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６月定例会における議会の議決を経て、ニセコ町役場新庁舎建設工事の建築主体工事・電気設備工事・機械
設備工事、３工事の請負契約を締結しました。７月１２日には新庁舎建設工事安全祈願祭が行われ、７月16日
に着工しました。
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議員協議会 
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（公営住宅使用料算定誤りへの対応）
▲ ▲

行政報告(一部）
審議結果 
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▲ ▲ ▲ ▲ ▲

▲ ▲

おもな内容

６月定例会
補正一覧・質疑 
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意見書 
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議員研修報告 

22

役場新庁舎・防災センター新築工事  23
議会日誌・編集後記 

24

一 般 質 問
６月14日から８日間の日程で開催した令和元年(2019年)第５回ニセコ町議会定例会では、
７名の議員から14件の一般質問が提出されました。内容を要約しておりますので、詳細につ
いてはニセコ町議会ホームページに載せている会議録をご覧になるか、ニセコ町役場２階議会
事務局で閲覧ください。

高木 直良 議員
・ニセコエクスプレスの収蔵問題における情報共有と町民意見の尊重について
・開発規制強化の検討、および観光事業活動に伴う生活環境保持対策について

P3～6

・高齢者住宅の建設計画とモデル地区共同住宅建設計画の関係について
・町有地売却手続きに関する監査報告の評価と対応について


斉藤 うめ子 議員
・児童・生徒の議会傍聴について
・高校の中途退学について
・男性の育児休業について
・2030年開催の冬季オリンピック・パラリンピック関連予算について
・ニセコ町の交流都市について

P7～11



小松 弘幸 議員
・企業誘致とインフラ整備について

P12



浜本 和彦 議員
P13

・インフラ整備について


青羽 雄士 議員
P14

・高齢者専用住宅の整備について


木下 裕三 議員
・ニセコエクスプレスの保存に関して

P15



篠原 正男 議員
・有害鳥獣駆除対策について



P16
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ニセコエクスプレス収蔵事業の経緯は
まちづくり基本条例に反していないか

29

帰属については、Ｊ
Ｒ北海道との協議で車
両の所有と保管等は自

佐藤町民学習課長

町としても、ニセコ
町観光の歴史の大きな
１ページを担ってきた
大変重要な遺産である
と理解をしており、引
き続き支援をしていき
たいと考えている。

治体という条件なので、
所有権は町に、資金は
クラウドファンディン
グの集め、元の協会と
いうことになる。

高木議員

設置場所の計画につ
いて確かに町民の皆様
への説明が遅れたこと
は迅速性に欠けており、
お詫びしたい。本来で
あれば、計画を立てて、
報道の前に説明すべき
だった。

菊地教育長

特に私が大事だと思
皆様への説明に適時性、 うのは、３番目のニセ
迅速性に欠けた点につ コ町まちづくり基本条
いて反省している。今 例との関係だ。マスコ
後はまちづくり町民講 ミの報道以前に本来町
座など適時に説明、報 民、特に有島にお住ま
告の機会を設け、町民 いの方たちへの説明を
の皆様のご意見等を聞 先行していなければい
く場を設定することに けなかったと思う。
収蔵場所も決定では
留意したい。
なく、町民の意見を聞
片山町長
く場をぜひ設けてほし
いという意見が出され
ている。

適時性、迅速性に欠けた
町民の意見を聞く場等を設けていきたい
共有の原則を掲げるニ 置条例第１条に、町の
セコ町まちづくり基本 歴史に関する資料を収
条例に反しており、収 集、保存、展示し、町
蔵場所を有島記念館に 民の利用に供するとあ
したことに疑問がある。 ることから、有島記念
今後これまでの経過、 館の役割として事務局
活用方法 管
､ 理方法等 を担当している。
に関して町民意見を聞 ⑵本来はニセコ町の鉄
く場を設けるべきと考 道遺産、簡易軌道真狩
えるが、教育長、町長 線狩太駅跡である転車
の所見は。
台付近に保存すること
が理想であり、改めて
菊地教育長
同車両をＪＲニセコ駅
付近にて保存する方向
で検討を進めている。
⑶エクスプレスの収蔵
については、文化遺産
と収蔵品の保管事業執
行の一環として決定し
たので、まちづくり基
本条例には反していな
いと考えているが、事
業を進める上で町民の
⑴ニセコ町鉄道文化協
会は、平成 年度、東
京都在住の実業家、井
門義博氏からニセコ町
の鉄道遺産振興を目的
に有島記念館の指定寄
附１００万円をいただ
き、鉄道遺産の振興や
保全等を目的として発
足した。有島記念館設

高木議員

かつてＪＲが頑張っ
て観光にも資するよう
にとつくったこの車両
を鉄路の一部に残すこ
とについては、鉄路存
続の意味からも大きな
価値がある。
まちづくり基本条例
は情報共有ということ
を非常に強調し、住民
自治にとって極めて大
事であるとしている。
改めて多くの町民から
のご意見を聞く場を設
けることを求める。

菊地教育長

設置場所等も本来の
理想の姿を求めて考え
ていきたいと思ってい
るので、ある程度の構
想が固まりつつある段
階で、いち早く皆様方
のご意見を聞く場等を
設けたいと考えている。
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高木議員
５月 日、ニセコエ
クスプレス号の車両を
購入するクラウドファ
ンディング（ＣＦ）は
目標額を超えて達成し
た。私はこのＣＦに賛
同したが、事業と設置
場所に関する「決定」
と公表の過程には大き
な疑問を感じていた。
⑴ＣＦの呼びかけ団体
であるニセコ鉄道文化
協会の組織の性格と有
島記念館、町との関係
について伺う。また、
車両は町有財産になる
のか。
⑵車両を有島記念館に
収蔵すると「決定」し
た過程について伺う。
⑶この間の経緯は情報
27

域を目指します」に沿
って、新しいレジャー
観光事業を適正に規制
する制度を設けるべき
と考えるが、如何か。

⑵ニセコ町準都市計画
区域内では適正な規制
が行われてきたが、６
月の都市計画審議会で、
区域外の規制検討の必
要性の意見が出された。
規制に当たっては、民
法上の財産権との調整
という難しい課題もあ
り、慎重に検討を重ね
たい。
⑶ 件 で 面 積 は ２・
と
 なっている。
⑷農地転用については
委員会が判断すべきだ
が、地域の生活環境悪
化につながらないよう、
情報共有を図りながら
関係法令等に基づき適
正に対応したい。
⑸今後も現行の景観条
例、準都市計画、国定
公園法及び関係法令、
57
ha 18

片山町長
⑴①建築が完成した件
数は 件、②建築に伴
う開発面積集計はな
い、③開発行為（３千
㎡以上）申請件数は８
件、開発予定面積は
㌶、④喪失樹林面積は
不明（道に提出の開発
に伴う林地外転用面
積は過去 年間で約５
㌶）
、⑤ 建 築、開 発 行
為及び喪失樹林箇所を
総括した図面やデータ
はない、⑥景観条例に
基づく景観協定、コミ
ュニティー協定は０件。
92

10

94

地下水保全条例等に基
づいて適正な開発誘導
に努めたい。

高木議員

今の開発行為の規制
は自然林存置は３％、
緑地は７％のみ。１件
ごとにクリアしてもつ
ながると自然林のほと
んどが消えてしまう。
私は３％を増やす、
総量規制を検討する、
市街地に用途地域を設
けるなど、新たな考え
方を取り入れるべき時
期に来ているのではな
いかと考えている。今
の状況に合った規制の
あり方の検討・研究が
必要だ。
農地転用審査後の新
たなレジャー観光事業
に対応する規制を視野
に入れる、行政の相談
窓口も必要ではないか。

片山町長

我が町は 年、２年
半にわたる議論で将来
の住民生活、景観と環

境を守る町にしようと
水環境を守る環境基本
計画や環境基本条例と
厳しい景観条例をつく
った。総量規制につい
ては同様の危機感を持
っている。財産権との
関係を慎重に調整し、
議論を重ねていきたい。
国定公園地域でも林地
の広範囲伐採の実態も
あり、関係機関に自治
体の意見や計画のすり
合わせをお願いしてい
く。
また、ドローンやラ
ジコンヘリ等、空に関
して航空法以外は規制
はないが、ニセコ観光
圏でも議論をし、全体
的な規制の検討や町単
独でも住民の暮らしや
生活を守ることを第一
優先に対応したい。心
配事の相談は、個別具
体に真摯に対応する。

4
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開発規制の新たな強化の研究と事業活動に
伴う生活環境悪化の防止を

20

景観条例、準都市計画で適正に開発誘導、
総量規制などは慎重に検討したい
内容を強化すべきと思
うが如何か。
⑶平成 年～ 年の農
地法第５条による農地
転用の件数と面積は。
⑷現在農業委員会が審
査中の案件では、転用
後にドローンを飛ばす
というレジャー観光が
計画されており、隣接
住宅の方たちは住環境、
自然環境への悪影響に
不安を持ち、事業者や
農業委員会に要望書を
出している。町の相談
窓口について伺う。
⑸ニセコ町観光振興計
画書（平成 年改定）
の「…住むことの魅力
を高めながら、地域の
持続的な発展を図り、
来訪者と町民の双方が
楽しめ、元気になる地

01

30

25

高木議員

30

⑴「広報ニセコ」６月
号の特集「景観と水資
源を守る～開発の行
方」には、平成 ～
年度の申請件数が記さ
れているが、①実際に
建築した件数、②開発
面積の集計値、③うち
開発行為件数と開発面
積、④これによって喪
失した樹林面積の推計
値、⑤全ての情報を総
括的にプロットした図
面の有無、⑥景観協定、
コミュニティー協定締
結の件数を伺う。
⑵ある外国の不動産会
社が現在町内で開発中
の現場では、倶知安の
ひらふ坂の状況が生ま
れている。現行の規制
20

高齢者住宅の建設計画とモデル地区集合
住宅はどう関係しているか

片山町長

計画策定委員会で整備計画をまとめる
⑶サービスつき高齢者
住宅は公営で建設する
のか、何世帯分を想定
しているか。
⑷モデル地区共同住宅
の入居者を１５０人と
推定しているが、これ
は高齢者の住みかえを
想定しているのか。
⑸数十件のミスマッチ
で解消ができたのは３
件のみか。住みかえ促
進のためには専門の組
織、人材が必要である
と思うが如何か。
⑹長寿命化改善工事の
際に、高齢者用椅子式
昇降機を階段の手すり
に設置することを検討
できないか。

象。
基本計画の世帯数は、
土地利用計画や居住面
積など計画策定委員会
で整備計画をまとめる
考えだ。
⑶現在のところ町で建
設の予定。もし民間か
らのよい提案などあれ
ば、官民連携など柔軟
に対応していきたい。
整備世帯数は基本計画
策定の中で決めたい。
⑷モデル地区の入居者
数は、子育て世帯から
高齢者まで幅広く想定
している。
⑸現行の町営住宅入居
者選考委員会や福祉関
係者などと協議をしな
がら、ミスマッチ解消
に努め、新たな組織と
いうのは考えている。
32

業務量はかなり大きい
と思うが、できるだけ
民間の方や事業者の協
力を得ながら進めたい。
⑹住宅環境の改善策と
して有効であると考え
るが、安全性の確保、
運用方法や設置に係る
経費も大変多額になる
など課題も多いことか
ら、当面は１階への住
みかえ誘導策を進めた
いと思う。

高木議員

住みかえ、ミスマッ
チ解消の手順等、全体
像の判り易い資料や不
安解消などのため、専
門スタッフ配置を検討
すべき。
公営住宅で今後とも
増える高齢者用に、階
段手すりに昇降機取付
けの検討を求める。

片山町長

専門スタッフは、状
況を見て判断したい。
ご高齢の皆さんは、３
食つくるのが大変苦痛

だという方が多く、サ
ービスつき高齢者住宅
が必要。検討委員会で
将来的な公共として整
備すべき戸数を洗い
出して決めたい。町全
体の全体像は今後の人
口の伸び、世帯の状況、
現在の開発に当たって
の進出企業等の状況な
ども加味しつつ見える
形にしていきたい。

高瀬建設課長

入居したい人と出る
人のタイミングが合わ
ないと移動できない。
単身専用の住宅がある
程度できれば、空いた
ところに子育て世帯の
方が入れる。
椅子式昇降機は建築
基準法はクリアしても
安全性には課題がある
と見ている。付け費は
３階、４階で４百万円
から５百万円程度との
報告がある。当面は戦
略的なミスマッチ解消
が必要と考えている。
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65

⑴町営住宅のミスマッ
チ対策として、３ＬＤ
Ｋ及び３階以上にお住
まいの単身高齢者と
㎡以下に５人以上でお
住まいの子育て世代向
けの町営福祉住宅を整
備する方針だ。モデル
地区での共同住宅は、
省エネ性能の高い集合
住宅を整備し、民間投
資による住宅と町営住
宅の混合した団地にな
ることも想定し、連携
して計画を進めていく。
⑵ ㎡以上の３ＬＤＫ
にお住まいの単身高齢
者が現在 世帯、３階
以上にお住まいの単身
高齢者が６世帯の 世
帯がミスマッチ解消対
26

高木議員
ニセコ町住生活基本
計画にある高齢者向け
公営住宅整備の具体化
として本年度新たな町
営住宅整備基本計画が
発注され、一方ＳＤＧ
ｓニセコ生活モデル地
区事業では高齢者転住
や混住の共同住宅が計
画されている。
⑴この高齢者公営住宅
とモデル地区の共同住
宅との関連性について
伺う。
⑵町営住宅居住の高齢
者世帯のうち、何世帯
が今現在ミスマッチと
なっているか。新たな
基本計画において、高
齢者公営住宅は何世帯
分を予定しているか。
65

公有財産価格評価委員会は総合的に評定した
企業誘致条例は検討する
誘致条例というのはハ
ードルが高い。

る評定と売買事例で、
監査の指摘は町有財産
の処分に際して参考に
すべきと考えるが改め
てご意見を伺う。

いは、総合的に将来持
続することを考えて価
格決定を行うのが大原
則だ。総合的な判断の
中で、土地開発公社が
これまで培ってきた毎
年４％ずつ上げていく
という形で価格設定さ
れたというのは、大変
妥当なものだと確信を
している。

高木議員

説明に納得できない。
①の場合、近傍の売買
事例だがこれを時点修
正したうえで、造成費
用、転売禁止条項等を
考慮して ％に下げて
いる。
固定資産税の評価が
上がって町全体に影響
が出るのではないかと
のことだが、①を採用
することでどの程度固
定資産税が上がるのか、
町全体にどの程度反映
するのかという検証は
この委員会ではされて
いなかった。
企業誘致条例の件で

は、町長がおっしゃっ
たことを内容として条
例とする、とりわけニ
セコ町のまちづくりの
理念に合致する企業に
ついてきちんとうたう
という方法もあるので
はないかと思うが。

片山町長

条例については、理
念を前面に出して、町
としてはこういう企業
に来てくださいという
面では効果があるので
はないかと思うので、
他のところも参考にし
て検討させていただき
たいと思う。

6

ニセコ町 議会だより 第178号  2019年8月発行



片山町長
キーワードは「総合
的に」ではないかと思
う。一部地域でバブル
的な要素も多い中、公
共機関がそれを時価と
評価して動くことはで
きない。つまり固定資
産税の評価額が山林も
原野も全体的に上がる。
固定資産評価額がどん
どん上がり、住民の皆
さんが住みづらい町、
山林で一生懸命頑張ろ
うと言う人が林業振興
できなくなっていいの
か。公共が行う売り買

（※）
① 近接地の売買事例（外国人への売却事例と
して不採用）
②③④ ①の価格から企業進出による経済効果
を差し引きして算出（不確定として不採用）
⑤ 土地開発基金から一般会計へ移行させる時
の計算式＝年率4％上昇で算出（総合的判断で
採用）

高木議員
この価格評定員会議
に提案された案は①か
ら⑤の５つ で、時価
がベースという規定に
より算定しているのは
①のみではないかと指
摘している。①は外資
による売買だから不採
用で、価格の検証はさ
れていない。しかも採
用しなかった①を②、
③、④の積算の根拠に
使っている。⑤は土地
開発基金から一般会計
に移すに際しての算定
式（年４％上昇）を使
っており、売買に使う
のは不適切だ。大事な
キーワードは時価によ
（※）

片山町長
１つ目は公有財産価
格評定員会議が規則に
基づき慎重な評定によ
り適正な価格で売買を
行った。
２つ目は、ニセコ町
では既に国や町独自の
既存制度、過疎地域自
立促進特別措置法や生
産性向上特別措置法な
どによる税の減免、に
ぎわいづくり起業等サ
ポート事業補助、産業
振興基金による資金貸
し付等を実施している。
今後も景観と環境を大
事にしつつ、持続する
循環型社会をつくると
いう町の姿勢に共感す
る企業と積極的にかか
わりを持つが、一律の

50

町有地売却手続きに関する監査報告への
評価と対応を問う

76

高木議員
三谷典久前監査委員
は、その職務権限、地
方自治法第１９９条第
５項に基づく随時監査
を行いその結果の報告
は、４月 日に出され
ている。その監査の指
摘事項は２点で、１点
目は、株式会社ルピシ
アへの町有地の売却価
格の決定はニセコ町公
有財産規則第 条に則
っているとは言えない、
２点目は今後企業誘致
に関する条例を早急に
整備すべき、である。
２点とも、的を射た指
摘と思うが、これに対
して町長としてはどの
ように評価し、措置さ
れるおつもりか。
30

13

12

16

化を図っていきたい。

子ども議会の充実・活性化を図りたい

児童・生徒の議会傍聴の定期化を

斉藤議員

これを積み上げ充実さ
せていきたい。

子ども議会の様子

斉藤議員
「 子 ど も 議 会 」は 大
切であるが、本当の議
会を参考にしてより活
性化させることが子ど
もの政治教育に役立つ
のではないか。議会傍
聴を定期的にしてはど
うか。

菊地教育長
いま、 歳選挙権が
与えられており、要望
があればぜひ進めてい
きたい。ただ教育活動
は目的、目標、活動が
あって評価するもので
あ り、
「子ども議会」
は単なる傍聴して実感
するよりも先に進んだ
ことを行っているので、
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7

ニセコ町の児童・生
徒たちに政治が私たち
の暮らしと密接に関わ
っていることを実感し
てもらうために、本会
議の傍聴を実施しては
どうか教育長の見解を
伺う。

条例に基づき夏休みに
年 月に子ども議会
「子ども議会」を開催 議員たち 人が本会議
している。
を傍聴した記録がある。
「子ども議会」は本会
斉藤議員
議傍聴体験よりもさら
全国で議会傍聴を実 に一歩進んだものと考
施している学校は少な えている。子どもが実
からずあるが、傍聴し 際にまちづくりに参加
た子どもたちは「私た し、よりよい町をつく
ちの生活と密接に結び るために意見を述べ私
ついている」
、
「今度の たちの施策に質問する
ときは選挙に行こう 」
、 場になっている。
昨 年 の「 子 ど も 議
「自分も議員になりた
い」という意見を述べ 会」では説明委員の答
ている。本当の議会の 弁に納得がいかなけれ
体験は「子ども議会」 ば再質問する子どもた
とは違うものがあると ちが何人もいた。その
思う。
後の活動としてもニセ
コのまちづくりマップ
菊地教育長
を作成するなど大変充
実 し て い る。 教 育 委
員会として「子ども議
会」のより充実・活性
平成 年１月９日第
１回「子ども議会」開
催に当り、前年度平成

18

菊地教育長
教育課程では限ら
れた時間で多くの教
科・科目を学ばなけれ
ばならず議会傍聴は学
習の一つの方法である
が、実施については学
校の考えを聞きながら、
全体の学習効果を検討
していかなければなら
ない。ニセコ町ではニ
セコ町まちづくり基本
14

17

32

29 34

29

29

40

31

30

年生の退学者率は定時
制も全日制の関係なく
１・９％になるが、ニ
セコ高校では 年生退
学率約 ％になる。
調査の中で一番多い
理由が ・５％で学校
生活不適応になってい
る。ニセコに夢を抱き
ニセコ高校に憧れて入
学してきた生徒たちが
年間に学校を去る理
由が何か、また去った
あとの生徒たちの状況
を把握することは大変
重要なことでないのか。
中退した生徒たちの多
くは中退しなければよ
かったという意見が多
いと聞いている。
22

菊地教育長

1

中途退学者の理由を

1

子どもたちが無事卒
業してもらいたいとい
う思いは、誰よりも親、
先生方が持っている。
それを全面的に支援し
ていきたい。

菊地教育長

先生方も努力をされ
ていると思うが、ニセ
コ高校には中途退学生
を出さないための対応
策を検討してもらいた
い。

斉藤議員

述べることは、憶測を
生むもとになり適切で
はないので控えたい。
退学した子どもたちが
その後どうしているか
把握していない。

無事卒業するよう全面的に支援していきたい

10

28

39

27

29

17

27

22

8
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ニセコ高校の中途退学率、その傾向と
対策は

26

名、 年入学生 名、
斉藤議員
在校生 名、 年入学
生 名。
昨年ニセコ高校は
年ぶりに定員数を超え
生徒自身や家庭環境
る 人の出願があり、 などの事情を抱え、中
人が入学した。
途退学の傾向や理由は
しかし、この１年で 一概に言えない。文部
８人が退学している。 科学省の児童生徒の問
高校の過去数年間の入 題行動、不登校等生徒
学と卒業時点での生徒 指導上の諸課題に関す
数の割合を比較して、 る調査に集計値が公表
中途退学の傾向につい されている。平成 年
てその原因と理由につ 度道内１年生の中退者
いて教育長に伺う。
数は４５８人、１・９
％。その理由は学校生
菊地教育長
活や学業への不適応が
平成 年入学生 名、 ・５％、進路変更が
卒業生 名、 年入学
・３％。後志地区、
生 名、卒業生 名、 学校個別の情報は公表
年入学生 名、卒業 されていない。
生 名、 年入学生
斉藤議員
名、卒業生 名、 年
平成 年度の道内１
入学生 名、在校生
31 25

28

22

34

45

40

30

27

24

ニセコ高校入学体験

男性の育児休業取得の実態は
育児休業取得の啓発と職場環境整備を
進めたい

とかまた 分とか 時
間単位で必要に応じて、
取りやすい環境を検討
してはいかがかと思う。

公務員の場合育児給
付金が共済組合からで
ることになっている。
１８０日までが標準報
酬月額の ％、１８０
日を超え１歳までが
％支給される。

阿部総務課長

1

50

斉藤議員
子育て期間は夫婦共
に余裕が必要であり、
もっと子育て年齢を延
長してもよいのではな
いか。 日とか、半日

親子登山

30

67

配慮したい。

てるために男性も育児
に参加して環境を整え
ていくことが一番の少
子化対策になると思う。
２０１７年改正育
児・介護休業法がスタ
ートした。男性も子ど
もが２歳まで休みを取
れるようになった。休
まない原因に、給料が
減らされるということ
がある。しかし育休中
の給付金とか給付金非
課税のメリットもある。

片山町長
育児休業をとりやす
い、言いやすい雰囲気
は重要で職員への啓発
を進めていきたい。育
児休業をとれる職場環
境を順次整えていきた
い。

パパママセミナーの様子

斉藤議員
男女が共同で子育て
をするという意識がま
だ育っていないことが
うかがえる。日本の少
子化対策には男性の育
児参加意識を積極的に
進めることが出生率の
向上につながると言わ
れている。
女性に偏りがちな育
児や家事の負担を夫婦
で分かち合うことで女
性もまた次の子どもを
産みたいという出産意
欲が高まり、心身共に
仕事を継続できる余裕
が出て来る可能性が高
くなる。
次世代を担う子ども
たちを安心して生み育

1

斉藤議員
昨年の日本の出生数
は 万人台で、人口減
少は進む一方だ。少子
化対策、女性の活躍、
家庭の絆を強めるため
に政府は男性の育児休
業取得率を２０２０年
までに ％を目標に掲
げているが、ニセコ町
役場の男性職員の育児
休業の状況について町
長に伺う。

片山町長

13

役場男性職員が育児
休業を取得した実績は
現在までのところない。
今後職員から育児休業
取得の申請があった場
合、可能な限り育児休
業をとりやすい体制を
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91

札幌冬季五輪開催協力にはニセコ町民の
意思の確認が必要ではないのか

懇談の場を設けて行き
たい。

斉藤議員

ニセコ町にとりわけ
注目度が高い費用と人
的負担の概要と検討項
目が揃い次第、札幌市
と協議する。

佐藤町民学習課長

に札幌市、倶知安町、
ニセコ町でＭＩＣＥに
関する連携協定を結ん
でいる。そこにオリン
ピックを含む国際イベ
ントの誘致促進、開催
支援等がある。札幌市
の高度な都市機能や倶
知安・ニセコ両町の国
際リゾート地の自然環
境、ブランド力等地域
が保持する特徴を最大
限生かし、相互補完的
有機的な連携を図って
いく。

ＭＩＣＥ協定に基づき進めていきたい

菊地教育長
冬季五輪関連予算
万円は２０３０年冬季
五輪招致に向け札幌市
と連携を図る上で必要
な経費である。

片山町長

ニセコ町が札幌冬季
五輪に協力するか否か
の意思決定はまず第一
に町民の意見を伺って
いるのかが一番重要な
ところではないのか。
「ニセコ町まちづくり
基本条例」第３章６条
にあるように「町の意
思決定の過程を明確に
明らかにし町民に理解
されるように努める」
義務がまだ十分ではな
いと思う。もっと町民
への丁寧な説明が必要
ではないのか。

片山町長
２０１１年７月 日

斉藤議員

札幌市は早い段階か
ら市民の意思を確かめ
るアンケートを実施し
ている。ニセコ町もア
ンケートを実施しては
どうか。

片山町長

通常のＭＩＣＥ協定
に基づき進めていきた
い。現時点ではアンケ
ートを行う考えはない。

10
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49

２０２６年目標の札
幌冬季五輪招致に向け
関係自治体である北海
道・札幌市・倶知安町・
帯広市と協力 連
･ 携を
図ってきた。これにつ
いては２０３０年招致
も同様に協力して行き
たい。札幌市から今後
の活動や開催の概要が
示されたら教育委員会
や関係機関との連携の
もと、町民の皆さまに
もお知らせして説明や

22

斉藤議員
札幌市は冬季オリン
ピック・パラリンピッ
ク開催目標を２０２６
年から２０３０年に変
更した。ニセコ町は当
初２０２６年開催を目
指していた札幌市に協
力を表明し、その準備
のため平昌五輪視察派
遣事業費約７００万円
余 を 支 出 し て 来 た。
２０２６年開催がなく
なった現在、改めて協
力の是非を町民のみな
さんと共に検討するこ
とが必要ではないのか。
今年度冬季五輪招致関
連予算 万円は現時点
でその必要性があるの
か教育長 町
･ 長に伺う。
49

ＭＩＣＥ（マイス）とは、Meeting（企業等の会議）
Incentive Travel（企業等の行う報奨・研修旅行・インセンティブ旅行）
Convention（国際機関・団体、学会等が行う国際会議）
Exhibition/Event（展示会・見本市、イベント）の頭文字。
多くの集客交流が見込まれるビジネスイベントなどの総称。
札幌市、倶知安町などとＭＩＣＥにおける連携・協力を行うこととしているので、協働してコンベンション
等誘致に関する情報の共有化、受入基盤の整備、新たな魅力の開発などに取り組み、誘致活動の強化を図って
います。

53

10

マキノ・ニセコ交流会への支援内容と交流
協定を結んでいる自治体との活動実績は

ため、町長初め関係者、
国見町の子どもたちも
地元の桃の販売体験に
来訪されている。ニセ
コ町も国見町の産業
祭・イベントで特産品
販売などの交流を行な
っている。参考にジョ
ージアのボルジョミ市
から姉妹都市の打診が
３年前にあった。

斉藤議員

17

ない町民も増えてきて
いると思う。そういう
方々にわかるように知
らせることが必要では
ないか。

24

27

佐藤町民学習課長

マキノ町が高島市に
合併する際、マキノ町
から今まで培ってきた
友好関係を維持しよう
という動きがあり、賛
同し継続してきた。平
成 年度からスタート
して産業まつり物産の
販売、ＰＲ促進、関係
者の交流会を続けてい
る。平成 年度から隔
年で相互訪問をして情
報交流を行っている。

斉藤議員

交流都市の中に長野
県長野市の旧信州新町
があるがその関係は。

林副町長

現在姉妹都市、友好
都市の関係を結んでい

る町村はない。信州新
町は長野市に合併され、
有島３兄弟のゆかりの
地として記念館と姉妹
館としての連携は行な
っているが、交流は現
在行なっていない。

鹿児島県薩摩川内市の体験事業生徒の受け入れ

現在姉妹都市・友好都市の関係を結んでいる
町村はない

19

斉藤議員

11

マキノ・ニセコ交流
会支援の内容と姉妹都
市・交流都市の連携を
結んでいる自治体と国
があれば、教えて頂き
たい。

ト等で特産品の販売促
進、交流研修、公共施
設や文化遺産の視察な
どを行なっている。教
育委員会主催の交流事
業は児童生徒を対象に
高島市と洋上セミナー、
薩摩川内市と少年の翼
セミナーを実施してい
る。
有島３兄弟ゆかりの
地として有島記念館、
薩摩川内市のまごころ
文学館、長野県の有島
生馬記念館は姉妹館と
して連携を行なってい
る。
「 もっと知りたいこ
としの仕事」の予算の
流れを過去５年間に遡
って見ると、マキノ・
ニセコ交流会支援予算
は少なくなってきてい
る。姉妹都市、交流都
市、友好都市の位置付
と世代交代、新住民の
移住でこの事業を知ら
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片山町長
福島県国見町と平成
年 月 日災害時相
互応援協定を結び、そ
の縁で夏に桃の販売の
25

菊地教育長
昭和 年全国で２つ
しかないカタカナ名の
町を縁に姉妹都市提携
を結び、平成 年にマ
キノ町が高島市に合併
後も新たな交流に関す
る覚書を締結し、友好
関係を築いている。平
成 年 月、交流の具
体化、持続化を図るこ
とを目的にマキノ・ニ
セコ交流会が設立され
た。相互訪問、イペン
24

企業誘致を推進するためにはインフラ整備
が必要不可欠
整備が追いついていない状況もあるが、
１件１件丁寧に対応したい

企業誘致を進めるた

る環境を整えてきてい めにも目的、定義、企 基本計画を定めている。
小松議員
る。進出したい企業は 業の認定、助成措置な その中で、観光業をは
企業誘致にも取り組 観光業など多岐にわた どや理念の部分も含め じめ、さまざまな業種
んでいるが、企業立地、 っており、工業団地等 た、企業誘致条例を制 の企業に対し、本町へ
受け入れ用地の確保や を自前に造成するなど 定し、取り組むことが の進出の際の動機付け
それに伴うインフラ整 の方法は現時点ではな 大切だ。最近は多くの となる支援制度の活用
備が必要不可欠だ。企 じまない。一方、企業 方が土地を求め、住宅 を各々の事案ごとに検
業誘致を推進するため 進出の際、地域によっ が増えているが、土地 討し、対応している。
に、今後どのような計 てはご指摘のとおり基 があっても現在の配水
石山上下水道課長
画をたて、進めていく 本的なインフラの整備 管の太さでは水量も足
配水池から全部太く
のか。
が追いついていない状 りず、給水が難しい地
況があるのも事実だ。 区があるようだ。また、 しなければならない可
片山町長
ニセコ町企業誘致ガイ 市街地の配水池は、夜 能性もある他、配水管
ドライン等にのっとり、 間に水量を回復しきれ を太くすることで配水
案件に対し常に関係課 ず、翌朝までに給水バ 池も大きくしなければ
が連携し、１件１件丁 ランスがとれていない。 ならない場合や水源の
寧に相談、協議、指導 こういった状況を今後 水量確保も必要となっ
等業務を担う方法で企 どう対処するのか。
てくる。水利権の関係
業との信頼関係を築き
や、水道事業を行う上
山本企画環境課長
対応したい。
では、水道認可の変更
企業誘致については、 届も必要だ。水量を増
小松議員
（条例は未策定だが） 強するには相当の時間、
国の法律を根拠とした お金もかかるというこ
ニセコ町の企業誘致
のスタンスは、地域特
性や地域ニーズに合致
し、ともにまちづくり
を進めるパートナーと
なり得る企業の進出だ。
その上で、国の法律や
町独自制度などをもと
に一定程度各種企業の
設備投資等を後押しす

水源地については、
昨年も色々な場所、現
場を調査した。今年は
具体的にきちっとした
形での調査も行い、ま
た新幹線工事の関係等
を含めて調査活動を行
っているので、将来を
見据えつつ進めていき
たい。

片山町長

とを理解願いたい。市 や地下水で対応してほ
街地区では、今年度水 しいという箇所も既に
源調査を行い新たな水 ある。将来水道会計の
源の可能性、旧水源の 負担にならないような
再利用や新たな地下水、 判断をしたい。
ボーリングで水が出る
小松議員
可能性を検討し、水源
の水量確保を考えたい。 観光客の増加や給水
人口が増えることで水
片山町長
量が心配される。今後
も給水量の確保に向け
て新たな湧水を求める
時期に来ている。さら
に前向きに進めていく
べきではないか。

企業誘致条例あるい
は、それに類するよう
な町の理念を明らかに
したものが必要ではな
いかということで、総
枠で町の態度を明らか
にする意味では価値が
あると思うので、研究
し協議したい。
水道については、現
在担当課含め町全体の
水道バランスを見なが
ら、将来の投資効果を
判断している。町全体
に対策をたてるのはと
ても不可能な状況にな
ってきており、将来の
持続性、そのエリアご
とに、将来全体におけ
る可能性を検討し、自
分たちの責任で井戸水

12
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設備投資に関しては早期に計画をたて
無駄な費用をかけないように
維持管理との費用対効果を考え、できるだけ
早く進めたい
し老朽化している施設
なので、平成 年度に
開催した羊蹄山麓６か
町村の首長会議におい
て令和 年度末までに
新たなし尿処理施設を
検討することとした。

浜本議員

27

依然として分別や別
荘地のごみの散らかり
という問題が解決でき
ていない。また、ごみ
の量が増えていること
に関して対策があまり
行われていないが、今
後どうするのか。ごみ
袋は種類を減らし大量
生産することにより、
単価を下げる等の対策
を取った方がいいと思
う。
下水道管理センター

に関しては毎年多額の
修繕費がかかっている。
本当に必要な設備かと
いうことも含めて検討
すべき。点検・修理は
管理業者が行っている
か、設備納入業者が行
っているのか。
衛生センターの検討
については年数がかか
り過ぎる。早めに結論
をだせば、無駄な修繕
費をかけなくて良いの
ではないか。

中村町民生活課長

ダストボックスにつ
いては毎日収集事業者
から報告ファックスが
届くので、それに基づ
き各地域へ説明をしに
行っている。ごみ袋に
関しては検討する。

石山上下水道課長

下水道管理センター
の設備は電気設備、機
械設備合わせて約 億
円。長寿命化計画によ
り 年度から３年間で
電気設備の更新を行っ

た。管路含む機械設備
の更新をするために、
今年度から２年間でス
トックマネジメント計
画を策定する予定。ま
た、新規更新以外の部
品交換等整備的なもの
は、基本的に３社以上
で入札を行っている。

片山町長

し尿処理施設につい
ては過去、現施設の改
築が議論されていた。
一昨年から２年間、Ｍ
ＩＣＳ事業（汚水処理
共同整備事業）ができ
るのではないかといろ
いろなパターンを検討
したが、今年３月の首
長会議で断念に至った。
現在の場所で新たに作
るのが良いという大筋
の合意はあったが、最
終決断は各町村や現場
と話し合って、次回に
ということになってい
る。維持管理との費用
対効果を考え、できる
だけ早くということを
訴えていきたい。
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13

11

浜本議員

解していない方への個
別説明を、国際交流員
に同行してもらい行っ
ている。
⑶下水道施設の一つに
下水道管路があるが、
管路内点検は難しいた
め、管路上にあるマン
ホールの蓋を開けての
目視点検を行っている。
マンホールポンプ場で
は週１回の点検管理を
実施している。また、
下水道管理センターで
は汚水の水質検査を実
施し、適切に真狩川へ
放流している。下水道
汚泥は水分管理を行っ
た後、堆肥センターへ
週１回運搬し、堆肥化
に努めている。
羊蹄衛生センターは
建設から約 年が経過

10

昨今、住宅建設は増
設の一途をたどってい
るが、現況とこれに伴
う今後の問題点は。
⑴水道施設の水量は賄
われているか。
⑵ごみは適切に処理さ
れているか。
⑶下水道施設の管理状
況、衛生センターの今
後の方向性は。

年度新たな水源調査を
行う予定だ。他の施設
の水量は足りているが、
新たに入ってくる企業
が求める水道管の大き
さに対応できない箇所
もある。整備するには
３年以上かかる。
⑵ダストボックスの維
持管理は各自治会にお
願いしている。民間ア
パートの建設時にもダ
ストボックスの設置と
管理をお願いする。排
出ごみの分別が悪い場
合には、管理者から入
居者に指導をしていた
だくこともある。また、
外国人居住者に関して
は、ごみ袋の英語表記
への取り組み 在
( 庫が
無くなり次第、順次変
更 や
) 、ごみ分別を理

26

片山町長
⑴本町には９つの水道
施設がある。市街地区
の供給施設が最も大き
いが、建築物が増加し、
この２年間で２割近く
配水量が増え、時期に
より配水池水量が不足
気味となっている。今

50

高齢者専用住宅・子育て世帯用住宅の建設
計画を早急に進めるべき

備計画の必要性につい
て盛り込まれ、ミスマ
ッチを解消していくと
いう視点で進めたい。
必要に応じてサービス
付高齢者住宅も検討し
たい。福祉関係者や有
識者等との協議によっ
てハード面の設計をし
ていき、これを元に財
政的な目処が許されれ
ば、実施設計へ移りた
い。
住宅の運営は基本的
には町で行うが、福祉
面については福祉関係
機関の協力がなければ
運営できないので、こ
の部分を中心に協議し
たい。入居にあたって
の選考についても協議
をしていきたい。

新団地の基本計画を進め、財政的なめどが
つけば実施設計に移りたい
集合住宅が充分に供給 でも買い物等ができる
されていないこと、以 ように、立地的には街
上３点から新たな団地 中になければならない
の整備が必要だと考え のではないか。サービ
た。５月 日に入札を ス付高齢者住宅も安否
行い、基本計画策定に 確認ができたり、食事
伴う委託契約を締結し を提供するだけでも違
た。
う。もし町が建設する
今後、現況分析、団 のなら、運営は町でな
地の土地利用計画、整 くても専門的知識のあ
備戸数や概算経費、運 るところが運営すべき
営方法等について、計 だと思う。入所資格も
画策定委員会を設置し、 よく考えないと、数年
有識者や福祉関係機関 後には入浴設備が必要
と意見交換を進め、整 になってきたりして、
備計画を策定していく。 最初から設備投資して
おけばよかったという
青羽議員
問題も発生する。
必要であるという認
高瀬建設課長
識があったにも関わら
ずスタートが遅すぎる。 平成 年にニセコ町
高齢者専用住宅は、た 住生活基本計画を策定
とえば高齢者がひとり しており、新団地の整
30

片山町長

て移管されている。

片山町長

前回動いた時、すぐ
道営住宅建設の全体
に着手できなかった要
因の一つは、土地のめ 計画をつくる委員会が
どがつかなかったこと。 あり、私もその委員だ
３か所くらいあたって が、機会があるたびに
動いていたが、役場で 再三お願いをしている。
購入することはできな 道営住宅も全体を見れ
かった。役場が望むな ば空き家が多くあり、
らサービス付高齢者住 新設にはよほどのこと
宅を建設するといって が無い限りはできない
いる専門の事業者もい と、建設を止め、逆に
たが、町が土地を用意 解体している状況。補
するという条件があり、 助金をもらわず過疎債
それも用意する状況で だけで建設するものは、
はなかった。現在は町 家賃設定は自由。過疎
有地の一部を中心にし 債を活用すると実質的
ながら、団地形成に動 には７割国の補助金で
いている。
住宅整備できるので、
今回の計画に関しては、
青羽議員
過疎債活用も視野に入
れ検討したい。

近隣町村に道営住宅
があるが、ニセコ町で
は道営住宅の建設はで
きないのか。

黒瀧建設課参事

かつて富士見団地が
道営住宅として建設さ
れたが、町営住宅とし

14
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青羽議員
今年度の町政執行方
針の中で、住環境の整
備促進の為に、サービ
ス付高齢者住宅と子育
て世帯への住宅を供給
する目的で「新たな町
営住宅を整備する基本
計画」を策定するとあ
る。進捗状況ならびに
必要性について伺う。

片山町長
①民間を含めサービス
付高齢者住宅が本町に
整備されていないこと、
②高齢者向けの単身住
宅が整備されておらず、
ミスマッチの解消が進
んでいないこと、③居
住面積が広い（３ＬＤ
Ｋ）子育て世帯向けの

29

は実施主体を鉄道文化
協会にした。

木下議員
今回のクラウドファ
ンディングで、第２目
標を達成した際に有島
記念館に保存するとい
うことを、町民や記念
館周辺の住民の合意形
成なしに進めた事が非
常に大きな問題と考え
ている。
クラウドファンディ
ングの文章の中で、「町
を挙げて協議を続けた
結果、２つの保存場所
の候補が挙がった」と、
まるで町民と協議をし
て進めたかのような誤
解をうむ文章もあった
が、なぜ事前にチェッ
クできなかったのか。

今回の計画に際し、

菊地教育長

本来であれば保存場
所はＪＲニセコ駅周辺
が適当だが、様々な維
持管理や上屋の必要性
などがあったため、緊
急避難地として有島記
念館にした。
駅周辺に置くことに
ついては、まちづくり
の観点から、また町民
の意見を踏まえて再度
検討する必要があると
考えた。

佐藤町民学習課長

また、保存先を有島
記念館からＪＲニセコ
駅周辺に変更を検討す
るにいたった理由は何
か。

改めて今後の方針について説明する機会を
設けたい

ニセコエクスプレスの保存場所の方針転換
の住民説明は

木下議員
ニセコエクスプレス
の先頭車両をニセコ町
内に保存するため、ク
ラウドファンディング
を利用して資金調達す
るプロジェクトが先日
成立した。このことに
関して以下を伺う。
⑴ニセコエクスプレス
の保存を計画した理由
⑵クラウドファンディ
ングを利用した経緯
⑶教育委員会や有島記
念館がクラウドファン
ディングの主体になら
なかった理由

スプレスを町内に保存
し、同列車のたくまし
さとその歴史を後世に
伝えることを目的とし
て計画を進めた。
⑵鉄道車両の移送に多
額の費用が掛かること
と、鉄道に関するクラ
ウドファンディングの
成功率が高いことから
利用した。
⑶クラウドファンディ
ングには種類があり、
自治体が主体となる場
合は、目標額に達しな
くても事業を実施しな
ければならない「寄附
型」となる。それに対
して、目標額に達しな
ければ事業が実施でき
ない「オール・オア・
ナッシング」という手
法をとるために、今回

住民の皆様に説明をし
ながらご意見を受ける
機会を逸してしまった。
今後はこのようなこと
が無いように努めたい。
クラウドファンディ
ングの文章に誤解を招
く表現があったことに
ついては、私のチェッ
ク不足もあったと思っ
ている。
保存場所については、
産業遺産の集積地とし
ての中央倉庫群を核と
したＪＲニセコ駅周辺
というのが一番望まし
いと考えていたが、多
額の費用を考えると緊
急避難的に記念館とい
う判断をした。ただ説
明会やまち懇での声も
聞き、やはり本来のニ
セコ駅周辺にすべき判
断をした

木下議員

今回のニセコエクス
プレスの保存場所の方
針転換に関して、町民
講座や有島記念館周辺
の住民へきちんと説明

をいただくということ
が、
「まちづくり基本
条例」の趣旨だと思っ
ている。もう一度この
件に関してお約束をい
ただきたい。

菊地教育長

今回の件で有島地区
の住民の方々だけでは
なくて、町民の皆さん
がいろいろな考えを持
ったと思う。改めて今
後の方針ということで
説明する機会を設けて
いきたい。
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菊地教育長
⑴ 年間にわたり運行
してニセコの観光振興
に貢献したニセコエク
29

28 29

22

23

29

篠原議員

有害鳥獣による被害
をいかに食い止めるか
の方策について理解を
深めるかが大切。また、
鹿の食害を防ぐ方法の
研究も必要。この研究
をどこかの研究機関と
タイアップできないか。
次に、町全体で食害を
防ぎ、野性動物の餌と
なるものを与えないと
いう観点から対策が必
要と考えるが再度伺う。

片山町長

有害鳥獣の情報を広
く伝達して理解促進を
図ることは、重要なこ
と。検討し、できると
ころから早急に取り組
んでいきたい。
なお、鹿の食害研究
については、実際どの
程度北海道内で研究が
進んでいるか調査し、
報告したい。

16
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鹿による農業被害の実態と対策は

１３５頭、平成 年度
に１５４頭の捕獲実績
がある。次に鹿の実態
把握の状況は、農業者
への状況把握に努めて
いるが、今後調査方法
を詰める必要がある。
また、家庭菜園等に関
害鳥獣対策協議会（平 「広域的な取り組みを しては、資材への補助
成 年）
、鳥獣被害防 進めていく」と回答さ ではなく、わなの捕獲
止対策支援事業補助要 れたが、これまでの経 等で自己防衛を広げて
綱（平成 年）などに 過を伺う。また、農業 いきたい。農業者以外
より、施設設備の助成 者自らが自発的に駆除 であっても、わなの資
や各種免許取得を促し、 を行う政策の成果と課 格取得による自己防衛
猟友会との連携した取 題は何か。次に鹿の生 を更に周知徹底したい。
り組みを進めてきた。 態や食害調査をどのよ
片山町長
なお、家庭菜園等は、 うにされ、実態を把握
広域の取り組みにつ
自助努力での防止策を しているのか。一般家
と考えている。個々単 庭菜園は、自助努力で いては、後志総合振興
独の活動より、後志総 との考えだが、町全体 局に野性鳥獣対策整備
合振興局含めた広域的 で取り組むことがエキ 拡充を要請し、町村長
な取り組みが必要と考 ノコックスへの取り組 会議や羊蹄山麓首長会
え、引き続き北海道後 みのように有用と考え においても話題を出し
ているが、各市町村で
志振興局などの関係機 るが再度伺う。
関との連携を密にし、
対応という状況にある。
中川農政課長
全体としての野生鳥獣
今後も羊蹄山麓含め、
農業者による駆除の 繰り返し行いたい。全
被害撲滅に向け取り組
みたい。
状況は、平成 年９名、 体の意識を盛り上げる
平成 年 名が、わな 取り組みも検討したい。
篠原議員
の免許を取得しており、
アライグマが 年には
27

過去の一般質問に

29

29

26

鹿の食害防止研究を調査する
減少し、北海道におい
篠原議員
ても同様の傾向にある
農業関係の有害鳥獣 が、後志では増加が著
駆除対策について、特 しく、平成 年、２１
に「鹿」による被害が ００万円が平成 年に
増加しており、早急な は９４００万円と増加
対策が必要との声が寄 している。また、エゾ
せ ら れ て い る。
「 鹿 」 シカによる被害も同様
による農作物の被害の で５００万円から５１
状況とその具体的な対 ００万円と増え、本町
策を伺う。
の鹿による農業被害は、
また、農業関係のみ 平成 年度の被害面積
ならず、家庭菜園や小 は約 ヘクタール、被
規模な畑等での被害も 害額約３５０万円で、
あると聞いているが、 作物全般の食害、踏み
町全体での対策が必要 荒らし被害が発生して
であり、この対策につ いる。
いても、あわせて伺う。 対処法としては、町
補助事業による電牧設
片山町長
置、くくりわなや銃で
日本における野生鳥 の捕獲や駆除を行う一
獣による農作物被害は、 方、町鳥獣被害防止計
平成 年度をピークに 画（平成 年）や町有
22

30

16

30

たい。大変申し訳あり
ませんでした。
さらに、 日の議員
協議で算定誤りの詳細
と改善策などの説明を
行った。
17

◎説明の内容
算定誤りは、国の制
度改正によって家賃算
定に必要な基準値が改
正された６年前から毎
年度発生してきた。家
賃を算定する際の計算
式は、職員が自ら作っ
たシステムを用いてき
たが、このシステムの
値を国の改正どおり修
正していなかったこと
で過少に算定してきた。
過少徴収の総額は、本
年度分も含めて２７７
０万円に至った。
町は改善策として、
①町営住宅条例にはこ
れまで、住宅使用料の
算定に必要な国の基準
値は国の法令を参照し

て引用するように定め
ていたが、条文中に明
確に表示する、②住宅
使用料算定の専用ソフ
トを導入することの２
点をあげた。
条例の改正によって、
必要な基準値が明確に
なるとともに、専用ソ
フトを導入することは、
法改正による修正がソ
フトを提供する事業者
側でもチェックできる
ためで、複数の方法で
確認を行う体制を作る。
その後の質疑では、
行政報告の翌日の土曜
日には新聞で取り上げ
られたが、議会も詳細
を把握しておらず、町
民への説明に苦慮した
点が指摘されるなど、
情報の扱いに対する指
摘もあげられた。
また、行政報告では
「遡及」しての徴収は
しないと説明があった
が、せめて今年度分の

徴収を検討しなかった
のかとの意見も出た。
町側は、影響を受け
る世帯数が多いこと、
増加する月額家賃が多
いことや家賃変更の周
知期間を十分取りたい
ことなどを理由に、変
更は来年度以降に行う
との説明だった。
６月 日、条例改正
案とソフト導入の補正
予算、この件に関する
処分として町長、副町
長の減給に関する条例
改正案が議会に提案さ
れ、いずれも賛成多数
で議決した。
議会は、誤算定の期
間が長いことや過少徴
収の額が多いことなど
を問題視しており「公
営住宅使用料算定誤り
に関する調査特別委員
会」を設置し、原因の
究明と今後の防止策等
を協議していく。

◎地方創生推進交付金
事業について

行政報告から

者等を対象とした住み
かえや居住に関する意
向調査
④高性能住宅建設のた
めの地元工務店向け技
術研修
⑤モデル地区の運営ス
キームやコミュニティ
づくりのための方策、
ルール等の検討、調査
⑶地域商社事業創出の
検討
①第１次から第３次産
業事業者のヒアリング
を行い、地域インフラ
や流通、域内調達率の
高い物やサービスの実
態調査を行う
②地域内調達率の高い
物やサービスを対象と
した地域ポイントの導
入可能性の検討
③これらの状況を調査
した中でニセコ町版地
域商社の基本設計を視
野に調査、検討をすす
める。

片
 山町長

今年度から３年計画
で３つの事業を新たに
展開する。
⑴ローカルスマート交
通
①地域住民主体の助け
合い交通の実証運行を
支援
②地域公共交通最適化
実証運行の展開と拡充
として、周遊バスやス
キーバス等の統合を含
めた、最適化の検討・
拡充
③公共交通の利用促進
の検討
⑵ＮＩＳＥＫＯ生活・
モデル地区構築事業
①ＮＩＳＥＫＯ生活・
モデル地区の基本設計
②モデル地区における
住民対話、関係者の開
発体制づくり
③町内高齢者、子育て
世代、町外からの通勤
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議員協議会

14

◎公営住宅における住
宅使用料の算定誤り
町長は、６月 日の
行政報告で次のように
説明した。
平成 年３月、住宅
使用料の算定作業中に、
国の定める収入基準を
超えている入居者に対
する住宅使用料の算定
に一部誤りがあること
が判明。現在、公営住
宅等家賃算定の根拠な
どに基づき、住宅使用
料の調査を進めている。
調査結果の詳細が判明
したら改めて報告を行
う。
なお、調査の結果住
宅使用料に過少があっ
ても遡及しての徴収は
行わない。調査とあわ
せて今後の再発防止策
の検討も進めていく。
今後、こういった事
務執行に誤りがないよ
う万全を期してまいり
31
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第5回
議 案

定例会審議結果

会期 令和元年（2019年）6月14日から6月21日

件

名

等

結 果

賛 否

陳情第１号

日米貿易協定交渉から日本の農業・農村を守る意見書提出を求
める陳情
（陳情者 ニセコ町農民同盟 委員長 大田 和広）

産業建設
常任委員
会 付 託

－

陳情第２号

町道に関する要望書
（陳情者 ニセコ町 高橋

産業建設
常任委員
会 付 託

－

洋

他19名）

報告第１号

ニセコ町土地開発公社経営状況の報告について

報告受理

－

報告第２号

株式会社キラットニセコ経営状況の報告について

報告受理

－

報告第３号

株式会社ニセコリゾート観光協会経営状況の報告について

報告受理

－

報告第４号

ニセコ町情報公開条例運用状況の報告について

報告受理

－

報告第５号

ニセコ町個人情報保護条例運用状況の報告について

報告受理

－

報告第６号

平成３０年度ニセコ町繰越明許費繰越計算書の報告について

報告受理

－

承認第１号

専決処分した事件の承認について
（平成３０年度ニセコ町一般会計補正予算）

承認可決

賛成多数

承認第２号

専決処分した事件の承認について
（平成３０年度ニセコ町国民健康保険事業特別会計補正予算）

承認可決

賛成多数

承認第３号

専決処分した事件の承認について
（平成３０年度ニセコ町後期高齢者医療特別会計補正予算）

承認可決

賛成多数

承認可決

賛成多数

承認第４号

専決処分した事件の承認について
(平成３０年度ニセコ町簡易水道事業特別会計補正予算）

承認第５号

専決処分した事件の承認について
（平成３０年度ニセコ町公共下水道事業特別会計補正予算）

承認可決

賛成多数

承認第６号

専決処分した事件の承認について
（令和元年度ニセコ町一般会計補正予算

承認可決

賛成多数

ｐ20参照）

議案第１号

北海道町村議会議員公務災害補償等組合規約の一部を変更する
ことの協議について

原案可決

賛成多数

議案第２号

北海道市町村職員退職手当組合規約の一部を変更することの協
議について

原案可決

賛成多数

議案第３号

北海道市町村総合事務組合規約の一部を変更することの協議に
ついて

原案可決

賛成多数

議案第４号

請負契約の締結について
（近藤小学校屋内体育館大規模改修工事（建築主体工事））

原案可決

賛成多数

陳情第１号

日米貿易協定交渉から日本の農業・農村を守る意見書提出を求
める陳情
（産業建設常任委員会の報告は「採択すべきもの」）

原案可決

賛成多数
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議 案

件

名

等

結 果

賛 否

諮問第１号

人権擁護委員候補者の推薦について（大野道雄氏の再任）
（反対１、賛成２の討論があった）

適 任 と
諮問答申

賛成多数

議案第５号

ニセコ町過疎地域自立促進市町村計画の一部変更について

原案可決

賛成多数

議案第６号

辺地に係る公共的施設の総合整備計画書の一部変更について

原案可決

賛成多数

議案第７号

非常勤の特別職の職員に対する報酬及び費用弁償支給条例の一
部を改正する条例

原案可決

賛成多数

議案第８号

ニセコ町放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準
を定める条例の一部を改正する条例

原案可決

賛成多数

議案第９号

令和元年度ニセコ町一般会計補正予算（ｐ20参照）

原案可決

賛成多数

議 案 第 10 号

請負契約の締結について
（ニセコ町役場新庁舎建設工事（建築主体工事））

原案可決

賛成多数

議 案 第 11号

請負契約の締結について
（ニセコ町役場新庁舎建設工事（電気設備工事））

原案可決

賛成多数

議 案 第 12 号

請負契約の締結について
（ニセコ町役場新庁舎建設工事（機械設備工事））

原案可決

賛成多数

議 案 第 13 号

特別職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例

原案可決

賛成多数

議 案 第 14 号

ニセコ町営住宅条例の一部を改正する条例

原案可決

賛成多数

議 案 第 15 号

令和元年度ニセコ町一般会計補正予算（追加）
（ｐ20参照）

原案可決

賛成多数

原案可決

賛成多数

原案可決

賛成多数

原案可決

賛成多数

意見書第１号

意見書第２号

新たな過疎対策法の制定に関する意見書
（ニセコ町議会議員 篠原正男議員 外４名

ｐ21参照）

日米貿易協定交渉から日本の農業・農村を守る意見書
（ニセコ町議会議員 木下裕三議員 外４名 ｐ21参照）

議 長 提 案 「公営住宅使用料の算定誤りに関する調査を行うための特別委
員会の設置」を求める件

新庁舎は現庁舎横の土地に建設します

19
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補正予算審議結果
第5回

会期

定例会

6月14日から6月21日

プレミアム付商品券事業、綺羅乃湯施設改修工事ほかを計上

第５回定例会で、プレミアム付商品券事業や綺羅乃湯施設改修工事などの増額により、専決処分し
た分を含め、一般会計で合計6,380万７千円の増額補正を可決しました。

令和元年度

ニセコ町一般会計補正予算 

原案可決

予算現額に6,380万7千円を増額し、予算総額54億8,555万4千円となりました。
・歳入 国庫支出金（二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金ほか）
1億2,023万7千円増額
道支出金（子どものための教育・保育給付費負担金）
29万円増額
寄付金（一般寄付金）

100万円増額
繰越金（前年度繰越金）

1,302万9千円減額
諸収入（北海道市町村振興協会補助金ほか）
230万9千円増額
町債（役場庁舎・防災センター整備事業債）
4,700万円減額
・歳出

総務費（開基120年記念映像作成業務委託量ほか）
民生費（北海道自治体情報システム協議会負担金）
衛生費（家電省エネ・移動輸送共同化普及促進業務委託料ほか）
商工費（プレミアム付商品券事業、綺羅乃湯施設改修工事ほか）
土木費（ロードヒーティング補修工事）
教育費（地域型保育事業給付費負担金ほか）
災害復旧費（土木施設単独災害復旧工事）

がかりに、位置に関する情報を持ったデー
タ（空間データ）を総合的に管理・加工し、
視覚的に表示し、高度な分析や迅速な判断
を可能にする技術のこと。
町が持つ地籍や道路図、航空写真、上下
水道管路、土地利用規制など複数の地図情
報を重ね合わせることで、事務処理の向上
とともに防災や各種事業、土地利用計画の
基礎として活用が期待される。
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その補正予算に質問！

Information System）は、地理的位置を手

るドイツのボーバン地 等を行えるのか。
区へ行き、街区のほか 阿部総務課長 そのよ
コミュニティ形成など うにしたい。
も視察する予定である。 篠原議員 当初予算で
研修旅費を計上してい
ＧＩＳシステム導入に
ない理由は。
伴う特別旅費の詳細は
阿部総務課長 当初は
職員研修費の自主研修
枠で対応しようと考え
ていたが、業務に伴う
研修なので、この度個
別に予算提案した。

地理情報システム（Geographic

青羽議員 ＧＩＳシス
テムの導入時期は。
阿部総務課長 ７月に
発注を予定。
高木議員 導入予定の
システムは、職員自ら
がメンテナンスや更新

ＧＩＳシステム

第５回 臨時会

10

綺羅乃湯温泉の工事休
業期間はいつ頃か

篠原議員 綺羅乃湯は
新しく掘った温泉井戸
から温泉を引いたり、
脱衣所の換気扇改修工
事を行う。工事の実施
時期は。その間の休業
補償が必要ではないか。
福村商工観光課長 工
事期間は 月中旬から
月上旬の、２か月弱
の予定。休業補償はそ
の頃までをめどに検討
する。

環境対策費で行う視察
研修の内容は

小松議員 環境対策費
で特別旅費と研修参加
負担金が提案された。
内容は。
山本企画環境課長 Ｓ
ＤＧｓ街区整備事業で
街区のモデルとしてい

12

913万円増額
104万5千円増額
1,044万円増額
3,723万9千円増額
220万7千円増額
218万4千円増額
156万2千円増額

20

意見書を提出しました

日米貿易協定交渉から
日本の農業・農村を守
る意見書

第 ５ 回 定 例 会 で、 意 見 書 ２ 件 を 議 決
し ま し た。 地 方 自 治 法 第 条 の 規 定 に
基づき、関係大臣等に送付しています。

新たな過疎対策法の制
定に関する意見書

この意見書は、意見
案第１号として篠原正
男議員が提出した。
ニセコ町を含む過疎
地域は、そこに住み続
ける住民が安心・安全
に暮らせる地域として
健全に維持されること
は、同時に、都市をも
含めた 国民全体の安
心・安全な生活に寄与
するものである。引き
続き総合的な過疎対策
を充実強化させること
を求める。
採 決／賛成多数
送付先／衆議院議長、
参議院議長、内閣総
理大臣、各関係大臣
この意見書は、意見
案第２号として木下裕
三議員が提出した。
安全・安心な食料を
安定的に国民に供給す
るため、日米貿易協定
交渉にあたり、日本の
食糧主権及び食料安全
保障が守られるよう要
望する内容で、産業建
設常任委員会に付託さ
れて採択された。
採 決／賛成多数
送付先／衆議院議長、
参 議 院 議 長、 内 閣
総 理 大 臣、 各 関 係
大臣
陳情者／ニセコ町農民
同盟 委員長 大
田和広

99

新たな過疎対策法の制定に関する意見書
過疎対策については、昭和 45 年に「過疎地域対策緊急措置法」制定以来、４次にわたる特別措置法の制定により、総合的な過疎対策事業が実施され、
過疎地域における生活環境の整備や産業の振興など一定の成果を上げたところである。
しかしながら、依然として多くの集落が消滅の危機に瀕し、また、森林管理の放置による森林の荒廃や度重なる豪雨・地震等の発生による林地崩壊、
河川の氾濫など、極めて深刻な状況に直面している。
過疎地域は、我が国の国土の過半を占め、豊かな自然や歴史・文化を有するふるさとの地域であり、都市に対する食糧・水・エネルギーの供給、国土・
自然環境の保全、いやしの場の提供、災害の防止、森林による地球温暖化の防止などに多大な貢献をしている。
過疎地域が果たしているこのような多面的・公益的機能は国民共有の財産であり、それは過疎地域の住民によって支えられてきたものである。
現行の「過疎地域自立促進特別措置法」は令和３年３月末をもって失効することとなるが、過疎地域が果たしている多面的・公益的機能を今後も維持
していくためには、引き続き、過疎地域に対して総合的かつ積極的な支援を充実・強化し、住民の暮らしを支えていく政策を確立・推進することが重要
である。
過疎地域が、そこに住み続ける住民にとって安心・安全に暮らせる地域として健全に維持されることは、同時に、都市をも含めた国民全体の安心・安
全な生活に寄与するものであることから、引き続き総合的な過疎対策を充実強化させることが必要である。
よって、新たな過疎対策法の制定を強く要望する。
以上、地方自治法第 99 条の規定により意見書を提出する。

日米貿易協定交渉から日本の農業・農村を守る意見書
日米貿易協定交渉の初会合が４月に開催され、過去の経済連携協定の内容が最大限とする日米共同声明に沿って交渉することを確認し、早期妥結に向
けた交渉を進めることで一致したとしています。
しかしながら、物品貿易協定（ＴＡＧ）と強調していた交渉範囲は物品にとどまらず、電子商取引などのデジタル貿易についても協議するとされ、ま
た、米国側は、通貨安の防止を図るため、為替条項も取り扱うよう求めています。
一方、共同声明に沿って交渉するとしながらも、米国内では、農業分野での先行妥結を求める声とともに、ＴＰＰを上回る関税撤廃・削減や輸入枠拡
大を求める業界団体からの圧力が高まっています。すでに、ＴＰＰ 11 及び日ＥＵ・ＥＰＡ協定発効によって牛肉やチーズなど農産品が前年より輸入増
加する状況下、このまま米国の強硬な要求に屈すれば、日本の農業及び関連産業や地域経済・社会が甚大な影響を被ることになり、わが国の食糧主権を
形骸化し、国内農業・農村の崩壊につながる危険性があります。自動車などの対米輸出のために、国民の命の源である自国の農産物を代償として差し出
すことは断じて許されません。
世界的には、人口増加による食料不足や頻発する自然災害で食料供給が不安定になる可能性が高いとされるなか、安全・安心な食料を安定的に国民に
供給することが重要となっています。
ついては、関係機関をして、日米貿易協定交渉にあたり、わが国の食糧主権及び食料安全保障が守られますよう、下記のとおり要望いたします。
記
１．国民への安全で安心な食料を安定的に供給する観点から、わが国の食糧主権と食料安全保障を守ることを基本に、交渉内容の丁寧な情報提供を行い、
国民合意がないまま交渉を拙速に妥結しないこと。
２．農業者の不安を払しょくするため、国内の農業・農村をつぶしかねない米国の強硬な要求に屈することなく、重要農畜産物の関税削減・撤廃及び輸
入枠拡大などは断じて受け入れないこと。
以上、地方自治法第 99 条の規定により意見書を提出する。
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議員研修報告
動（不信任案や決算不
認定等）が行われてい
る議会では、立候補者
の増加（選挙戦になっ
た）がみられた。
議会自らが改革を進
めること。先進事例の
模倣だけではだめで、
持続させることマンネ
リ化させないことが大
切。女性や若者を呼び
込む施策として、被選
挙権年齢を引き下げる
と か、 関 係 法 令 の 改
正で企業が議会活動に
よる休暇制度を導入す
るなどの検討を上げた。
住民の側も「自分が議
会議員になったら」と
いう視点で議会を考え
るようにしなければい
けない。
これからの議会像に
は「首長の施策のチェ
ック機能」や「政策立
案能力」が求められる
と指摘するなど、示唆
に富む内容だった。

えたとき、少子高齢化 ②「地方は変われるか をどうするか、本格的
による人口減少と働き ～議会はどう変われる に議論し見直しをすべ
手不足は致命的であり、 か、自治体をどう変え き時期になっている。
自 治 体 は「 事 業 官
ＡＩの導入による仕事 るか～」講師／中央大
全道議員研修
（札幌市）
の効率化が進んでいく。 学名誉教授 佐々木信 庁」から「政策官庁」
へと移行すべきと提案
６月 日、札幌市で 反面、ＡＩにはできな 夫氏
行われ、９人の議員が いこともあり、特に人
する。それには、首長
明治維新から１５０ をはじめ、職員も議会
参加した。
情的なことは人が従事
しなければならない。 年、時代の変化は凄ま も住民も変わらなけれ
①「どうなる？今後の そうした部分には人が じく、人口も急激に増 ばならない。議会はチ
日本政治 」 講師／政 柔軟に対応できるよう 加したが、２００４年 ェック機関から立法・
治評論家 有馬晴海氏 にならなければならな をピークに、今後１０ 決定機関としての活動
い。
０年間で急激に減少し、 を重視したものへ、住
安倍政権や憲法改正、 また、地域が持つ地 明治時代後半の水準に 民も参画・責任の主体
政治情勢から、地方政 域の力（人材、伝統産 戻っていくだろう。人 となっていかなければ
治まで、広い視点の課 業といった資源）を、 口は減り、経済も拡大 ならない。議員のなり
題が提起された。
時代に合わせて工夫し しないので所得や財政 手不足や無競争当選と
今後の１００年を考 活用した例として、日 も増えない時代。人口 いった問題もあるが、
本古来の筆づくの技を 減少時代を迎えた日本 地方議会を変える改革
化粧用の刷毛に応用し
ポイントに①立法・政
て世界から注目されて
策能力の向上②議会の
いる広島県安芸郡熊野
自立性の確立③議会ス
町の熊野筆を挙げ、地
タッフの充実④監視統
域活性化のカギは足元
制機能の強化⑤開かれ
にあるとも。
た議会づくり、をあげ
地方議会が持つ政治
ている。
この講師もまた「政
の力で、今後の国づく
りを考えるときである
策能力の向上」ととも
と提案があった。
に「住民側の議会に対
する意識の変更」を上
げていた。
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議長、議会事務局長研
修（札幌市）
６月 日、北海道町
村議会議長会総会に続
いて行われた。
「これからの地方議会
統一地方選をふりか
えって 」 講師／北海
道大学公共政策大学院
教授 山崎幹根氏
この春の統一地方選
を分析したところ、市
町村議会では、地方議
会への住民の関心が低
い。これは定数削減へ
の圧力が働く可能性が
ある。一方で、議員の
役割への期待の変化が
みられる。行政への媒
介者としての役割から、
新しい時代に応じた議
員像へ、社会での人の
結びつきが薄くなった
ことから、地域代表と
いう議員スタイルが成
り立たなくなった。住
民の目に見える議会活
11

25

役場庁舎・防災センター新築に同意して以降の議会及び議員協議会等のかかわり
平成29年（2017年）
７月18日

総務常任委員会の所管事務調査で、新庁舎建設の進捗状況報告を受ける

11月９日

議員協議会で、議会が考える「議会機能」についての検討

11月27日 共和町・岩内町役場庁舎視察（庁舎の執務室や議場の配置など）
12月６日

議会報告会で、庁舎新築に同意するに至る経過の報告

12月14日

議員協議会で、新庁舎建築基本設計の進捗状況についての説明を受け、議員による新庁
舎建設についての意見交換

平成30年（2018年）
１月18日

黒松内町役場庁舎視察（庁舎の執務室や議場、防災センター機能など）

１月24日

議員協議会で、議会が考える「議会機能」
（議場や委員会室等）についてのまとめを行
う

６月24日 町職員とともに、副議長、２常任委員長による新庁舎での再生可能エネルギー導入に関
～26日 する視察（鳥取県雲南市ほか）
７月25日 議員協議会で、知内町及び七飯町を視察研修。再生可能エネルギーとして、知内町の木
～26日 質バイオマスボイラーなどを視察

９月６日

未明に発生した北海道胆振東部地震によるブラックアウト（北海道全域が、長時間にわ
たり停電）を経験。役場庁舎は一昼夜にわたり非常用発電機で対応したが、公共施設な
どでの自家発電設備の必要性を痛感。行政側は環境モデル都市として、公共施設でのＣ
Ｏ2排出削減の一環で新庁舎でのエネルギーのあり方を検討していたこともあり、新庁
舎でのエネルギーを地中熱ヒートポンプからコージェネレーション（熱電併給）システ
ムに変更することにした。

11月12日

議員協議会で、「単なる議場から多目的会議室へ」をテーマに新庁舎の議会議場のあり
方を検討。かねてから、議会も多目的利用に賛成する意向を伝えている

平成31年・令和元年（2019年）
２月28日

議員協議会で、議会議員による財政に関する会（講師：関西学院大学小西教授）

３月８日

議員協議会で、新庁舎実施設計の進捗状況の説明を受ける。新庁舎のエネルギーは、Ｌ
Ｐガスによるコジェネに。また、建物自体の気密性を高めることで熱効率がよくなり、
結果として温室効果ガスの排出抑制につなげることなどを聞く

６月21日

令和元年第５回議会定例会で、町長は、新庁舎の建設工事入札結果に対する議会の議決
を求める議案を提出。議会は、これを可決した

７月12日

役場新庁舎建設工事の安全祈願祭を実施。本格的工事に着手
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役場新庁舎・防災センター新築工事開始

７月 日、役場新庁
舎・防災センター新築
工事の安全祈願祭が、
建設予定地である第二
庁舎跡地で行われ、町
長や工事関係者らと共
に、議長はじめ全議員
が工事の安全を祈願し
ました。
議会はこれまで、新
庁舎・防災センター建
設にあたり、借入金の
償還が長期間にわたる
ことなどから、町財政
全体に与える影響が大
きいと考え、財政状況
の把握に努め、財政の
監視を続けることを決
めています。
12

議

会

日

誌

５月
日 後志広域連合議会臨時会
（倶知安町 議長出席）

日
日
日


日

日
日


７月
３日

７日


日


日


・

日



議員協議会
第５回定例会
ニセコ町消防演習
（議長他出席）
北海道町村議会議員研修
（札幌市 議長他出席）
後志総合開発期成会中央
要望
（東京都 議長出席）
陸上自衛隊倶知安駐屯地
創立 周年記念行事
（倶知安町 議長出席）

後志高等学校定時制通信
制教育振興会理事会・総
会（留 寿都村 議長出席）
ふれあい町民運動会
（議長他出席）
新庁舎着工式
（議長他出席）
羊蹄山麓連合消防演習
（蘭越町 議長出席）
・ 日 総務常任委員会
所管事務調査
戦没者追悼式
（議長他出席）
寄付行為の禁止

編 集 後 記

20

「政治分野における男女共同参
画推進に関する法律」
（候補者男
女均等法）が２０１８年５月に施
行後、初の統一地方選挙が今年４
月に行われ、７月には初の国政選
挙となる参院選で１０４人の女性
が立候補し、候補者の女性割合は
過去最高の ・１％となりました。
しかし政府が掲げる２０２０年
までに「指導的地位に占める女性
の割合」を ％にする目標には及
びません。
日本のジェンダー平等度は
１４９か国中１１０位（２０１８
年）で先進国では最低。この状況
を変えるには日本は女性差別撤廃
条約選択議定書の批准が必要です。
現在、国連女性差別撤廃条約の批
准国は１８９か国、この条約を実
現するための選択議定書の批准国
は１１２か国です。批准しなけれ
ば条約の実効性を担保できません。
さまざまな女性差別をなくし、日
本の女性の権利を国際基準に引き
上げ、名実ともに女性が活躍でき
る社会のために選択議定書発効
年の今年こそ批准して欲しいと思
っています。 
（斉藤うめ子）

法で禁止されています。有権

金や物を贈ることは公職選挙

議会だより編集委員
者が求めてもいけません。
ご理解をお願いします。

高木 直良
斉藤うめ子
木下 裕三
小松 弘幸

委 員 長
副委員長
委
員
委
員

議員が選挙区内の方にお

28

30
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この議会広報は環境に優しい道産間伐材を
配合した用紙を使用しています。

64

29



６月
７日 議会運営委員会
議員協議会
８日 ニセコ小学校運動会
（副議長他応援）

近藤小学校運動会
（議長他応援）

９日 ニセコ山開き
（議長出席）
有島武郎星座忌コンサー
ト 
（議長出席）
日 北海道町村議会議長会
定期総会・研修会
後志町村議会議長会臨時
総会
（札幌市 議長出席）
羊蹄山麓町村議会正副議
長会臨時総会（正副議長
出席）
日 後志総合開発期成会小
樽・倶知安要望（議長出
席）
日 第５回定例会
議会運営委員会
産業建設常任委員会
議員協議会
日 村田憲俊氏道議会議長就
任を祝う会
（札幌市 議長出席）
議員協議会


日
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28

30
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18
20
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近隣小学校運動会に議員も参加しました

ニセコ町消防演習には毎年参列します

