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まちの「今」を伝える情報誌
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おいしそうな人参掘ったよ！
ひらの

もとい

平野 基くん

町の取り組みやお知らせを紹介するページです

運用開始！
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条例制定の背景・ニセコ町の対応
ニセコ町では、「環境モデル都市」
と
して、温室効果ガスの排出量を２０
５０年に２０１５年比で ％削減す
る目標を掲げています。
その目標の
達成に向け、省エネ性能の高い建物

吸収量など

の推進や適正規模の高効率設備の導

ンプラン、
2019 年 3 月）

入、再生可能エネルギー設備の導入
など、さまざまな取り組みを続けて
います。
一方で、
全国・全世界では、
近年、
地
球温暖化の進行などに伴い、深刻な
気象災害が多発するなど、地球規模
での環境の危惧が進行しています。
そこで町は、昨年７月に気候非常
事態を宣言し、あわせて、地球温暖化
の大きな要因である温室効果ガスの
排出量を、２０５０年までに実質ゼ
ロ（ゼロカーボン）にすることを目指
す宣言をしました。
気候変動へ対応し、持続可能な社
会を実現していくためには、温室効
果ガスの排出を抑制する
「緩和」
と、
気
候変動の影響に対処して社会のあり
方を調整していく
「適応」
を両軸に、
今
後も町として先進的な施策への挑戦

進による二酸化炭素の

（2021 年４月）
2050 年までに 86% 削減
（第２次アクショ

方針」
の策定
森林の適切な管理の推

「ニセコ町気候変動適応
温室効果ガスの排出量を 2015 年比で

86

など、さまざまな取り組みを進めて
いく必要があります。

適 応
緩 和

まちづくり情報室

『再生可能エネルギー事業の
適正な促進に関する条例』が

令和４年４月から施行されます

気候変動への対応

環境関連条例の制定・検討

◎環境基本条例の改正
（2021 年４月）

●再生可能エネルギー事業の適正な促進に関する条例

（2021 年 4 月制定、
2022 年 4 月施行）

●自転車の適切な利用を促進する条例
（2021 年４月）

●
（仮）
気候変動対策推進条例
（検討中） など

森林ビジョンの策定（2021年８月）

2050 年温室効果ガス排出量実質ゼロ
（ゼロカーボン）

の利用の促進と持続可能な地域づ

・地域における再生可能エネルギー
しようとする事業者

つ再生可能エネルギー設備を設置

・ キロワット以上の定格出力をも

・地域と調和した手法による再生可

くりに関する方針
前述の考えのもと町では、温室効
能エネルギー事業の実施に関する

﹁再生可能エネルギー事業の適
正な促進に関する条例﹂
とは？

果ガスの排出削減と、町外から調達

また、届出後にあっては、町との協

完了届の提出、事業の実施状況や、事

定の締結に向けた協議のほか、工事

・町民による主体的な再生可能エネ

業を終了した場合の設備撤去の完了

基本的事項

ことで地域経済の活性化を図るとい
ルギーの利用の促進を目的とする

しているエネルギーを地消地産する
う観点から、再生可能エネルギー事

に至るまで、報告を求めることとし

標準的な手続きの流れは下図のと

ています。

事業に関する基本的事項
・生活環境等に関して配慮すべき事

業に対し、環境への適切な配慮と地
域との共生をしっかり求めつつ、再
項

おりです。
事業実施に向けては、十分

生可能エネルギーの利用は積極的に
推進していきたいと考えています。

な時間を設けて手続きを進めること

め、町、事業者および町民の責務を

の保全といった観点から、特に配慮

災害の防止、良好な自然環境など

ルギーの利用の促進を目的とし、か

住民による主体的な再生可能エネ

④地域振興型事業の認定

が求められます。

そこで、再生可能エネルギー事業

明らかにするとともに、再生可能エ

が必要と認められる次の地域を「抑

②抑制区域の設定

ネルギー事業を実施しようとする事

制区域」
として設定します。

を推進するにあたっての指針を定

業者に対し、届出などの手続きを求
に貢献するような事業に対しては町

・急傾斜地崩壊危険区域

・地すべり防止区域

資すると認められる事業を認定し、

うち、特に持続可能な地域づくりに

可能エネルギーの利用となる事業の

つ、地域と調和した手法による再生

が認定・支援する旨を本条例で定め

・土砂災害警戒区域及び特別警戒区域

町が必要な助言や支援をすることが

める一方で、持続可能な地域づくり

ました。以下、主なポイントを紹介

・保安林

できることとしています。

本条例についての詳細は、町ホー
町内において、次の再生可能エネ

③事業者に義務付ける手続き

します。
〈条例の主なポイント〉
①指針
再生可能エネルギー事業の適切な

ルギー事業を行おうとする事業者に

市推進係

ムページをご覧ください。

促進を図るため、次の事項の指針を

対し、事業着手前の届出、届出に先

44

■問合せ／企画環境課環境モデル都

定めています。

開催を義務付けています。

立って町長への協議と住民説明会の

まちづくり情報室

事業計画の作成

町との事前協議

出

周辺住民説明会

届

協定の締結

工事着手

完了届出

使用開始

毎年度稼働状況等報告
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担当＝久保・川埜

まちづくり情報室

お父さんお母さんへ練習の成果を披露！
ニセコ小学校学芸会
10月16日にニセコ小学校で学芸会が行われました。来
場した保護者は一学年ごとに体育館へ入退場し、合間に
換気を行うなどの感染症対策がされての開催となりまし
た。
今年は「パフォーマンスに魂を込めて 観客を圧倒さ
せるような【楽】芸会にしよう！！」をスローガンに、
まちの話題

全校児童が音楽や劇を披露しました。
5年生の音楽ではそれぞれの楽器のソロパートがあ
り、各楽器ごとの特性を生かして生き生きと演奏を行っ

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。

ていました。6年生の劇は、授業で習った弥生時代を
ベースに脚本から自分たちで作り上げたオリジナルの喜
劇で、会場からは笑い声と拍手が沸きあがりました。

縄文時代にタイムスリップ
（6年生）

ニセコスカパラダイスオーケストラ
（5年生）
猫がでてきたぞー！
（2年生）

町をきれいに！
秋のクリーン作戦

大きく実りました
ニセコ高校生稲刈り体験

こんなごみも拾ったよ
ニセコ小ごみ拾い活動

町では、10月5日に町内会や赤十

9月27日に字里見の大橋敏範さん

9月24日にニセコ小学校の全校児

字奉仕団、ライオンズクラブなどの

の田んぼで、ニセコ高校生の稲刈り

童が、ごみを拾う校外清掃活動を行

みなさんに協力していただき、秋の

体験が行われました。収穫を行った

いました。この活動は、公園や通学

クリーン作戦を実施しました。

田んぼは今年5月に高校生自らが手

路のごみを拾うことで、子どもたち

植えした場所で、この日が２回目の

に町をきれいにしようと思ってもら

実習となりました。

うよう、毎年行われています。

地域おこし協力隊なども含め約60
人が、市街地を中心に町内のごみを
拾って歩きました。旧軌道線の通り

3年生7人と地域おこし協力隊5人

参加児童たちは学年ごとのグルー

には多くのごみが捨てられており、

が1時間ほどですべての稲を刈りま

プに分かれて町内各地へ出発。1年

ごみ袋いっぱいに落ちていたものを

した。その後大橋さんから田植えか

生はちびっこ広場でペットボトルや

拾い集めました。

ら収穫までの工程をお聞きしました。

お菓子のごみを拾い集めました。

人通りの少ない道には弁当殻や空き缶などが

米を作るには八十八の工程があります

ごみがいっぱいあったよ
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まちの話題

気軽に相談してみませんか
介護なんでも相談室

作り手から直接お話も
ワイン×フットパスツアー

町地域包括支援センターとニセコ

10月2日にニセコ高校4年生の青木

10月2日に教育委員会主催のニセ

福祉会では、7月から毎月第3火曜日

未歩さんと齊藤野の花さんのお二人

コチャレンジが行われ、参加した小

午前10時～午後1時まで、新庁舎1階

が企画したフットパスツアーが開催

学生18人が字曽我のニセコリバーサ

展示コーナーで、「介護なんでも相

されました。二人は4～5月にニセコ

イドヒルキャンプ場で、火おこしに

談室」を始めました。会場では、介

ワイナリーで研修を受けたときから、

挑戦しました。

護用品の展示や使い方の説明も行っ

ヴィンヤード（ブドウ畑）が織りな

木炭や焚き付けを使用せず、乾燥

ています。

す美しい景観やおいしい食が集まる

させたわらや木の皮に着火して徐々

近藤地区の魅力を多くの人に伝えた

に太い木材へ火を移していくことで

いと今回の構想を練ってきました。

安定した火にする方法で火おこしを

年をとったり、病気になると自分
でできなくなることが増え、家族に

どうしたらうまく燃えるかな？
ニセコチャレンジ火おこし体験

手伝ってもらったり、手伝うことが

当日は、クイズや体験など楽しめ

多くなります。そんなとき、ちょっ

るような工夫も随所に凝らされ、ラ

に火が付かず、多くの子が悪戦苦闘。

と聞いてみたい、話を聞いてほしい、

ンチタイムには作り手に特別に作っ

少し雨が降るなど天気はよくありま

関心がある、などお気軽にご相談く

てもらったニセコの食材をぜいたく

せんでしたが、大人の力も借りて最

ださい。相談は無料で、介護支援専

に詰めたランチボックスを前に、参

後はみんな自分の火をおこすことが

門員が対応します。

加者同士の交流も進みました。

できました。

毎月第2火曜日10時～午後4時に電話相談も（TEL:44-1960）

約20人の参加者が高校生のガイドを楽しみました

自分で起こした火で焼肉！

芳醇な香りが
ワイナリーブドウ収穫体験

コロナ終息を願って
打ち上げ花火

行いました。最初はうまく太い木材

芸術の秋を楽しもう
秋のプレコンサート

10月14日にニセコワイナリー（字

10月9日午後6時半、商工会青年

9月に町内ホテルなどで演奏され

近藤・本間泰則代表）のブドウ畑で

部・女性部やJAようてい青年部・女

ている深町計さんから中央倉庫群に

近藤小4年生11人がブドウの収穫体

性部などで構成する実行委員会主催

アップライトピアノを寄贈いただき

験を行いました。

の打ち上げ花火が行われました。

ました。このピアノは深町さんが40

ワイン用のブドウだから甘くない

今年も「七夕の夕べ花火大会」が

と思っていた子は、実っているブド

中止となったこと受け、昨年と同じ

ピアノ設置を記念した11月のイベ

ウを味見してみると「あまくておい

く町内の未就学児童・小中学生・高

ント前の10月10日に、旧でんぷん工

しい！」とびっくりした様子。大き

校生に入場制限を行っての開催とな

場でミニコンサートが開かれ、子ど

く実ったブドウを丁寧に収穫してい

りました。花火は約15分間、秋の夜

もたちを中心に関係者約20人が芸術

ました。

空に打ち上げられました。

の秋を楽しみました。

ニセコ中・高校生も別の日に体験

来年はお祭りができるといいですね

11月に本番のコンサートを開催予定

04
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年前に札幌で購入したものです。

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

みんなの
ページ

企画環境課広報広聴係まで

44-2121 FAX.44-3500

TEL.

みんなのページ

CULTURE

ニセコ短歌会

ニセコ俳句会

ニセコ高校 農業クラブ

INFORMATION

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/
みんなのページ

企画環境課林業サポート
2.

新井 直人（埼玉県出身）
1年目

配属先紹介
私の

なおと
あらい

協力隊
02.

私たち協力隊員の活動や人

となりを町民のみなさんに

知っていただくために毎月

となっています。それが自然

以前から、自然の中で遊ば

こんにちは。５月に企画環

業道を入れ、間伐を行い、集

せてもらう機会が多く、自然

のありのままの姿ではあるの

材、搬出を

環境をより良い形で未来へ残

境課・林業サポートに配属と

していま

していきたいという思いで林

ですが、森に道を入れ、間伐

す。手付か

業を志しました。ニセコ町の

なった新井です。私たち、林

ずの森は木

素晴らしい自然環境を、未来

をすることで森に光が入り、

が密集し、

へとつなげていくために少し

業サポートがふだんどのよう

笹が生い茂

でも力になれるよう、信念を

新しい木々の成長を促し、森

り、新しい

持ち、自然と向き合っていこ

な活動をしているかといいま

木々が育ち

うと思います。

が生き生きと変化していくの

にくい環境

すと、今まで手付かずになっ

編集担当

を感じることができます。

情報を発信していきます！

ていたニセコ町有地の森に作

〈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)

■11 月の出演予定者
11 ／ 1 野田ひかる 松田啓志
8 加藤亮介 鈴木恵里
15 加藤恵梨 張準原
22 渡邊明希 内野愛
29 福田ありさ 安井昌明

んと少しでも触れ合える時間

うなサポートを通してみなさ

は限られていますが、このよ

のみなさんと触れ合える機会

ロナ禍もあり、なかなか町民

のサポートを行いました。
コ

セコ高校さんの稲刈体験実習

ちゃ収穫と町内への設置、ニ

9 月 は、毎 年 恒 例 の か ぼ

収穫の秋！

イベント 支 援

協力隊の活動内容を
紹介しています

を大切にしていきます！

07
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みんなのページ

福田 ありさ
松田 啓志
実施

9月

となりの

ニセコ町の森を 未 来へつなげる

〈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

≫SNS でも情報発信中！

Webサイト フェイスブック インスタグラム
▼
▼
▼

石角 健一

(奈良県出身）
配属先／ニセコ
ビュープラザ直売会

3年目

石角 恭子

力になれるよう、家族で頑張っていきま

すので応援よろしくお願いします！

お車の修理・メンテナンス・車検やお

困りごとなど、気軽にご相談ください。

お車のこと、ご相談ください！

▶

(宮城県出身）
配属先／
ニセコ中央倉庫群

(札幌市出身）
配属先／
ニセコ中央倉庫群

松居 孝

んぷん工場にて、 月よ

こんにちは！ 隊長を

りチャレンジキッチンと

て一人ひとりの個性が生

まっています。隊長とし

術を持ってニセコに集

種多様な経験・特技・技

なりました。みなさん多

加わり、協力隊は 人に

月より新隊員2人が

これから準備を進めてま

をオープンできるように、

卒隊後には、自身の店舗

ありがとうございました。

用いただきまして、誠に

町民のみなさまにもご利

ことにしました。多くの

度チャレンジを休止する

すが、9月末を以って一

かせる全体活動を目指し

いります。

今後の活躍をご期待くだ

10

さい！

援のほど、よろしくお願

引き続きご支援、ご声

て い き た い と 思 い ま す。

いします。

して営業していました

12

拝命しました小川陽平で

(札幌市出身）
配属先／ニセコ
リゾート観光協会

「スープカレー土ノ子」で

2年目

す。どうぞよろしくお願

10 月より
隊長が交代しました！

お知らせ

3年目

ニセコ中央倉庫群旧で

「スープカレー土ノ子」
について

いいたします！
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阿部 美紀

Tel:080-6219-2202
es.garage15@gmail.com

加藤 亮介

(大阪府出身）
配属先／綺羅乃湯
(株式会社キラットニセコ)

ニセコ中央倉庫群チャレンジ
キッチンとして昨年 月から「ナ
チュラルカフェあべぱん」を運営
してきましたが、さまざまな課題
を実感し、9月末をもって一旦休
止させていただきました。
ご利用いただいたみなさま、応
援いただいた事業者のみなさま、
本当にありがとうございました。
またいつかパンをお出しできる
時はお知らせしますので、今後も
よろしくお願いします。

を送ることができました。みなさんのお

みんなのページ

親切にしていただき、幸せなニセコ生活

2年目

今年は近藤地区で1反ほどの面
積での野菜作りに取り組みまし
た！ 協力隊の有志で結成した
「ニセコ畑部」の仲間と汗を流
し、自宅で芽出しをしたトマト
や、ジャガイモ、エダマメ、スイ
カなどが収穫できました。来年は
5反ほどに栽培面積を拡げて、販
売にもチャレンジします！ ご不
要になったビニルハウスや、イボ
タケ、トンネル用の支柱などあり
ましたら、お譲りください！

3年目

小川 陽平

28

2年目
インスタグラム

EDGE STONE GARAGE

12

合同会社エッジストーン

ありがとう
ございました
ができました。着任当初からみなさんに

(白老町出身）
配属先／
ニセコ町役場農政課

ニセコ町に来て2年半、夫婦で小さな

新規就農に
向けて！

車屋を始めました。たくさんのご縁とサ

ポートをいただき、夢に一歩近づくこと

Activity Report

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
きらりんピック

開催

どう乗りきる？
「イヤイヤ期」
おひさま

言語聴覚士の竹内やす子

さんを講師に迎え、日ごろ

の育児で大変なことや、悩

みんなのページ

幼児
センター

今年の運動会はコロナ感染

拡大防止のため、４・５歳児の

みで行いました。
運動会に向け

て練習してきた３歳児は、クラ

ス参観の中でミニ運動会を行

いました。
３歳児の個人競技は

今年のオリンピックにちなん

で幼児センター「きらっと」開

催の
「きらりんピック！」

重量挙げ、
水泳、
卓球、
新体操、

サッカー、野球、ハンマー投げ

など、テレビでみたいろいろな

スポーツの選手になり、金メダ

ルを首にかけてゴールします。

とてもかわいくて、楽しいミニ

運動会でした。

んでいることなどを竹内先

生と一緒に、ざっくばらん

に話をしました。

「ご ね る 前 に 提 案 す る」
、

い」
、「気持ちを受け止められ

た経験が思いやりを育て

る」
などの話があり、参加さ

れたお母さん方からは「と

てもためになった」
、「気持ち

が楽になった」など好評で

した。

「大人は完璧でなくても良

重量挙げ、
すごいでしょ！

育児は大変だけど、
みんなで話したらまた頑張れます！！

「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

編み物教室
子ども達に暖かい毛糸のマフラーや手袋を
編んでみませんか？

子育て
講座

◆日時／11月24日（水） 30日（火）
午前10時～午前11時半
◆場所／町民センター
◆申込期限／11月17日（水）まで
※託児あります

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／11月5日（水） 午前10時～
◆場所／子育て支援センター「おひさま」

子育て講演会「子どもの発達と遊び」
深浦尚子先生
（札幌国際大学短期大学部幼児教育
保育学科教授）
の講演会を開催します。
幼児の発達には毎日の
「遊び」
が欠かせません。
子ど
もの発達にあった、
遊びや育児についてお話してくれま
す。
深浦先生のお話を聞いて子育てのことを一緒に考え
てみませんか。
◆日時／11月17日（水） 午前10時～
◆場所／町民センター 研修室１
◆参加費／無料
◆託児申込／11月11日（木）まで

〈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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ごめいふくを
おいのり
します

住民係窓口受付分

みんなのページ

31

有島記念館
です

くから人間にとって最も身近な

家畜でした。
肥えた羊は美味しい

肉や羊毛がたくさんとれる。
乳や

内臓もチーズやヨーグルト、
腸詰

などに加工され、
ウールオイルや

羊皮紙も作られました。
うまくて

でも、これには異説もあって、

役に立つこと、
それが美なのです。

羊の下は漢字の火だというもの。

羊肉はあぶると一層美味しい、
だ

から火を扱う人類だけが美の味

わいを知っているというのです。

火親しむ格好の季節という人も

書週間。
秋から冬の夜は長く、灯

（ 月３日）をはさむ２週間は読

いであったり。
書画と詩歌と物語

その詩画の作者や持ち主への思

り、連想される物事であったり、

詠まれるのは画中の景であった

絵本作家、
ほんままゆみさんの絵

来年２月 日まで、
ニセコ在住の

有島記念館では、 月４日から

ほんままゆみ絵本展開催

多いのでは。
有島武郎の一冊を読

本展を開きます。
最新作『ゆきゆ
ません。

した。「源氏物語絵巻」
など平安時

くから絵と密接な関係にありま

ところで、
日本の文字文化は古

造形芸術を指しますが、
はじめは

ました。
今日では絵画や彫刻など

「美術」という言葉が生み出され

入すると、アートの訳語として

なアートの一分野。
言葉と絵が織

で多くのみなさんが親しむ大切

語だったのです。

書きます。
つまり、
大きな羊、
丸々

美という漢字は、
羊の下に大と

型。
どうぞよろしくお願いします。

毎日。
ひつじ年生まれのおっとり

る美について思索をめぐらせる

記念館に在籍し、
有島武郎をめぐ

かく言う私、
この４月から有島

ていただければと思います。

絵本は今日、
子どもから大人ま

紹介します。

代の絵巻物から鎌倉時代の水墨

我が国の芸術は文字と絵画が結

大きな羊は美味しい
「詩書画三絶」という言葉があ

と太った立派な羊のこと。
羊は古

ました。

びついてその奥行きを深めてき

文人画や浮世絵版画に至るまで、 た。
日本古来の美意識に基づく造

りなす豊かな物語の世界に浸っ

り広げるファンタジーの世界を

きゆき』
など人と自然と動物が繰

12

文学や音楽も含む広い概念でし

明治に入って西欧の文化が流

27
画、室町時代の屏風、江戸時代の

詩書画三絶の境地

ントでした。

が交わり、
美を求める高尚なイベ

寄せる「雅集」と呼ばれる寄合い
しい美とは？ 日々、
良き羊飼い
が禅僧たちの間で流行しました。 でありたいものです。

ていれば最高ということ。
室町時

TEL.0136-44-3245

さてさて、
あなたにとって美味

有島記念館

代には、
絵を描かせてそれに詩を

寺嶋弘道

み返してみるのも新鮮かもしれ

日」でした。
この日から文化の日

月 日は
「文字・活字文化の

絵画と文字と物語と

こんにちは
27

ります。
詩にも書にも画にも秀で
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10

vol.

寺嶋館長の
10

11

11月生まれ

1歳の写真

こみゅにてぃ~
こんにちは

赤ちゃん

ニセコ町からのお知らせ

・身体上または精神上の障

条件にあてはまること

■対象者／次のいずれかの

〜令和4年3月 日まで

※除雪は令和4年1月6日

:
下の人
（世帯）
500円

の全収入が200万円以

がります。指令センターで

防災意識の向上、地域ぐる

と認識を深めるとともに、

消防に対する正しい理解

月9日は119番の日

防に直接通報した場合は、

ことが可能です。ニセコ消

報位置の取得を早期に行う

時にGPS情報などから通

で通報を受けており、通報

担当＝上仙・齋藤

は専属の職員が 時間体制

みの防災体制を確立するこ

通報内容から地図を使用し

予定で、毎日の降雪による

いる世帯でかつ、世帯の

・高齢者のみで構成されて

に分けて設定されていま

■申込み・問合せ／ニセコ

担当＝中村

場所を特定しなければいけ

比べると場所の特定に時間

ないため、119番通報と

を「119番の日」として

火事や救急の際は119

を要し、出動に時間がか

います。

番通報！ ということはご

かってしまう場合がありま

が多数いると思います。羊

何が違うのかわからない人

は119番！」を心がけて

そのため、「火事と救急

す。
131人の受診がありまし

いただくようご協力お願い

９月６日 に実施しまし 存知だと思いますが、ニセ
たエキノコックス症検診は、 コ消防に直接通報するのと
た。結果は全員異常ありま

蹄山ろく消防組合では倶知
さい。

119番通報された場合、

℡0136- 2354

組合消防署ニセコ支署

安町内に「指令センター」 します。
という施設を設置しており、 ■問合せ／羊蹄山ろく消防
づくり係

指令センターに通報がつな

■問合せ／保健福祉課健康
℡0136- 2121

11
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くらしの情報

く らし の 情 報
高齢者の介護予防や生活

がいのある一人暮らしの

の期間で行います

お
し知
らせ
お
ら★せ

支援事業として、高齢者や
在宅高齢者

町社会福祉協議会

とを目的として、 月9日

除雪サービスの支援

障がいをもつ人の自宅周辺

がいのある在宅高齢者夫

℡0136- 2234

除雪については対象として
いません。サービスを希望
です。申込用紙は社会福祉

す

される人は申し込みが必要
協議会に用意していますの

（いずれも作業員一人1

11

31

せんでしたのでご安心くだ

（月）

全収入が200万円以下 エキノコックス症検診
■料金／料金は次のとおり 結果のお知らせ

で、印鑑を持ってお越しく

・身体または精神に障がい

時間あたり）

議会へ来ることが難しい人

:
をもつ高齢者
（世帯）

ださい。なお、社会福祉協
は申込書を郵送することも

100円
・高齢者のみで居住・構成
されている世帯で、世帯

44

できますので、ぜひご利用
（金）

44

の除雪サービスを行います。 ・身体上または精神上の障
除雪は1シーズンに2回程
婦世帯

11

度、軒下の除雪などを行う

24

44

ください。
24

■申込期限／ 月 日
12

佐藤弁護士の

くら し の お 悩 み

自衛官採用のお知らせ

合センターが、宝くじの

月 日 、 日

■一次試験日／令和4年1 コミュニティ助成事業
による資器材購入

33

（火）

自衛官候補生（第5回）

宝くじの社会貢献広報事

23

歳以上 歳

19

18

■受験資格／採用予定月の

試験日につきましては変
消防署ニセコ支署では、
更の可能性がありますので、 一般財団法人自治総合セン

12（金）
10
18

1日現在

業として、地域コミュニ

22

（土）
23

（日）

は、一般財団法人自治総

受託事業収入を財源に、
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ターのコミュニティ助成事

12

詳しくは次の連絡先にお問

倶知安警察署／℡ 0136-22-0110

未満の人

が発生しました。

ティ活動の充実・強化を

衝突事故3件

道道において、
車両3台の衝突事故
（9月3日）

い合わせください。

野菜直売所において農作物が盗まれる事件
が2件ありました。

■受付期間／ 月5日 〜

交通事故

盗難事件の発生

図り、地域社会の健全な

件

業を活用して、ニセコ町婦

事

ニセコ町
防犯協会

10

（土）

です

まちの 事件簿

44

■問合せ／羊蹄山ろく消防

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

担当＝佐々木・工藤

側も事故に遭わないよう一層の注意が必要です。

組合消防署ニセコ支署

ら歩行者が見えづらくなる時期ですので、歩行者

℡0136- 2354

日暮れがさらに短くなり、
夕暮れ時には自動車か

■問合せ／自衛隊札幌地方

る場合もあります。

12

月 日

には、
歩行者の過失割合の方が大きいと判断され

20

発展と住民福祉の向上を

たり、
横断歩道の赤信号無視が歩行者にある場合

人防火クラブが防火啓発活

があるのに横断歩道を渡らずに幹線道路を横断し

動や研修会で使用する防火

過失割合が少ないケースが多いですが、
横断歩道

協力本部倶知安地域事務

対自動車の事故では、
自動車よりも歩行者の方が

（日）

■試験日／ 月 日 、

の過失割合を検討することが一般的です。
歩行者

・デジタルカメラ（一式）

判所では、
この書籍を参考にして個別の交通事故

・消防用法被（ 着）

合に関する書籍が発行されており、保険会社や裁

目的として、コミュニティ

の交通事故裁判例を集積して作成された過失割
※コミュニティ助成事業と

くらしの情報

交通事故の態様はさまざまですが、
過去の多数

広報用視聴覚資器材などを

44

決まります。

所

手の被害の何割を賠償しなければならないのかが

日

て、被害の何割を賠償してもらえるのか、逆に、相

活動への助成を行う事業

に対立することが多く、
また、
この過失割合によっ

下口 登さん
・ワイヤレスアンプ（一式）
℡0136- 2177 ・プロジェクター（一式）

ん。
過失の割合が数値化されるものなので、
感情的

℡0136- 3540

ゼロなどの言葉を聞いたことがあるかもしれませ

高等工科学校生徒

14

17

11

整備しました。

どれだけ大きいのか示すものです。
80対20や100

または自衛官募集相談員

合のことをいい、
不注意や過失について、
どちらが

15

■受験資格／令和3年4月

過失割合とは、
発生した事故に対する責任の割

■整備された備品

めることが少なくありません。

1日現在、 歳以上 歳

交通事故で損害が発生した場合、
過失割合でも

（金）
（月）

未満の男子

「交通事故の過失割合」

1日 〜令和4年1月

日

●今月のテーマ

■受付期間／令和3年 月

解 決します！

くらしの情報

■日時／ 月 日 〜 日
■問合せ／ニセコ町商工会

‐ALERTと連動して防

早くお知らせするため、J
コ町成人式」を開催します。

さまの前途を祝し、「ニセ

このたび成人となるみな

郵送しています。なお、現

■日時／ 月 日

■日時／令和4（2022)

女性の起業支援
オンラインセミナー

午後

■場所／ Webex
によるオ
ンライン開催

■講師／古屋 由美子さん

分の事業を展開してみた

ことを仕事にしたい」「自

らたな事業をしてみたい

■対象／起業をしたい、あ

ティング代表取締役）

(
有限会社INRコンサル
午後1時

い」など、新たなチャレン

と考えている女性

これから「自分の好きな
■場所／町民センター（変

ジとして起業を考えている

更の可能性あり）
■対象者／平成 年4月2

■参加／無料、
要事前申込み

会議

■後援／北の輝く女性応援

展開事業

いのかわからない人など、 ■申込期限／ 月 日
夢や想いをカタチにしたい、 ■協力／女性就業支援全国
そんな女性のみなさんを対
象にオンラインセミナーを
開催します。

■申込み・問合せ／企画環

境課自治創生係

℡0136- 2121

担当＝小西・久保・川埜

13
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防災ラジオの自動起動訓練
テム（J‐ALERT)
の全
℡0136- 2214

町では全国瞬時警報シス
国一斉訓練にあわせて、防
担当＝大野

イ
イ
ベベ
ンン
トト

災ラジオの自動起動訓練を
行います。
国から発表される緊急情

災ラジオを自動的に起動さ
式の対象となるニセコ町

成人式の開催

せます。今回の訓練は緊急
に住民登録をしている人に

報を町民のみなさんにいち

地震速報による防災ラジオ

の自動起動訓練を行います。 は、 月中旬ごろに案内を
訓練時刻になると、防災

℡0136- 2034

合は参加することができま

在ニセコ町に住民登録がな

お間違えのないよう、ご注

すので、担当までお問い合

■訓練日時／ 月5日
午前 時

25
人、具体的に何をしたらい

年1月9日

11

℡ 0136-44-2121
担当：本間・高田

（月）

■問合せ／総務課防災係

44

日から平成 年4月1日
生まれの人

■申込期限／令和3年 月
日 まで

15

℡0136- 2121

わせください。

意ください。

ラジオから大きな音で音声

【主な活動】
■各期交通安全運動期間などにおける街頭指導
■イベントなどでの交通指導
（ニセコマラソンなど）

6時〜午後8時

「子どもや高齢者を交通事故から守りたい」
「地域の交通安全活動に貢献したい」という
熱意にあふれたみなさまの応募をお待ちし
ています。
担当＝小貫・大久保

交通安全指導員 の 募集

が流れます。訓練ですので、 い人でも、居住歴がある場

【募集内容】
■20 歳以上で町内に居住または勤務し、心
身健全で交通安全意識をもって活動が出
来る人
■町の規定に基づき報酬をお支払いします。
■令和４年４月からの活動となります。

11

44

《ニセコ町役場受付分》
「道路・河川の維持管理に役立ててください」
字近藤 竹内 正徳 様
《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」 匿名

（土）

13

■申込み・問合せ／町民学
習課町民学習係

心の贈り物

28

12

担当＝青田・稲辺

町民センター休館
館内のワックスがけのた
め全館休館となります。み
なさまにご迷惑をおかけし
ますがご理解とご協力をお
願します。

善意に感謝します
ご寄付をいただきました。

27

44

（日）

14

（金）

【問合せ】
町民生活課町民生活係

11

（金）

11

44

（木）

（日）

10

10

10

SU

S TA

INA

!

BLE DEVELOPMENT GO
A

みんなで

SDGs

LS

ています。「子育て」や
相
談
相
です。期間中は、平日の受

午後

法務局では、女性の人権

談

家や地域環境団体、自治

付期間を延長し、土曜日・

(
年末年始除く）

全国一斉
「女性の人権ホット

についての専門相談電話

強化期間中の受付時間:

「親育ち」についての講演

■参加費／無料

1時半〜午後3時半

「女性の人権ホットライ

午前8時半〜午後7時

体職員などによるパネル

調査が進められているニセ

■申込み／不要

■場所／町民センター

ン」を設置しています。夫

（土）

日曜日も相談に応じます。

■受付期間／平日:午前8

時半〜午後5時 分

15

地熱利活用シンポジ
ウムの開催

コ・蘭越地区において、
調査

■問合せ／ニセコ・蘭越地

■講師／河野 和枝さん

やパートナーからの暴力、

(
強化期間中の土曜日、日

会を行います。

の進捗状況や地熱開発によ

区熱資源利活用協議会事

(さっぽろ子育てネット

ストーカーなど女性の人権

ディスカッション

る将来像、
その恵みを生かし

務局

ワーク代表）

13

地熱資源の開発を目指す

た地域づくりなどについて

℡0112224431

時）

曜日は午前 時〜午後5

さい。

に関する悩みをご相談くだ

■後援／ニセコ町・町教育

11

ライン」
強化週間

シンポジウムを開催します。

担当＝山田・赤根
委員会

10

■日時／ 月 日

午後

■日時／ 月 日

1時半〜（ 分程度）

善意に感謝します

ご寄
付ト
をい
ただ
きン
まし
た。
■女性の人権ホ
ッ
ラ
イ
／
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また、令和3年 月 日

14

12

℡0570070810

※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

(木)

（木）
11
までは、

ニセコ町役場新庁舎駐車場車止め設置工事

■予定価格：2,981,000円 ■契約金額：2,860,000円
■落札率：95.9％ ■契約相手：東亜道路工業株式会社道南営業所

日

18

11

90 25

■主催・問合せ／未来のニ

11

月

水道管路システム機器更新

■予定価格：4,422,000円 ■契約金額：4,400,000円
■落札率：99.5％ ■契約相手：クボタ環境サービス株式会社北海道支店

〜

（金）

(
全国共通ナビダイヤル)

令和3年度 町道西北連絡線用地確定測量委託業務

■予定価格：482,900円 ■契約金額：473,000円
■落札率：97.9％ ■契約相手：エム･ケーコンサルタント株式会社

セコを拓く会

「全国一斉『女性の人権

令和3年度 宮田川用地確定測量委託業務

■場所／蘭越町民センター 子育てと地域づくりに
ついての講演会

℡0136- 2822

59

■予定価格：2,178,000円 ■契約金額：2,079,000円
■落札率：95.5％ ■契約相手：オオハシコンサルタント株式会社
■予定価格：800,800円 ■契約金額：792,000円
■落札率：98.9％ ■契約相手：エム･ケーコンサルタント株式会社

らぶちゃんホール

子育ての現場では「孤独

令和3年度 道路台帳修正・データ作成委託業務

■内容／①開発調査事業者

■予定価格：1,100,000円 ■契約金額：1,012,000円
■落札率：92.0％ ■契約相手：東亜道路工業株式会社道南営業所

ホットライン』強化週間」

9月8日から10月8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 町道等マンホール・遮断工舗装補修工事

担当＝斉藤

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。

な子育て」など問題が生じ

契約結果を公表します

による基調講演 、②専門

くらしの情報

今月は 9 番目のゴール、
「レジリエントなイ
ンフラを整備し、包摂的で持続可能な産業化を
推進するとともに、イノベーションの拡大を図
る」
です。
レジリエントとは、
「強靭な」
と訳されることが多
いですが、
「しなやかな強さ」
と表現されることもあります。
昨今、自然災害に加えて感染症の世界的な流行などさま
ざまな災禍がありますが、そうした状況に至っても停滞し
にくく、短時間での回復・復興が可能なインフラ（産業や
生活の基盤）を整備していく必要があります。
インフラや
産業、イノベーション
（技術革新）
など、身近には感じにく
いかもしれませんが、水や電気が当たり前にあるからこそ
私たちは快適な生活が送れ、インターネットをはじめとし
た技術革新があったからこそ、私たちはより便利に生活す
ることができています。
しかし世界に目を向けると、このようなインフラがきち
んと整備されている環境はそれほど多くありません。
水や
電気といった最低限のインフラさえ確保できていない地
域も存在します。
この現状が続くと、そうした地域は持続
可能な産業開発、技術の進歩も見込めず、経済成長や気候
変動対策も実現できません。
そのためにも、既存インフラ
をしっかりと維持しながらイノベーションや新しい産業
の成長を図り、同時に貧しい地域に対し技術提供や経済支
援を行うことで、私たちを含む世界の多くの人の生活水準
を向上させていくことが必要です。
ニセコ町においても、防災センターを兼ねた新庁舎の整
備、計画的な上下水道・道路・橋などの更新・長寿命化対
策のほか、全町的な農業生産・経営基盤の強化、新たな産
業開発のチャレンジとしてエネルギーや木材などの地域
資源の活用検討などを進めています。
また、
ＪＩＣＡ
（国際
協力機構）などと協力して、発展途上国研修生の視察受け
入れなどにも積極的に取り組んでいます。

募
募
集

SDGｓ街区(
仮)
の名称を

集

募集します

株式会社ニセコまちでは、

現在計画を進めている、市

街地周辺に最大450人程

度が暮らす新しい街区（ま

ち）の名称を募集します。

住む人にとって安心・安

全・快適であると同時に、

経済・社会・環境の3つを

軸に、地域における課題解

決の先進モデルを目指すこ

とから、SDGｓ街区と呼

種類

ばれています。これから、

町営
住宅に

新しいまちができていく前

15

に、まちの名前を募集しま

す。詳細は、 月 日に予

空き室 があります
団地名

形式

構造

3ＬＤＫ

41,000円

家賃38,000円
車庫 3,000円
（固定家賃）

12,100円～

（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

くらしの情報

■指導者／甘露の森フィッ

公営住宅 望羊団地
H棟
（世帯用）
202号室

戸数 駐車場
各駐車スペース有

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

家 賃目安

最低～最高

各１戸

※新型コロナウイルス感染

トネスインストラクター

70

定をしている説明会や折込

健康運動教室参加者募集

症の拡大状況により開催

50

チラシ、ニセコまちのホー

用紙または任意の紙で提

月から3月まで計8回

■対象／概ね 代〜 代の

（金）

を中止する場合があるこ

26

コースで健康運動教室を開

11

12

人

■定員／ 人

■申込期限／ 月 日

■申込先／保健福祉課健康

づくり係

℡0136- 2121

担当＝齋藤・上仙

25

とをご了承ください

■日時／（初回） 月7日

12

（月）
催します。今回のコースは、

冬の運動不足解消として、

（火）

15

ムページもご覧ください。

（金）
11

出をしてください。

■応募期間／ 月 日 〜

24

■募集内容／新しいまちの

名前とその理由

12

月 日

午後2時〜3時半

■応募方法／ニ セ コ ま ち

日中に開催します。気軽に

■問合せ／株式会社ニセコ

まち

ホームページのお問い合

わせフォーム、
企画環境課

回開催します。

■場所／町民センター

■内容／ストレッチ、柔軟

2週に1回の間隔で計8

11

運動など

楽しくからだを動かしま

しょう。

詳しくは 月広報と一緒

に配布したチラシをご覧く

ださい。

℡05058667504

▶

ニセコまち
ホームページ

44

あてFAX
（0136- -

3500）
、もしくはニセ

コまち事務所(
運動公園管

理棟2F)
・ニセコ町企画

環境課に置いてある応募

44

11

●受付期間／１１月１日
（月）
～１１月１２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・横山

農業者年金で老後の生活を安心サポート
（積立方式の確定拠出型）
●少子高齢化に強い年金です。
●制度開始からの19年間の平均運用利回りは年2.97％
（80歳前に亡くなられた場合には死亡一時金が支払われます）
●終身年金です。
年間60日以上農業に従事し、
国民年金第１号被保険者で、
20歳以上60歳
未満の人であれば、
農地を持っていない配偶者や後継者も加入できます。
●農業者年金の保険料は、
全額社会保険料控除の対象です。
高い節税効果
があります。
また、
経営者が家族の保険料を支払った場合には、
まとめて社会保険料控
（所得税法第74条）
除の対象となります。
（月額2万円から6万7千円まで千円単位）
●通常加入では、
保険料の額は自由です。
●いつでも途中脱退、
再加入が可能です。
●要件を満たす農業者は最長20年間（35歳以上は最長10年間）
の保険料の国
（要件によって補助額が変わります。
最大10,000円）
庫補助が受けられます。
●配偶者も家族経営協定を結べば保険料の国庫補助を受けられます。
※国庫補助分の年金は、
①農業者年金の被保険者期間などが20年以上、
②65歳以上、
③農業を営むものでな
くなること、
という３つの要件を満たした場合に受給できます。
※農業者年金に加入される人は、
国民年金の付加年金
（月額400円）
加入が必要です。

■問合せ／JAようてい真狩支所 ℡0136-45-2131
または 農業委員会 ℡0136-44-2121 担当＝高田

| 2021 | 11月号 ｜ 広報ニセコ

15

追跡！

Vol.14

文
化
文

化

カフェ 映像上映会
映画「リメインズ
美しき勇者たち」

先日亡くなられた俳優・

■解説／有島記念館学芸員

■場所／有島記念館

■日時／ 月 日

ときをお過ごしください。

さまざまな曲で楽しいひと

1時半開場、午後2時開

■料金／無料

■定員／ 人(
事前予約制)

14

（日）
午後

■場所／有島記念館

演

念館

■出演／吉泉奈々子さん

■問合せ・申込み／有島記

℡0136- 3245

11

職員
あかほし

はじめまして

あきえ

赤星 昭江 さん（山口県出身）

よろしく
お 願いします！

不動産賃貸仲介エイブルからまいりました。ニセコ町の
自然豊かな環境で仕事ができることを嬉しく感じています。
仕事ではPR企画を担当しますので、
これからニセコでの体
験を通して魅力を発信していきたいと思います。

地域おこし協力隊
ニセコリゾート観光協会

こども未来課 ニセコこども館

学生の頃からニセコの魅力にどっ
ぷりハマってきましたので、恩返しの
意味でも自然とニセコに足を運ぶよ
うな環境づくりをしていきたいです。

ぜいたくすぎる環境を楽しみながら、
ニ
セコ町民になれる喜びと感謝を胸に、
こど
もたちの笑顔を未来につなぐ手助けがで
きればと思っています。ぜひみなさま仲良
くしてください！

やすい

まさあき

安井 昌明 さん（札幌市出身）

16

(
ソプラノ)
、吉泉善太さ

65

総務課参事

新しい

千葉真一さんが監督をつと

担当＝伊藤・金沢

新しい

めてニセコ町などで撮影さ

覧いただけたら嬉しいです！

de

15

44

ん(
ピアノ）

まにも足を運んでいただき、改修した事務所をご

44

■料金／入館料のみ、 歳

て知ることができました。
ぜひニセコ町のみなさ

30

吉泉奈々子＆吉泉善太デュオ

大工さんらの仕事の奥深さや大変さも身をもっ

担当＝伊藤・金沢

いてより理解を深めることができました。
また、

以上の町民無料

とで、快適な居住空間をつくるための仕組みにつ

〜音楽は国境を越えて〜

した。
実際に目で見て、手を動かし作業を行うこ

■定員／ 人(
事前予約制)

熱・気密作業を行うワークショップを実施しま

吉泉奈々子さんと吉泉善

務所の一部を自分の手で改修し、壁の内側に断

■問合せ・申込み／有島記

くらしの情報

9 月 25 日・26 日には、自分たちの利用する事

太さんの夫婦デュオをお迎

学びました。

念館

に、断熱工事の設計、仕組み、そして方法について

えして、有島没後に作詞、

務所の改修作業を請け負った大工さんらととも

℡0136- 3245

ご参加いただき、
（株）
ニセコまちのメンバーや事

作曲された幻の追悼歌を特

ニセコ町や近隣地域にお住まいのみなさんにも

別に演奏していただきます。

9 月 23 日に開催した勉強会・現地見学会では、

れた作品で、大正時代、人

で暖かい事務所を作り上げました。

食い熊と戦うマタギの姿を

（土）
午後

入居前には
「スゴ断熱」
の改修工事を行い、低燃費

描いています。真田広之さ

13

密の高性能な住宅地を開発していく会社として、

んほか、千葉さん率いるア

務所をオープンしました。
これから高断熱・高気

クション集団総出演！

11

※作品は変更になる場合が

10 月末にニセコ町運動公園の管理棟 2F に新事

あります

の前にやってきましたね。
（株）ニセコまちでは、

1時開始

ニセコの短い秋が終わりに近づき、もう冬が目

■日時／ 月 日

まちづくり会社の活動！
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うちの

あい

内野 愛 さん（小樽市出身）

くらしの情報

行」などの行事への参加を

呼びかけるなどして、信者

の絶対的帰依を強調する

と松本智津夫
（以下、
松本）
へ

■処分に関する情報サイト／

獲得を図っています。

警察では、教団に対する

年が経過。
花

の結果、2000年 月に全

のさまざまな実践の積み重ね

「自ら考え行動する」住民自治

行政依存体質から脱却し、

り回ったこともありました。

廃油で町内をニセコバスが走

取り組み、自然保護活動、食用

づくり、環境やエネルギーの

活発となって

本町でまちづくりの動きが

実践の積み重ね

こんにちは
町長です

国初となる「私たちの町の憲

法」
『ニセコ町まちづくり基本

条例』
が誕生。

そして、環境を考える多く

の町民みなさんの活動が、

年3月「良い環境を子どもた

ちに残したい」と『環境基本計

画』
を樹立させ、町総合計画の

「小さいながらも世界に誇れ

る、暮らしやすさが実感でき

る環境のまち『小さな世界都

市ニセコ』
」推進の原動力とな

りました。

子どもたちの未来のため、

健也

持続するまちづくりに挑戦し

ていきましょう。

ニセコ町長 片山
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月 日まで

注
文
化 意
ＰＣＢ廃棄物の処理期限が
」をは
【ＰＣＢ早 期 処 理 情 報 サ 「Alep h（アレフ）
じめとする主流派と、松本

教団の現状についてホーム

記憶の風化を防止するため、

う「ひかりの輪」を名乗る上

ページなどで情報発信して

http://pcb-soukishori. の影響がないかのように装

イト】

間近です！
ＰＣＢは主に業務用の電
気機器や照明器具（安定器）
に使用されていた有害な油

祐派が活動しています。

env.go.jp
■問合せ／北海道庁循環型

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

です。
1977年に製造が

います。

22

明書または領収書を添付してください。

主流派は、SNSを利用

除証明書」
が送られますので、
年末調整や確定申告を行う際には必ずこの証

社会推進課大気環境係

れた人には11月上旬に日本年金機構から
「社会保険料
（国民年金保険料）
控

中止されましたが、今もな

■問合せ／倶知安警察署

令和3年1月1日から令和3年9月30日までの間に国民年金保険料を納付さ

して若年層を中心にヨガ教

℡0136- 0110

受けられます。

℡0112045192

また、
ご自身の保険料だけではなく、
配偶者やご家族
（お子さまなど）
の負

室に勧誘し、上祐派はウェ
ブサイトを通じて
「聖地修
担すべき国民年金保険料を支払っている場合、
その保険料も合わせて控除が

お古い工場や建物、機器の

例年自動車のタイヤを交

険料の全額です。
過去の年度分や追納された保険料も含まれます。

中に残っている可能性があ
ＰＣＢ廃棄物の処分には
換するこの時期は、タイヤ

は、今から約 年前に地下

控除の対象となるのは、
令和3年1月から令和3年12月までに納められた保

タイヤの盗難

期限が定められており、処

の盗難が多くなる傾向があ

発生しています。
被害防止

月 日まで

鉄サリン事件などのテロを

納めた国民年金保険料は
全額が社会保険料控除の対象です！

ります。

分期限が間近になっている
ります。

りますので、廃棄処分に向

のため、タイヤの保管には

低濃度（濃度が一定以下

次 々 と 実 行 し ま し た。 そ

12

ものがあります。
現在使用

けて早めの準備をお願いし

十分注意しましょう。

:
のもの）

の教団は現在、麻原彰晃こ

02

また、盗難被害の多くは
中のものも、廃棄して期限
までに処分をする必要があ 「無施錠」の物置や車庫から

ます。

■問合せ／町民生活課町民
生活係
℡0136- 2121
担当＝本間・高田

オウム真理教にご注意
オウム真理教
（以下、
教団）

令和9年
（2027年）
3

年金だより

30

31

■処分期限／変圧器・コン
:
デンサーなど
（高濃度）
令和4年（2022年）3
月 日まで
安定器・汚染物など（高
:
濃度）
令和5年（2023年）3

44

30

31

31

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 11

NOVEMBER

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

倶
▢倶知安厚生病院

水
3▢

救急受付

365日
24
時間対応
℡ 0136-22-1141

月
8▢

火
9▢

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

まちのカレンダー

月
15▢

29日（月）

◆口座引落しは

幼 ＝幼児センター

口座振替を
ご利用の人は、
残高の確認を
お願いします

■固定資産税、
国民健康保険税／税務課
■介護保険料／保健福祉課
■上下水道／上下水道課

〈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。

木
4▢

金
5▢

木
11▢

金
12▢

土
13▢

水
17▢

木
18▢

金
19▢

土
20▢

水
24▢

木
25▢

金
26▢

土
27▢

文化の日

●有島絵画展表彰式／ ●第12回ニセコ町自治 ●防災ラジオ自動起動
訓練：10：00～
有：13：00～
創生協議会／
役
くらしの情報p13参照
役：14：00～
●にこにこ相談／
●あそぶっくらぶ／
おひさま：10：00～
あ
あ：15：00～
にこにこ広場p9参照
●放課後子ども教室／
近藤小学校：14：15～
●幼児センター入園募
集説明会／
あそぶっく休館日
幼：18：30～

あそぶっく休館日

日
14▢

25日（木）
上・下水道の納期です

◆納期限は

有 ＝有島記念館 倉 ＝中央倉庫群 オ ＝オンライン

●夜間・休日の救急・急病対応

日
7▢

固定資産税〈第4期〉・介護保険料〈第3期〉
国民健康保険税〈第6期〉の納期です

問合せ

カレンダーの見方

11月は

水
10▢

●みらいラボミニチャレ／ ●あそぶっくらぶ／
あ
あ：15：00～
町：15：00～
●パパママセミナー／
町
町：10：00～

土
6▢

●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～
●放課後子ども教室／ ●子育てと地域づくり
近藤小学校：14：15～
についての講演会／
町：13：30～
くらしの情報p14参照
●カフェde映像上映会／
有：13：30～
くらしの情報p16参照

中央倉庫群休館日

火
16▢

●吉泉奈々子＆吉泉善太 ●初めて学ぶ方向けの ●介護なんでも相談室／ ●子育て講演会「子どもの ●あそぶっく趣味の教室 ●放課後子ども教室／ ●近藤小学校学芸会／
発達と遊び」／
「クリスマスリース作り」／
デュオ／
役：10：00～
近藤小学校：14：15～
近藤小学校
中国語講座／
オ
町：10：30～
町：10：00～
あ
有：14：00～
●弁護士無料法律相談／ 町
●あそぶっく趣味の教室
オ：10：00～
町：13：00～
あそぶっくだよりｐ6参照
くらしの情報p16参照 ●放課後子ども教室／
「アイヌ刺繍は美しい！」
にこにこ広場p9参照
ニセコ小学校：13：30～ ●健康運動教室／
入門編／
●ラジオニセコ割込放送： ●あそぶっくらぶ／
町
あ
町
町：11：00～
10：50～
あ:15:00～
町：19：00～
●みらいラボミニチャレ／
町：15：00～

あそぶっく休館日

日
21▢

月
22▢

●あそぶっく趣味の教室
●こんにちは町長室／
役
「アイヌ刺繍は美しい！」
町：13：00～
応用編／
●放課後子ども教室／
町：10：00～
ニセコ小学校：13：30～

あそぶっく休館日

日
28▢

月
29▢

火
23▢

勤労感謝
の日

あそぶっく休館日

火
30▢

●子育て講座
「編み物教 ●1歳半・3歳児健診／ ●放課後子ども教室／ ●ニセコ英会話サークル／
町：13：00～
オ
近藤小学校：14：15～
オ：10：00～
室」
／
●地熱利活用シンポジウム／
●町民センター休館：
町：10：00～
蘭越町民センター
：
くらしの情報ｐ13参照
にこにこ広場p9参照
13：30～
●みらいラボミニチャレ／
くらしの情報ｐ13参照
体：15：00～
体
●魔法のじゅうたん／

中央倉庫群休館日

水
12/1 ▢

あ：15：00～
あ
●女性の起業支援オンライン
セミナー／
オ：18：00～
くらしの情報ｐ14参照

木
2▢

●町民センター休館： ●初めて学ぶ方向けの ●子育て講座
「編み物教 ●みらいラボミニチャレ／ ●乳児健診／
体：15：00～
町
くらしの情報ｐ13参照
中国語講座／
室」
／
町：13：00～
体
オ
オ：10：00～
町：10：00～
●あそぶっくらぶ／
あ
●貯筋教室／
にこにこ広場p9参照
あ:15:00～
町
町：10：30～
●放課後子ども教室／
ニセコ小学校：13：30～

あそぶっく休館日
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あそぶっく休館日

金
3▢

土
4▢

●放課後子ども教室／ ●幼児センター発表会／
近藤小学校：14：15～
幼

広報

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。

MONTHLY
PHOTO ALBUM

11月号

9月16日 自宅の窓から見えました
（字有島）
撮影者：小松孝次さん

令和3年（2021年）11月1日発行 第715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

羊蹄山にかかるいろいろな雲
撮影者：モコ＆くぅーちゃんさん

鈴なり、
山のキャビア、
ヤマブドウ
（字富川）
撮影者：堀稜輔さん

食と栄養の おはな し

vol.

10

FAX.0136-44-3500

【野菜食べていますか】
な生活を維持するために
「野菜類を1日に
増加や朝食を抜くといった食習慣が影響
みなさんは毎日野菜を十分な量食べて
350g以上食べましょう」
と推奨していま
していると考えられます。
いますか？ 「自分は大丈夫」
と思ってい
す。
これをお浸しなどの小鉢に換算する 【食べ方のポイント】
るかもしれませんが、実は不足している
と、
1つが約70gなので、
小鉢5つ分に相当
①加熱してかさを減らす
人がほとんどです。
「健康に良い」
と理解
します。
目標を達成するためには、
毎食野
②汁物は具沢山にする
していても、実際は意識しなければ十分
菜料理を1～2皿用意するように心がける
③加熱の必要がない生野菜を用意する
※注意点
な量を摂取できていないのが現状です。 と良いでしょう。
野菜ジュースは野菜の代わりにはなりません。加工
野菜はビタミン、
ミネラル、食物繊維など 【実際の摂取量】
途中にビタミンCや食物繊維など一部の栄養素は減
少してしまいます。
商品によっては栄養素を添加して
を多く含んでおり、高血圧や糖尿病など
国民1人当たりの野菜摂取量の平均値
いるものもありますが、
あくまでも補助食品として考
の生活習慣病予防に効果があるといわれ
は280gと目標値より70ｇ
（小鉢１つ分） えましょう。
ています。
自分が1日どの位とったら良い
不足しています。
また、世代別にみると、
■問合せ／保健福祉課健康づくり係
のか、
食べ方のポイントなどをぜひ知って
もっとも摂取量が多い世代は男女ともに
栄養士 齋藤 香織
おきましょう。
60歳代で300gまで達しています。一方
℡ 0136-44-2121 FAX 0136-44-3500
【１日どのくらい食べると良いの？】
20～40歳代は少なく、
目標値の7割を満
MAIL：kenko@town.niseko.lg.jｐ
国は生活習慣病などを予防して、
健康
たす程度になっています。
これは、
外食の

編集後記

まちの話題で取り上げた
「ワイン フ
×ッ
トパスツアー」
。参加者が楽しめるよう、

ことが伝わるすばらしいツアーでした。

ニセコ高校のお二人が準備を重ねてきた

チーズやワインの作り手も一緒にフッ

力隊をはじめとする参加者のみなさんか

トパスを歩いてくれたり、地域おこし協

ら、この企画を応援しようという気持ち

64

が伝わってきたり、温かい気持ちになり

（前月比 +
ー 0）
うち外国人
283
うち外国人世帯 168

人。
こ うやっ

世帯数 2,525

ました。

2,476人

（前月比 －2）

最後にクイズが出たのですが、なんと

女

この企 画に関わったのは

2,454人

（前月比 ＋1）

（も）

空間放射線量率は
平常レベルです

（前月比 －1）

男

て応援してくれる町民がいてくれること

最高値 0.045μGy/h
最低値 0.034μGy/h
平均値 0.035μGy/h

人口 4,930人

に感謝です。

測定日 10月15日までの
1か月間

人の動き（9月末現在）

DATA OF NISEKO TOWN

印刷／ 株式会社龍文堂

町内の放射線量の状況

