではなく、町内のア

観光協会さんの協力も得てグ

が、今年度はニセコリゾート

SNSで記事を発信しました

絶えず続けてまいります！

からもこのような情報発信を

ました。
私たち協力隊はこれ

身を持って感じることができ

さを食・観光を通して改めて

も発信しました！

SNS等に情報発信するた

月号から本コーナー

していきますのでよろし

を町民のみなさんに発信

この先も、私たちの情報

いう想いを形にしました。

人となりを発信したいと

を通じて私たちの活動や

流が減っている中、記事

で町民のみなさんとの交

掲載されます。コロナ渦

「となりの協力隊」が毎月

10

め、事 業 者 様 へ の イ ン タ

ビューも行いました。
協力し

ていただいた事業者のみなさ

まありがとうございました。

お知らせ

クティビティ事業者様の情報

」と題して、 ブログ、
はん in Niseko
SNSをご覧ください。
町内の飲食店様に絞って
今回、ニセコ町の素晴らし

21

くお願いします！
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2年目

フェイスブック▶
インスタグラム▶

26

ださい。広報ニセコ「となりの協力隊」

松本 竜太

普段は、配属先のニセコ

この夏S U Pで三点倒立をして
みたり、バク転を目指して頭から
着水したりと水遊びに尽力した結
果、 歳にして泳げるようになり
ました！ 別にすごくもなんとも
ないのですが、小学校以来学ぶ機
会を逃して時間だけが経ち、もう
今更、となんとなく避けてきたこ
とだったのでやっと向き合えたこ
とに達成感を感じています。好奇
心を掻き立て、向き合う機会をく
れたニセコの自然に感謝ですね★

ジェルネイルやネイルケアにご興味のあ

(札幌市出身）
配属先／ニセコ
リゾート観光協会

オペレーターをしています

2年目

2年目の松本です。私は妻と娘
と3人でニセコ町へ移住してきま
した。以前は普通のサラリーマン
だったので、ずいぶん思い切った
人生の選択をしたな自分！ と今
は感じています。
妻と結婚当初から話していた
”
羊蹄山の見えるところでのんび
り暮らしたい
“という夢が叶った
し、娘も大きくなって家が狭く
なってきたので・・・次は家が欲
しいな〜と思う今日この頃です。

3年目

が、昨年から個人活動とし

て町内で出張ネイルを行っています。

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

センター

自分でできるよ！ 幼児

１、２歳児クラスの子どもた

ちには、
「なんでも自分でやり

たいの！」の時期があります。

身の回りのことや友だちの真

似っこなど少しだけ背伸びし

て、手を貸すと怒ったり、やり

直したり・・・・・・。

そんな時は「どうせできない

でしょ」ではなく「できるまで

待つ」ことやわからないように

少 し だ け 手 を 貸 し て「で き

た！」の満足感を味わえるよう

にしています。
その気持ちが次

への意欲となり子どもたちが

生き生きと生活する姿へとつ

ながっていくからです。

自分で履けるよ！

おひさま

みんなのページ

藍染めに挑戦

ニセコ生活の家の小野剛
良さんを講師に迎え、
藍染め
を体験しました。
藍は空気に
触れると酸化して色が変化
する繊細な染料で、
藍液は液
の沈殿による老化防止のた
め毎日かき混ぜなければい
けないそうです。
今回参加されたみなさん
は藍染めの体験は初めてで
したが、
バンダナに輪ゴムな
どを縛り、
講師の先生からも
アドバイスをもらいながら、
個性あるとても素敵な作品
ができあがりました。

なかなか素敵にできたよ！！

「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
令和4年度 幼児センター入園児募集
令和4年度に入園する園児の募集が始まります。
入園に必要な書類は、
こども未来課
（役場内）
、
幼児セン
ターで配布します。
◆募集期間／11月1日（月）～11月30日（火）
◆申込み先／幼児センター
【短時間保育】
（幼稚園型）
■対象年齢／3、4、5歳児
【長時間保育】
（保育所型）
■対象年齢／生後6か月～5歳児

〈令和4年度幼児センター入園説明会を行います〉
◆日時／11月5日（金） 午後6時半～
◆場所／幼児センター
※託児を希望する人は10月29日（金）までに申し込みください

10月の子育て講座に
参加してみませんか

ニンジン掘り

◆日時／10月7日(木) 午前10時20分～
※畑までバスで行きます
◆場所／字曽我
◆集合場所／幼児センター
◆申込期限／10月6日(水) ※雨天時予備日10月11日（月）

絵本セラピー
◆日時／10月14日(木) 午前10時～午前11時半
◆場所／町民センター
研修室２
みづき
◆講師／佐藤美次喜さん
◆託児／
「おひさま」
で行います。
◆申込期限／10月8日(金)

幼児センター保育開放
0歳から就学前の親子を対象に幼児センターの保育開
放を行います。
幼児センターの保育を体験しましょう。
◆日時／10月28日（木） 午前10時～
◆申込期限／10月22日（金）

〈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

| 2021 | 10月号 ｜ 広報ニセコ

21

検診無料クーポン券を
利用しましょう
日 本 人 の 死 因 第 一 位 の「が
ん」
。男性の４人に１人、女性
の６人に１人ががんで死亡して
います。

るのは 歳代から増加し始め高

齢になるほど高くなります。

大腸の中に潰瘍やポリープ、

○検査方法

がんがあると出血することがあ

るため、排出された便の中から

血液反応を調べ、出血がないか

を調べます。

検診無料クーポン券配布対象年齢

・

・

・

○子宮がん検診無料クーポン⇩

・ 歳の女性

４月１日現在

○乳がん検診無料クーポン⇩４

月１日現在 ・ ・ ・ ・

歳の女性

・ 歳の男女

⇩４ 月 １ 日 現 在 ・ ・ ・

○大腸がん検診無料クーポン券

55

町で行う 月の検診では、胃・

す。

令和４年２月末までとなりま

有効期間

す。

町で行う検診でも利用できま

がん検診のみ）としています。

厚生病院、
③ニセコ医院（大腸

ん協会検診センター、
②倶知安

指定医療機関を①北海道対が

受診できる医療機関

50

また、日本人が一生のうちに

きるがんで、閉経後 〜 歳代

子宮の頸部または体部を専用

のへらでこすり細胞を採取して

30

50

45

がんと診断される確率は男女と
もに２人に１人です。
がん検診は早期発見すること
で適切な治療につなげ、がんで
死亡する人を減らすことができ
ます。
ニセコ町では一定の年齢に
検診無料クーポン券を配布して

にピークとなります。

なった人へ子宮・乳・大腸がん
いますので、ぜひこの機会にご

○検査方法

○検診方法
マンモグラフィ検査（乳房専
用Ｘ線検査）を用いて乳房を撮
影し、小さなしこりやしこりに
なる前の石灰化した微細な乳が
んの発見ができます。
❷子宮がん
子宮頸がん 子
: 宮の入り口に
発生し、 代・ 代の女性が最
も多く患うがんです。ヒトパピ
ローマウイルスというウイルス
感染に関係が深いがんです。
子宮体部がん 子
: 宮の奥にで
30

顕微鏡で観察します。

25

45

40

98

利用ください。
知っておきたい子宮・乳・大腸
がんの特徴と検診
❶乳がん

20

40
よる死亡が多いのが特徴です。

の部位のがんに比べ、乳がんに

を迎えます。特に 代では、他

め、 代後半から 代にピーク

え続けています。大腸がんに罹

生活の欧米化により患者数は増

次ぐ第２位となっています。食

死亡者数は肺がん、胃がんに

チェックをしてみませんか？

か ら こ そ、総 合 的 に 健 康 の

受診できます。節目年齢の今だ

肺のがん検診や特定健康診査も

10

20

❸大腸がん

50

40

60

vol.

だより

乳がんは 代から増加しはじ

35

TEL.0136-44-2121

保健福祉課健康づくり係

60

60

上仙保健師

50

55

づくり
30

40 50

1歳の写真

こみゅにてぃ~
住民係窓口受付分

健康
40

みんなのページ
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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

10月生まれ

お
し知
らせ
お
ら★せ
ウイルスによる免疫の機

どの機能、ヒト免疫不全

を口座振込します（医療

ださい。
後日3，000円

保健福祉課へ申請してく

練を中止する場合があり

症の状況などによって訓

※新型コロナウイルス感染

■問合せ／総務課防災係

午後2時半 訓練終了

用した住民広報を行います。 ・緊急時環境放射線モニタ

くらしの情報

高齢者肺炎球菌ワクチンを
能に障がいのある人

機関により接種料金が違

ニセコ町からのお知らせ

忘れずに受けましょう

■料 金 ／ 接 種 費 用 の 3，

ます

策を円滑に実施できるよ

①令和3年（2021年）

■対象者／

支払いいただきます。

料金から助成額を差し引 今年も原子力防災訓練
いた額3，820円をお を行います！

で接種する場合は、接種

理解促進を図る

地域住民の防災意識の高

■訓練日時／ 月 日

午前8時 分〜午後2時
半ごろ

■訓練項目／

・広報車による住民広報

℡0136- 2121

リング訓練

定期予防接種対象の人は

いますので、ご確認の上

院

づくり係

う、防災機関が防災技術

■訓練目的／防災関係機関

℡0136- 2201

℡0136- 2121

の向上を図るとともに、

接種してください）
。

000円を助成します。
■指定医療機関／ニセコ医

令和４年（2022年）３月
ますので忘れずに接種しま

（各自で予約してください）

担当＝大橋・上仙

日までが接種期間となり

しょう（個別にお送りして

■お支払方法／ニセコ医院

4月１日〜令和4年

町外の医療機関で接種す

び 町村の主催で「原子力

公式LINEやツイッター

担当＝青田・稲辺

衝突事故１件

が協力して原子力防災対

いる案内文をご確認くださ

（2022年）３月 日

る場合は、
一度料金の全額

防災訓練」を行います。

（木）

午前8時 分〜訓練開始
時の広報訓練として、防災
ラジオ放送やホームページ、 ・災害対策本部設置
・防災ラジオ放送

今年の訓練は原子力災害

28

44

町内において、
泥酔者が暴力をふるう事
件がありました。

■問合せ／保健福祉課健康

い）
。

までの間に ・ ・ ・

をお支払いいただき、
領収

10

揚や、防災対策に関する

・ ・ ・ ・100

書、印鑑、口座番号の確認

町では今年も北海道およ

歳となり、今までに肺炎

44

球菌予防接種を受けたこ

できるもの、
マイナンバー
カード
（マイナンバー通知

13

などのSNS、広報車を使

倶知安警察署／℡ 0136-22-0110

44

② 歳〜 歳未満の人で、

75 31

カード）
を持参の上、
役場

とがない人

70

95

心臓、じん臓、呼吸器な

〈8月6日〉
国道において、
車両同士の衝突
事故が発生しました。

交通事故

暴行事件の発生

件

事

65

90

45

45

85

65

ニセコ町
防犯協会

まちの 事件簿

31

80

60

23
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佐藤弁護士の

くら し の お 悩 み

からは準都市計画区域の

した。また、同年7月1日

都市計画区域が指定されま

て平成 年3月6日から準

曽我、東山の一部）におい

ワ山山麓地域（字ニセコ、

い景観が壊されないように、 は、町ホームページをご覧

な開発によってニセコらし

れません。しかし、無秩序

さんには不便なことかもし

なったりすることは、みな

自由に建物を建てられなく

なったり、自分の土地でも

認申請や認定申請が必要に

それまで必要のなかった確

こ れ ら の ル ー ル に よ り、

願いします。

ついてご理解とご協力をお

ていくため、このルールに

ともニセコ町の景観を守っ

ことができています。今後

ルールにより、景観を守る

とともに策定した新しい

この 年間は、みなさん

（準都市計画）

■ホームページ／

問い合わせください。

制があります。詳しくはお

などについてさまざまな規

地の形状変更、木竹の伐採

設置、建物の色彩変更、土

の新築や増改築、広告物の

す。自然公園内では建築物

自然公園に指定されていま

℡0136- 1354

環境生活課自然環境係

後志総合振興局

（自然公園）

刑または罰金刑が科される可能性がありますが、
い
ずれの刑をどのくらい科されるのかについては、
事故

態様や死傷者の数などの事案の内容、示談の成否、
加害者の反省など、
さまざまな事情を考慮して検察

官が裁判所に求刑し、裁判所が判決を下します。懲

役刑と禁固刑の違いは、
懲役刑は刑務所で木工や縫

製などの刑務作業を行うことが義務であるのに対し、

禁固刑では刑務作業が義務ではありません。
実際に

は、禁固刑に科された人でも刑務作業を行うことを

希望する人が多いようです。
交通事故の裁判では、
禁

固刑が求刑されることが多いのが実情です。

いう点も注目されますが、
法律では、
病気などの理由

70歳以上であることもその理由のひとつに挙げられ

ています。
もっとも、法務省の統計によれば、刑の執

行停止を受けた受刑者は平成29年が19人、
平成30

年が18人、
令和元年が17人。
令和元年に刑務所に入

所した受刑者のうち1295人が70歳以上の高齢者と

が求められているのが実情です。

44

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

ルールなどの詳しい内容

高齢者の場合、
実際に刑務所に収監されるのかと

都市建設課都市計画係

発表されていますので、年齢にかかわらず罪の償い

23

向け守り続けていく必要が

ルール（容積率や接道義務

になるか、担当者にお問い

故で死傷者を出してしまった場合には、
懲役刑、
禁固

の後退などの制限）」の条

などの制限）に加え、同地
事業者も住民も、景観にか

合わせください。

℡0136- 2121

決を受けたニュースがありました。
過失により交通事

例などが施行されています。 あります。

域において「特定用途制限
かわるすべての人が、自ら

また、準都市計画区域と

担当＝島田・金澤

美しい景観をみなさん
で守りましょう

地域（遊技場や工場など建

景観を守る努力をし、地域

は別に、町内の一部地域は

先日、
高齢ドライバーが交通事故を起こし、
有罪判

21

ニセコアンヌプリ、モイ

物などの用途制限の概

の財産である景観を未来に

「交通事故の罪」

■問合せ／（準都市計画）

要）」および「景観地区

●今月のテーマ

12

により刑の執行を停止できる場合が定められており、

くらしの情報
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24

（建築物の高さ、色、壁面

解 決します！

★切り替えは自動ではあり
ません

国民健康保険の手続き
就職して職場の社会保険
に入るとき、もしくは退職
して職場の社会保険が切れ
てしまうときなど、国民健
康保険の切り替えの際は必
ず窓口で手続きをしてくだ
さい。

お持ちください。手続き

月 日

・受付期間／令和3年 月

1日 〜令和4年1月

日

・一次試験日／令和4年1

月 日 、 日

試験日は変更の可能性が

ありますので、詳しくはお

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

所

℡0136- 2177

心の贈り物

ご寄付をいただきました。
善意に感謝します

25

くらしの情報

防災ラジオの自動起動訓練
町では全国瞬時警報シス

・試験日／ 月 日 、

テム（J‐ALERT)の

■自衛官候補生（第5回）

が完了次第、被保険者証
はその場で交付します。
全国一斉訓練にあわせて、

日

■もしも切り替え手続きを

・受験資格／採用予定月の

・試験日／ 月 日 、

月 日

・受付期間／ 月5日 〜

未満の人

1日現在、 歳以上 歳

防災ラジオの自動起動訓練

しないと…／

国から発表される緊急情

を行います。

ていることになり、国民

報を町民のみなさんにいち

国民健康保険に加入し
健康保険税がかかり続け

早くお知らせするため、J
‐ALERTと連動して防

ます。
また、社会保険から国

℡0136- 3540

日

■高等工科学校生徒

または自衛官募集相談員

災ラジオを自動的に起動さ

・受験資格／令和3年4月

下口 登さん

民健康保険に戻るときの

訓練時刻になると、防災

1日現在、 歳以上 歳

せます。

去の社会保険・国民健康

ラジオから大きな音声が流

未満の男子

手続きが複雑になり、過
保険の事実確認が取れる

れます。訓練ですので、お

23

■国民健康保険から社会保
険になるとき／
新しい社会保険被保険

まで、被保険者証を発行

間違えのないよう、ご注意

午前 時

令和３年度一般廃棄物最終処分場地下水モニタリングＰＨ計更新・
井戸ポンプ更新工事
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11

14

できなくなります。

ください。
■訓練日時／（国民保護）
月6日

午前 時

（緊急地震速報）
月5日

自衛官採用のお知らせ

■予定価格：590,000円 ■契約金額：572,000円
■落札率：96.9％ ■契約相手：株式会社 石塚建設

者証を持って窓口にお越

（金）
（月）

※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

しください。国民健康保

28

15

8月7日から9月7日までに行なわれた入札や随意契約は
次のとおりです
令和3年度一般廃棄物最終処分場外壁雪害復旧工事

44

「まちづくりに役立ててください」
群馬県 小川 孝男 様
中央倉庫群へピアノをご寄付いただきました
蘭越町 深町 計 様

加入していない保険証
で医療機関を受診した場
合、保険給付として受け
た金額を返還しなければ
ならなくなり、なおかつ

℡0136- 2121

■問合せ／総務課防災係
険にご自身で給付額を請

担当＝青田・稲辺

受診時に加入していた保
求することになりますの
で、手続きは間違いなく
行ってください。

■自衛官候補生（第4回）

契約結果を公表します

険の喪失手続きをしま

29

19

（日）

（日）

33

（火）

（土）

23

11（金）

18

12（金）
10
18

（土）

12

10

22

11

（月）

12

（日）

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。

17

■予定価格：2,640,000円 ■契約金額：2,541,000円
■落札率：96.3％ ■契約相手：クボタ環境サービス株式会社北海道支店

令和3年度 国際交流施設外構工事

■予定価格：1,749,000円 ■契約金額：1,705,000円
■落札率：97.5％ ■契約相手：株式会社 志田建設

す。
■社会保険から国民健康保
険になるとき／
退職される職場から発
行される離職証明書（※）
を持って、窓口にお越し
ください。
（※離職証明書などの社
会保険が切れた日付が記
載された書類を必ずお持

■問合せ／保健福祉課保健

・受験資格／採用予定月の
1日現在、 歳以上 歳
未満の人

・受付期間／ 月5日 〜

33

《ニセコ町役場受付分》

10

11

11
10

（火）

医療係
℡0136- 2121
担当＝佐藤・佐々木

44

18

ちください。)

（金） （水）

10

社会保険の任意継続が
切れた場合は、任意継続
喪失通知が保険者より届
きますので、その通知を

44

小型家電（ご家庭の電気

済小型家電を回収します。

とごみの減量化のため使用

町ではリサイクルの向上

使用済小型家電の回収

ちいただくか、会場で外箱

ので、小型家電のみをお持

梱包材などは回収しません

収にご協力ください。外箱、

型家電がありましたら、回

ご家庭で不用になった小

かい）

車庫（ニセコ歯科さん向

■回収場所／ニセコ町重輌

2121
℡0136- -

環境係

担当＝松澤・高田

こと、納得できないこと、

ビスについて、困っている

る仕事やその手続き、サー

と「
（株）ニセコまち」のこと

を知っていただけたらと思

セコまちの新しい事務所が運動公園近くにオープ

ンします。
お近くに来られた際は、ぜひ気軽にお立

午後1時〜午後4時
月 日

午後１時

午前9時〜

ヤーなどご家庭で電気や

■回収できるもの／ドライ

ち寄りいただけたら嬉しいです。

は、あらかじめ削除して

で、引き続きニセコまちの活動をチェックしていた

だけたら幸いです！

型の家電

■問合せ／町民生活課生活

令和3年度ニセコ町
産業まつりの中止

さい。相談は無料で秘密は

談委員に気軽にご相談くだ

新型コロナウイルス感染拡

■相談内容／福祉、道路、年

担当＝境・澤田

■日時／ 月 日

時〜正午

■場所／町民センター

午前

■行政相談委員／鹿内英二

止のため中止とします。

型コロナウイルスまん延防

秋のガレージバザーは、新

月中旬に予定していた

を希望される人は開催に

合がありますので、相談

染状況により中止する場

※新型コロナウイルスの感

℡0136- 2407

さん（字有島）

■問合せ／ニセコ生活の家

ついて事前にお問い合わ

℡0136- 2121

生活係

■問合せ／町民生活課町民

せください

℡0136- 1730

秋のガレージバザー中止

窓口サービスなど

金、
登記、
雇用保険、
役所の

℡0136- 2121

■問合せ／農政課農政係

いただきます。

大防止のため中止とさせて

ていた産業まつりについて、 厳守されます。

や意見、要望などを行政相

月中旬に開催を予定し

こうしてほしいなどの苦情

所や公団などが行ってい

毎日の暮らしの中で、役

相談所」が開設されます。

や電池で動く製品）には、
や梱包材などはお持ち帰り

ニセコ町のみなさんにもっ

などの布製小型家電や大

鉄、アルミ、貴金属、レア
ください。

■回収日／ 月 日

メタルといった有用な金属
高齢で回収場所まで持ち
込みできない人は、 月
28

お早めに役場町民生活課ま

電池で動く製品

金属は資源として再生する

日 に収集に伺いますので、 ※個人情報が含まれるもの

が含まれており、これらの

29

ことができます。
そこで、使用済小型家電

だけましたでしょうか？

ください。

どん内容を充実させていきたいと考えていますの

（火）

10

（土）

型家電、電気カーペット
社のウェブサイトや Facebook ページなど、さまざ

10

10

（株）
ニセコまちが実施している活動について、会

19

44

担当＝本間・高田

44

担当＝小野

相
相
談 談
★気軽にご相談ください

「特設行政相談所」
開設
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10

10

で連絡ください。

備を進めているところです。
また今月から、
（株）ニ

を回収して、国の認定を受

り、来年度からの造成工事開始に向けて、着々と準

■回収できないもの／冷蔵

8 月下旬には街区の開発申請の許可が無事にお

※町外の人・事業所、事務

一読ください。

けた事業者が金属資源とし

かける思いをご紹介させていただきました。ぜひご

庫、こたつなどの木製小

ちの紹介チラシはご覧いた

44

44

44

月 日 に「特設行政

（火）

30

まな場で情報発信を行っていきます。
これからどん

くらしの情報

19

(木)

い、会社の概要や街づくりに

所、店舗からの小型家電

で入っていた（株）ニセコま

て再生して、資源の循環を

先月号の広報誌に折り込み

は回収できません

みなさん、こんにちは！

目指します。

まちづくり会社の活動！

10

（金）
Facebook▶
ウェブサイト▶

10

10

Vol.13

追跡！

もからお年寄りまで、ここ

倶知安保健所では、子ど
を記入し、保育することが

の条件を確認のうえ申込書

望する児童の保護者は、次

童を募集します。利用を希

ろの健康について心配のあ
難しいことを証明する書類

月1日 からです。こども

請求された。
手続費用は電子マネーで支払う必要が

ある。
本当に費用が必要なのか知りたい」という内

容の相談が全国の相談窓口に寄せられています。

国民生活センターや北海道立消費生活センター、

本窓口
（ようてい地域消費生活相談窓口）
など、消費

生活相談窓口は相談者以外の人に突然、メールや電

話で連絡を取ることはありません。
また、相談は無

料ですし、お金を要求したり、一時的に預かって、後

連絡ください。

応じています。気軽にご

が電話相談、来所相談に

※その他、平日には保健師

■場所／倶知安保健所

は、4年生までの利用者

※小学校5年生以上の利用

生から4年生までの児童

にお住まいの小学校1年

欠けると判断できる町内

1日時点で、昼間保育に

■対象児童／令和4年4月

問い合わせください。

童全員の保護者に入って

ます。
保護者の会は利用児

か親子レクを実施してい

う教材費などの負担のほ

保護者の会では、行事に使

いる。
免除になります。
また、利用料金とは別に、 ・お子さんと離れ日常の家

額の半額、第2子以降は

する場合は、第1子を月

■問合せ／倶知安保健所健

当たっている。

・震災などの災害の復旧に

ている。

同居の親族を常に介護し

・病気や心身に障害がある

心身に障害がある。

・病気やケガで療養中か、

産後間がない。

・妊娠中である、または出

る。

事以外に常に労働をしい

・住宅外で常に労働をして

（平日午前8時 分〜午

数に応じて改めてお知ら

後5時半）
康推進課保健係

いただいており、会費は偶
数月にまとめて引き落と
しをさせていただいてま
す(
口座振替数料110円
は保護者負担）
。
兄弟割引

※同一世帯から2人以上の

月額6，000円

■利用料金／

℡0136- 1951

募
募
集 集
ニセコこども館利用者募集
ニセコこども館では、令

児童を利用させる場合は、

はありません。

手続き費用をニセの相手に支払ったとしても示

談金を受け取ることは絶対にできません。
公的機関

審な点があった場合は警察や役場、相談窓口へご連

絡ください。

あります。

ど、利用できないことが

件に合わなかったときな

決定します。
なお、利用条

類を審査し、利用児童を

■利用判定／提出された書

で返金するということもありません。

件などにあてはまること。

の成人すべて）が次の条

■利用条件／保護者（同居

ます』
という連絡があった。
その後、手続きの費用を

くらしの情報

受け取れる人に連絡しています。
手続きをお願いし

子 以 降 は 免 除。
また準要

「国民生活センターを名乗る人から、メールや電

館での活動や申込書の記載

話で『大手サイトと示談が成立したので、示談金を

保護者世帯の児童が利用

消費生活センターを語る
ニセのメールや電話にご注意

方法など、詳しいことはお

消費生活相談メモ

第2子を月額の半額、
第3

■申込期間／ 月1日 〜

月 日

■申込書提出先／教育委員

会こども未来課、幼児セ

ンター（兄弟などがいる

場合に可）

■申込み・問合せ／教育委

員会こども未来課

℡0136- 2101

担当＝谷井・淵野

27
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こころの健康相談

る人に専門医が相談に応じ
（雇用証明書など）をつけ

で配布および町ホームペー

申込書は、こども未来課

て提出してください。

ています。
プライバシーは厳守され
ます。安心してご相談くだ
さい。
ジよりダウンロードが可能
です。なお、申込書の配布

相談は無料ですが予約制
です。相談日の3日前まで
およびホームページへの掲

午後
載は、募集開始日と同様

にご連絡をお願いします。
■日時／ 月 日
午

11

せします

前 時〜正午

令和4年1月 日

2時〜午後4時

11

和4年4月から利用する児

■問合せ／ようてい地域消費生活相談窓口
℡ 0136-44-1600 担当＝池田

（月）

（月）

の請求を受けたとしても、すぐにお金を渡さず、不

（火）
11

44

45

と思われる名称の発信者からメールや電話で費用

30

（木）
（月）

25

17

23

11

10

クリーンステーション

生ごみ袋の使用アドバイス

❸長期保存しないで使い切ることができる生ごみ袋のサイズと枚数を購入する。
また、生ごみの袋の中に微生物の力で分解できない素材で作られたラップや袋、白色トレイ
などは絶対に入れないようにしてください。
排水溝や三角コーナーの生ごみを、ネットに入っ
たまま生ごみ袋に捨てている人は、
使用しているネットの素材を確認してみてください。
■問合せ／町民生活課生活環境係

午後

30

（月）

（火）
11

（月）

29

（金）

10
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担当＝佐藤

28

44

または、幼児センター

戸数／各1戸

℡0136- 2700

41,000円

家賃38,000円
車庫 3,000円
（固定家賃）

●受付期間／１０月１日
（金）
～１０月１５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／都市建設課住宅管理係 担当＝浅井・田中

11
託児を希望する人は、

【短時間保育】（幼稚園型）

■対象年齢／３•
４•
５歳児

【長時間保育】（保育所型）

■対象年齢／生後６か月〜

５歳児

特定公共 本通Ａ団地
1LＤＫ
耐火構造
（45.26㎡）
賃貸住宅
1号棟
2階建
（単身用） 106号室 平成11年建設

■問合せ／教育委員会こど

簡易
10,800円～
公営住宅 新有島団地 3LＤＫ
（61.99㎡） 耐火構造
69,800円
2号棟
（世帯用）
101号室 昭和62年建設
2階建 （収入等で変動）

44

も未来課

12,100円～

担当＝谷井・淵野

3ＬＤＫ

（67.5㎡） 中耐火構造
59,100円
3階建 （収入等で変動）
平成5年建設

各 駐 車 スペ ー ス 有

望羊団地
H棟
202号室

℡0136- 2101

10,500円～
富士見団地 3ＬＤＫ
公営住宅
耐火構造
（61.99㎡）
65,500円
3号棟
（世帯用）
2階建 （収入等で変動）
102号室 昭和58年建設
公営住宅
（世帯用）

（金）

11

月 日

無

1ＬＤＫ
簡易
5,700円～
公営住宅 有島団地
（39.87㎡） 耐火構造
1号棟
35,500円
（世帯用）
102号室 昭和44年建設 平屋建 （収入等で変動）

駐車場

■申込み／教育委員会こど

家 賃目安

最低～最高

も未来課、幼児センター

構造

11

令和４年度幼児センター
入園説明会を行います

形式

■日時／ 月5日

団地名

6時半〜

空き室 があります

■場所／幼児センター

種類

担当＝松澤・高田

駐車スペース

くらしの情報

町営
住宅に

℡ 0136-44-2121

載は、募集開始日と同様

❶熱いものを入れない。 ❷水気をできるだけ切る。

ども未来課、幼児センター

まいます。
そのため、
生ごみ袋を使うときのポイントとして、
3 つを紹介します。

です。なお、申込書の配布

およびホームページへの掲

てしまうことがあります。
また、他の袋と比べると劣化が早いので古い袋だと簡単に破れてし

月 日 までにお申し込

しかし、このような素材の特徴のため、熱いものを入れたり、水分が多いと袋が溶けて破れ

月1日 からです。

も作業効率的にも非常に良くなっています。

で配布および町ホームペー

た生ごみを、袋の中から出すことなくそのままたい肥の原料として使うことができ、衛生的に

令和4年度幼児センター
入園募集

素に完全分解されるのが最大の特徴です。
この素材を使うことによって各家庭から排出され

みください。

ます。
この素材は、土や水の中にある微生物によってバラバラになり最終的には水と二酸化炭

■募集期間／ 月1日 〜

み袋」
は一般のビニールやプラスチック製ではなく、
「生分解性樹脂」
という素材が使われてい

ジよりダウンロードが可能

ニセコ町では各家庭から出された生ごみは、たい肥の原料になっています。
そのため「生ご

令和4年度に入園する園

入園に必要な書類は、こ

ていただいています。
今回は、
この生ごみ袋についての注意点をお知らせします。

児の募集が始まります。

みなさんのご家庭から出る生ごみは、青字が印刷された「生ごみ」の専用袋に入れて排出し

大 島 ミ チ ル 作曲・風笛
察してみませんか。

外で実際に天体望遠鏡で観

第 回有島武郎青少年公
募絵画展

を継承して今年 回目を迎

有島武郎の芸術振興精神
午後

■日時／ 月 日

です

くらしの情報

文
文
化 化
バイオリン・フルート・ピ
ほか
■料金／入館料のみ、 歳

教育長

昨年 月に教育長に就任し

こんげつは

て早1年。
ニセコ町の教育、特

に高校振興に寄与したいと考

えています。
高校教員として

年間、うち 年間は道教委

で、また校長として3校8年

間勤務しました。

札幌西高校での文科省研究

指定事業「SSH:
スーパーサ

イエンスハイスクール」の取

り組みが記憶に残っていま

す。
苦労して校内の先生がた

をとりまとめて申請するのに

2年かかりましたが、勤務最

後の1年間、実施状況を見届

けることができました。
SSH

の取り組みを契機として、全

国の大学や研究機関、海外施

設などで研修することがで

き、生徒たちには貴重な経験

になったと思っています。

退職後は、専門学校校長、私

立大学教授職などを経験し教

育の在り方をさらに学んでき

ました。
よろしくお願いしま

ニセコ町教育委員会教育長

す。

片 岡 辰 三

29
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ニューシネマパラダ イ ス 、 ターが
「X字」
にみえます。
屋

アノが織りなす
「秋の調べ」
午後

え る 公 募 絵 画 展。
入 賞・入

■問合せ／コミュニティ・スクール委員会事務局
教育委員会 スクールコーディネーター 青山 智恵
℡ 0136-44-2101

■日時／ 月3日
7時半開始
（1時間程度）
■場所／有島記念館集合

選作品を展示します。

以上の町民無料
■定員／ 人
（事前予約制）

■期間／ 月 日 〜 月

44

さい。

1時半開場、午後2時開

■講師／吉田玄一さん（と

■問合せ・申込み／有島記

■問合せ／有島記念館

活動をしています。
詳しくは下記までお問い合わせくだ

℡0136- 3245

念館

以上の町民無料

■場所／有島記念館

7日

11

65

■参加費／無料

（土）

■料金／入館料のみ、 歳

まりん館学芸員）

■問合せ・申込み／有島記

33

23

■定員／ 人
（事前予約制）

（日）
10

の補助、屋外の環境整備など学校の要望に応じて幅広く

演

幼児センター・各学校の活動をお手伝いしてくれる

33

今年度は、登山遠足やプール遊びの支援、図工の授業

■場所／有島記念館

つに見える星）を望遠鏡で観察しました。
また、
「いるか

℡0136- 3245

ボランティアさんを募集しています。

念館

（2 つの星が非常に近くにあるため、
肉眼では重なって一

担当＝伊藤・金沢

■学校支援ボランティア募集！

■出演／中倫子さん（バイ

（水）

がめてみてはいかがでしょうか。

℡0136- 3245

にじゅうせい

11

13

44

ならではです。
晴れた夜には改めて、ゆっくり星空をな

オリン）、北濱侑樹さん

いる渡辺浩樹さんを講師に迎えて、小学生対象の星空観

10

10

星がキレイに見えるのは自然環境が豊かなニセコ町

担当＝伊藤・金沢

8 月 6 日（金）に、ニセコエリアで星空のガイドをして

10

などの声が聞かれました。

（フルート）、宮澤むじ

天の川や夏の大三角の話を聞いたり、北斗七星の二重星

13

参加した約 30 人の小学生は、実際に星空を見ながら、

10
察会を実施しました。

担当＝伊藤・金沢
られない、いるか座のことを知ることができて嬉しい」

30

ほしぞら観察 みんなで

る地域でしか見られない星座があることを学びました。

かさん（ピアノ）

美しい星空はニセコの宝！
～
「豊かな心部会」
星空観察会の実施～

34

65

座」を観察した際には、ニセコのように空気が澄んでい

■演奏曲／D・ショスタコー

コミュニティ・スクール

チャンネル

日に、月のクレー

ができて楽しかった」
「空気が澄んでいる場所でしか見

（日）

をみよう
ヴィチ作曲・5つの小品、 「月面Ｘ」

地域とともにある学校づくり

31

月

参加した小学生からは「星のことをたくさん知ること

44

10

E・モリコーネ作曲・

ニセコスタイルの

vol.

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 10
OCTOBER

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
3▢

町道民税・後期高齢者医療保険料〈第3期〉
国民健康保険税〈第5期〉の納期です

幼 ＝幼児センター

有 ＝有島記念館 倉 ＝中央倉庫群 オ ＝オンライン

月
4▢

火
5▢

日
10▢

月
11▢

火
12▢

●初めて学ぶ方向けの ●歯科健診／
町：13：00～
中国語講座／
オ
オ：10：00～
●貯筋教室／
町：10：30～
町
●放課後子ども教室／
ニセコ小学校：13：30～

■町道民税・国民健康保険税／税務課
■後期高齢者医療保険料／保健福祉課
〈いずれも〉 ℡ 0136-44-2121
※状況により中止・延期とする場合があります。

水
6▢

木
7▢

金
8▢

水
13▢

木
14▢

金
15▢

●あそぶっく趣味の教室 ●初めて学ぶ方向けの ●秋のクリーン作戦／ ●防災ラジオ自動起動 ●乳児健診／
町
訓練：11：00～
町内：9：00～
『アイヌ木彫りは美しい！』／
町：13：00～
中国語講座／
くらしの情報ｐ25参照 ●子育て講座「ニンジン
あ
オ
●弁護士無料法律相談／
あ：10：00～
オ：10：00～
町：13：00～
町
●ニセコみらいラボ／
堀り」／
●バイオリン・フルート・ ●放課後子ども教室／
町：15：00～
幼：10：20～
ピアノが織りなす
「秋
ニセコ小学校：13：30～ ●歯科健診／
幼
町：14：00～
の調べ」／
にこにこ広場ｐ18参照
有
●健康運動教室／
有：14：00～
●あそぶっくらぶ／
町：19：00～
くらしの情報ｐ29参照
あ：15：00～

あそぶっく休館日

25日（月）

◆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

カレンダーの見方

10月は

土
9▢

●ニセコ英会話サークル／
オ：10：00～

土
16▢

●ニセコみらいラボ／ ●子育て講座「絵本セ ●放課後子ども教室／ ●ニセコ小学校学芸会／
町：15：00～
町
近藤小学校：14：15～
ニセコ小学校
ラピー」／
町：10：00～
●おばんです町長室／
町
役：17：00～
にこにこ広場ｐ18参照
●ほしぞら観察 みんな ●あそぶっくらぶ／
で「月面X」
をみよう／
あ：15：00～
有：19：30～
くらしの情報ｐ29参照
町

日
17▢

あそぶっく休館日

月
18▢

まちのカレンダー

あそぶっく休館日

日
24▢

日
31▢

月
25▢

●初めて学ぶ方向けの
中国語講座／
オ
オ：10：00～
●放課後子ども教室／
ニセコ小学校：13：30～

あそぶっく休館日

11/1 ▢
月

30
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こ

火
19▢

水
20▢

木
21▢

金
22▢

火
26▢

水
27▢

木
28▢

金
29▢

●特設行政相談所／
●ラジオニセコ割込放送／ ●あそぶっくらぶ／
役：10：50～
町
役
あ：15：00～
町：10：00～
くらしの情報ｐ26参照 ●ニセコみらいラボ／
町：15：00～
●介護なんでも相談室／
町
役：10：00～
●弁護士無料法律相談／
町：13：00～
●歯科健診／
町：13：00～
●健康運動教室／
町
町:19:00～

火
2▢

●初めて学ぶ方向けの ●対がん総合検診／
役：6：00～
中国語講座／
オ
●弁護士無料法律相談／
オ：10：00～
町：13：00～
町
●放課後子ども教室／
ニセコ小学校：13：30～ ●健康運動教室／
町：19：00～

あそぶっく休館日

中央倉庫群休館日

●巡回ミニドック／
町：6：00～
●ニセコみらいラボ／
町
町：15：00～

中央倉庫群休館日
あそぶっく休館日

水
3▢

文化の日

土
23▢

●エキノコックス駆除作業／ ●ニセコ英会話サークル／
町内：9：00～
オ：10：00～
●貯筋教室／
●第33回有島武郎青少
年公募絵画展／
町：10：30～
有（～11/7）
●放課後子ども教室／ 有
近藤小学校：14：15～ くらしの情報ｐ29参照

土
30▢

●巡回ミニドック／
●使用済小型家電の回収／ ●使用済小型家電の回収／
町
町：6：00～
ニセコ町重輌車庫：
ニセコ町重輌車庫：
●原子力防災訓練／
9：00～13：00
13：00～16：00
町内：8：45～14：30
くらしの情報ｐ26参照
くらしの情報ｐ26参照
くらしの情報ｐ23参照 ●放課後子ども教室／
●幼児センター保育開放／
近藤小学校：14：15～
幼：10：00～
幼
にこにこ広場ｐ18参照

あそぶっく休館日

あそぶっく休館日

●夜間・休日の救急・急病対応

倶
▢倶知安厚生病院

救急受付

365日
24
時間対応
℡ 0136-22-1141

あそぶっく休館日

広報

写 真を募集します！
「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。

10月号
令和3年（2021年）10月1日発行 第714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55番地 TEL.0136-44-2121

9月10日 羊蹄山と有島記念館
撮影者：千葉富子さん
9月上旬 な～んと素晴らしいお尻！
（字富川）
撮影者：Nisekoフレンズさん

庭の虫のための
『ニセコ』
ゲストハウス
（小学生の息子作）
撮影者：大久保純子さん

中央倉庫群通信

vol.14

アップライトピアノがやってきました！

FAX.0136-44-3500

みなさんこんにちは。ついにニセコも猛暑と言われた夏が終わ
り、紅葉がきれいな時期になってきましたね。さて秋ということ
で、なにが頭に思い浮かびますか？ 食欲の秋、スポーツの秋、読
書の秋といろいろありますが……そう！芸術の秋ですよね！？ そ
こで中央倉庫群では、9月に旧でんぷん工場にアップライトピアノ
を設置しました！
このピアノは蘭越町の演奏家の方からご縁があって寄贈していた
だいたもので、イベントなどがあればこのピアノを用いた演奏会も
開催される予定になっています。さらにどなたにでも演奏していた
だけますので、ぜひとも町民のみなさんにピアノを見に旧でんぷん
工場にお立ち寄りいただければと思います。
また、当初令和3年(2021年)9月30日までとさせていただいてい
ました町民、町内事業者向けの無料貸館につきましては来年3月31
日までと期間が延長されました。無料貸館などの問い合わせにつき
ましてはホームページまたはお電話にてお待ちしています。

2,453人

女

2,478人

（前月比 ＋8）

（前月比 ＋2）

世帯数 2,525
（前月比 -1）

うち外国人
280
うち外国人世帯 167

10

編集後記

空間放射線量率は
平常レベルです

男

みなさん今年の夏はどのように過ごし
ていましたか？ 私は家に引きこもって
いました。
猛暑でしたからね、外で過ごす
には暑すぎました。
私の家にはエアコンがありません。
おそ
らく北海道にお住まいのほとんどの方が
同じかと思います。
例年であれば扇風機を
つけていれば耐えられたものですが、今年
の暑さは別格でした。
家の中で熱中症にな
るんじゃないかと思ったのは今年が初め
てです。
たまらずエアコンだけを目当てに
自分の車に避難したこともありました。
そんな夏も終わり、
９月も半ばを過ぎる

最高値 0.047μGy/h
最低値 0.033μGy/h
平均値 0.035μGy/h

人口 4,931人

（前月比 ＋10）

と涼しいですね 。
これが北海道に住んで
…
いる特権です。 月以降もこんな引きこも
り日和が続けばいいな〜とゆる〜く願っ
ています。
（ふ）

測定日 9月15日までの
1か月間

人の動き（8月末現在）
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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
10月の休館日／13日(水)、27日(水)
TEL:0136-55-5538 FAX:0136-55-5596
facebook.com/niseko.soukogun

