果実とやすらぎの里・北海道仁木町
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平成27年度決算

ふるさと納税効果 寄附金大幅増額
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町民スキー場

第３回定例会 リフトシーズン券の料金引下げ

町政のそこが聞きたい！一般質問
総務経済常任委員会研修視察
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子育て世代にやさしいまちづくり

16

説明員に反問付与を決定
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議会活性化特別委員会

（関連記事20ページ）
姉妹で双子コーデ！
絆
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1 議会だより

５人の議員が登壇

6

３９億７８１１万円

平成24年度

３９億９８４７万円

平成25年度

ふるさと納税効果 寄附金大幅増額

３７億４０２０万円

寄附金

1億274万円

諸収入 6796万8000円
その他の収入 2392万4000円

自主
財源

収入

（歳入）

12

源

１４億７３５７万円

平成26年度

１５億１７６万円

平成27年度

農林水産業費
2億7652万円

１６億６４３６万円

36億8994万5000円

28

37億5751万4000円

計

差

引

計 37億5751万4000円 36億8994万5000円 6756万9000円

国民健康保険事業

2億8100万3000円

２億8052万4000円

47万9000円

簡易水道事業

3億6464万2000円

3億6373万1000円

91万1000円

13

９

21

27

後期高齢者医療

6259万4000円

6246万9000円

12万5000円

※平成27年度決算認定は、12月定例会で可否（認定・不認定）を決定しますので、
採決結果は次号（113号）の議会だよりでお知らせします。
議会だより にき no.112

年度各会

会

支出（歳出）

日に﹁平成

別

会

収入（歳入）

月

度から返礼品の充実を行

ったふるさと納税寄附金

で︑全国の方々からお寄

せいただいた寄附金額は

１億２３５万３９０１円

となりました︒ふるさと

納税にかかる諸経費を除

いた３７７１万２５０９

円をふるさと振興基金に

特

般

名

日に閉会しました。

年度決算審査

一

計

11

日から決算書等の説明、質疑を行っ

成

会

27

10

月

平成27年度各会計収支（歳入・歳出）一覧

平
のため︑特別委員

会︵野崎委員長・住吉副

委員長︶を設置し︑一般

会計及び３特別会計︵国

保・簡水・後期医療︶を

延べ４日間にわたり慎重

に審査した結果︑すべて

の会計を﹃認定すべきも

積立てしました︒

税収入は︑前年度

比１・４％増の２

億８５２４万２０００円

となりました︒

前年度と比較すると︑

町

の﹄と決定しました︒

般会計の収入︵歳

億

37

一
入︶合計額は︑前

年度比３・０％増の

５７５１万４０００円︑

支出︵歳出︶合計額は︑

36
徴収率は若干低下し︑未

だ約９９０万円もの収入

平成28年11月10日発行

未済があります︒

出︵歳出︶では︑

大江地区コミュニ

ティセンター建設事業︑

施設園芸ハウス導入助成

事業︑地域公共交通網形

成計画︑合併処理浄化槽

整備事業などが︑計画ど

おり実施されました︒

支

前年度比２・１％増の

50

億８９９４万５０００円

となりました︒

入︵歳入︶の約

収
％を占める地方交

付税は︑前年度比２・６

％増の 億５９３万６０

００円で︑１年ぶりに増

額となりました︒

また︑寄附金は︑前年

度対比３７３２・２％増

の１億２７４万円と︑大

年

幅に増額となりました︒

この要因は︑平成

議会だより にき no.112

一般会計 収入（歳入）合計

年第４回定例会に提出します。

一般会計 支出（歳出）合計

町の貯金は、年々増加傾向にあり、平成
27年度は前年度比１億6260万円増となり
ました。

19

地方交付税
19億593万6000円

衛生費
3億7862万5000円

商工費
1億2865万5000円

平成28年11月10日発行

27

年度一般会計、国保・簡水・後期高齢者医療の各特別会計決算認

月下旬開催予定の平成

財

28

年第３回定例会において、平成

（歳出） 民生費
9億7158万円

存

町税
2億8524万2000円

8664万円

平成

国庫支出金
5億1382万円

土木費
2億4110万3000円

１２億８４１６万円

3191万円

定が提案されました。

道支出金
2億4104万4000円

支出

消防費
1億8877万7000円

平成23年度 １０億７６１４万円

3

5606万8000円
5億6841万1000円

依
教育費
2億569万6000円

27

議会費
総務費

返済金（公債費）
5億4977万3000円

◆貯金（基金）残高の推移〈一般会計〉

繰越金

使用料及び手数料
借入金（町債）
3億7542万8000円

平成27年度は（仮称）大江地区コミュニ
ティセンター建設事業や橋りょう補修事
業を実施しましたが、前年度比１億2524
万円の借金を減らすことができました。

平成25年度

3840万6000円
8445万6000円

これに伴い、特別委員会を設置して、委員会に付託し審査することを決め、

諸支出金
1億2470万7000円

３７億１３１９万円

平成24年度

地方譲与税
その他の交付金

計決算特別委員会﹂を設置し、正副委員長の互選を行いました。

平成27年度

2万8000円
2000円

なお、委員会の審査報告書は、

労働費
災害復旧費

３８億３８４３万円

平成28年
9/21･10/11～13

た後、討論・採決を行い、すべての会計を﹃認定すべきもの﹄と決定し、

平成26年度

決算委員会

年度

平成23年度

27

平成27年度決算

◆借入金（地方債）残高の推移〈一般会計〉

2

地域子育て支

おおきな木の利用数は

子育て支援対 策 事 業

徹底審査
援拠点事業で

開設している﹁おおき
平成
年４

な木﹂の利用数は︒
住民課長

月現在︑延べ保護者
名・子ども１１１名が
利用し︑開設当時から
比べ増えている︒

ワインツーリ ズ ム 事 業

事業効果はあったのか
これまでテレ

ビ等でのＰＲ

など︑様々な取組みを
推進しているが︑事業
ワイナリー

効果はあったのか︒
農政課長

事業者が昨年から耕作
㌶の耕作放棄

放棄地等の造成等を行
い︑約
地が解消された︒

防災行政無線 の 運 用

使用制限はあるのか

仁木町定員適正化計画

敬老会のあり方

職員採用は︑

町定員適正化

計画に基づき採用して
いると思うが︑計画よ

業務量が増

り４名が多い理由とは
何か︒
総務課長

えたため︑採用数を増

年度は

やしたものである︒

意見集約しないのか
平成
・４％の出

席率であったが︑敬老
会に関する意見集約は
意見集約は

しないのか︒
住民課長

していないが︑出席さ
れた方にお会いする機
会がある際に要望をい
ただくこともある︒

桜桃交配用ミツバチ偏在化対策

偏在化した結

収穫量に反映されたか

郷土芸能育成経費

果︑サクラン

地域活性化・地域住民生活等緊急支援交付金

商品券の不採用理由は
ほとんどの自

治体で実施し

たプレミアム商品券を

商品券は一時

やらなかった理由とは
何か︒
町 長

的には潤うが︑事業と
して必要との判断から
地場農産品消費拡大推
進事業を実施した︒

合併処理浄化槽設置事業

計画終了後はどうなる
合併処理浄化

年

年まで

槽設置事業は

計画では平成
となっているが︑

目安としては

以降はどうなるのか︒
町 長

平成 年度で計画して
いるが︑今後も継続事
業として実施したい考
えはある︒

各会計決算審査意見書︵抜粋︶

と納税制度﹂の活用によ

から開始された﹁ふるさ

おける収入支出の見積り

の予算は︑一会計年度に

解するが︑地方公共団体

ぞれ理由があることは理

町の将来を見据え
健全な財政運営の推進を
年度

り︑１億円を超える収入

であることから︑計画的

歳入では︑平成

があったことは︑町財政

農政課長

たか︒
一概に効果

な予算の執行に努めてい
本町では︑効果的・効

部分は数値化できない

債権管理及び徴収事務

率的な町政運営を目指し

ただきたい︒
に当たっては︑国営農地

て財政の健全化を図り︑

にとって大きな効果があ

が︑マメコバチの普及
や偏在化対策により︑
以前の収穫量に近づい
ていると考える︒

てきたが︑住民福祉の向

基金残高も標準財政規模
滞納解消を図るために

上のためには︑将来の財

再編整備受益者分担金に

は︑日常における努力の

政運営を見越した適切な

おいて︑督促を行ってい

積み重ねが重要であるた

予算編成及びその執行が

に近い状況まで改善され

め︑財源確保と公平性の

年度に策定され

後志広域連合との連携を

もに︑臨戸徴収の実施や

りがないよう努めるとと

据えた政策を展開し︑健

基本に︑本町の将来を見

創生地方版総合戦略﹂を

た﹁まち・ひと・しごと

平成

不可欠である︒

密にし︑実効性のある徴

全な財政運営を推進して

監査委員

宮本 幹夫

中西

いただきたい︒
になって備品を購入して

監査委員

勇
いる事例があった︒それ

歳出では︑年度末近く

だきたい︒

収対策に取り組んでいた

を持ち︑事務手続きに誤

観点から全職員が危機感

ないものがあった︒

ったと考えられる︒

ボの収穫量に反映され

総務費

衛生費

計画より多い理由は

総務費

民生費

活動事業補助基準は
郷土芸能に対
する活動事業
活動費に対

補助金の基準は︒
教育次長

しては２分の１以内︑
備品等の購入及び修理
に係る費用は４分の３
万円と規

以内とし︑活動費の補
助額は上限

定している︒

27

防災行政無線

の使用に制限
防災無線は

はあるのか︒
情報防災係長

基本的に防災業務や消
防関係に使用するもの
であるが︑町からのお
知らせは︑試験放送と
いう位置付けで実施し
ている︒

30

30

27

住 吉
佐 藤

30

佐 藤
住 吉

4
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5

27

28

26
30

10

水 田
住 吉

決算委員会質疑
佐 藤
佐 藤
上 村

農林水産業費

教育費

ここでは、各会計決算特別委員会で
行われた質疑を要約してお知らせし
ます。
95

平成27年度決算
民生費

農林水産業費

消防費

きょう りょう

橋梁補修工事を一部前倒しで実施

による工事請負費︑銀山

小学校２階教室の雨漏り

補正額

・一般会計（３回目の補正）

994万4000円 増

21,180円

小人

8,590円

13,770円

ナイター

大人

6,930円

19,060円

シーズン券

小人

4,620円

12,710円

町民スキー場のリフトシーズン券料金（改正前と改正後）

29

66

日とし︑

13,320円

業設定日数を

大人

それに伴うリフトシーズ

22,240円

条例改正

11,770円

ン券の料金を引下げるも

小人

町民スキー場設置管理

33,900円

のです︒

18,040円

条例の一部改正が提案さ

大人

なお︑改正条例は︑平

改正前

シーズン券

人事案件

固定資産評価審査委
員に河井さんを再任

固定資産評価審査委員

会委員に河井さんを再任

さん

することに対し︑全員賛

成で同意しました︒

猛

◆ 固定資産評価審査委員

河 井

改正後

れ︑審議・採決の結果︑

シーズン券

金

成 年４月１日からです

共通

料

全員賛成で可決しました︒

6283万5000円

区別

ので︑来シーズンから料

5万8000円 減

別

主な改正内容は︑現在

・後期高齢者医療特別会計（３回目の補正）

種

金引下げとなります︒

2億4825万9000円

来シーズンから適用
の営業実態に合わせ︑営

59万4000円 増

︵大 江︶

平成28年11月10日発行

35億214万5000円

・国民健康保険事業特別会計（２回目の補正）

大手菓子メーカーと地域連携包括協定を締結
６月24日に「㈱もりもと」と地域活性化の推進のた
め、相互の協力が可能な事項における連携と協力を行
うことを目的に、地域連携包括協定を締結しました。
同社は、平成26年度から本町産のサクランボ・水門
を用いた商品開発に取組み、インバウンド向けに企画
した新商品「北の散歩道」が大ヒット商品となってい
ます。更に、同社とホクレンがタイアップした「北海
道珠玉の果実ゼリー」においても、本町産のミニトマ
ト（赤・黄）、プルーン、サクランボが使用されてい
ます。
今後は、同社の技術や知識を生かした中で地域振興
を進め、本町は仁木町産食材活用の取組みに対して支
援していきます。

リフトシーズン券の料金が引き下げとなりました！ぜひご利用ください（町民スキー場）

予算総額

議会だより にき no.112

平成28年
9/21

平成28年11月10日発行

町民スキー場設置管理条例の一部改正

補正予算
に伴う工事請負費等によ

る増額補正が提案され︑

審議・採決の結果︑全員

◇一般会計 （第３号）

一般会計予算は︑心身

賛成で可決しました︒

◇国保特会 （第２号）

全員賛成で可決

障害者補装具給付事業及

び心身障害者自立支援医

療費給付事業の交付額確

定による返還金︑国の補

平成28年度会計 補正の結果

東町３丁目の職員住宅を一部改修し、特別職用の住
宅として８月に工事が完了しました。
近年、特別職の公宅を所有する町村はごくわずかで
すが、この度の改修後の住宅は、職員住宅として位置
づけた中で、特別職が入居することを前提に運用し、
８月末に町職員住宅管理規則を制定しました。
今後は、住宅使用料の一部を自己負担し、特別職用
住宅の弾力的な運用を図るとともに、適切な維持管理
に努め、今後の町政執行にあたります。

議会だより にき no.112

正予算に伴う橋りょう補

行政報告

特別職用の住宅改修工事が完了し、町長が入居

7

◇後期医療特会（第３号）

全員賛成で可決

佐藤町長

修事業及び道路ストック

補修事業の追加工事実施

漁別橋の補修工事を一部前倒しで実施します

定例会

リフトシーズン券の料金引下げ

一般会計補正予算（第３号）

第３回定例会は、９月21日に開会し、同日閉会しました。
町から、決算認定、補正予算、条例改正、人事案件が上程され、決算認定を除
く全ての議案を可決しました。（決算認定は、特別委員会を設置して付託）
また、平成27年度決算に基づく健全化判断比率及び資金不足比率の報告があ
りました。
委員会から規則改正、議員から意見書を提出し、全ての議案を可決しました。
一般質問では、５人の議員が登壇し、町長に考えを問いただしました。

第３回

定例会のあらまし

国の社会資本整備総合交付金を活用

6

第３回

※黒字のため、算定されない。

26年度

27年度

25年度

26年度

27年度
13.8

11.5

10.7

38.4

27.4

6.6

報

告

簡易水道事業特別会
計は今年も黒字

決算認定

年度一般会計及

特別委員会を設置し
閉会中に審査
平成

会議規則の一部改正

一般質問に時間制限
１件 分以内に

び３特別会計︵国保・簡
取扱いに関し︑女性議員

年度決算に基づ

く 健全化判断比率及び
水・後期医療︶の決算認
議会活性化特別委員会
が活躍できる環境を整備

平成
資金不足比率の報告があ
定は︑特別委員会を設置
から︑会議規則の一部改
するため︑出産の場合の

及び反問付与の規定︑ま

りました︒
して付託し、閉会中に審
正が提出され︑審議・採

茂

▼平成 年度各会計
委員長

住吉 英子

野崎 明廣

決算特別委員会

副委員長

※ 議 長︑ 議 選 監 査 委 員 を 除 く ７
名の委員により構成︒

※ 関連記事２〜５㌻に掲載

決の結果︑全員賛成で可

欠席の届け出について︑

※ 関連記事 ㌻に掲載

のです︒

新たな規定を追加したも

後期高齢者医療保険料

における時間制限の設定

主な改正内容は︑質問

決しました︒

た︑議会における欠席の

健全化判断比率のうち
査することに決定しまし

規則改正

実質公債費比率は前年度
た︒

・８㌽の大

た一方で︑将来負担比率
は前年度比
幅改善でありました︒
また︑公営企業である
簡易水道事業特別会計の
資金不足比率は︑黒字の
ため算定されませんでし
た︒

森林環境税（仮称）

将来負担比率 大幅改善

その他の報告
▼議会活性化特別委員会
中間報告
※ 関連記事 ㌻に掲載

その他の意見書
▼返済不要の給付型奨学
金の創設及び無利子奨

住吉 英子

学金の拡充を求める意
見書
提出議員

嶋田

提出議員

野崎 明廣

住吉 英子

求める意見書

▼有害鳥獣対策の推進を

全員賛成で可決

茂
賛成議員

今後も議会活性化を推進します（役場３階・議場）
賛成議員

全員賛成で可決

る意見書は﹂︑意見書提出議員

8
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早期創設等を要望
意 見 書
▼林業・木材産業の成長
産業化に向けた施策の

嶋田

充実・強化を求める意
見書
提出議員

軽減特例の維持を要望
度から実施する予定であ

幹夫

▼後期高齢者医療制度に

るが︑この軽減特例の廃

宮本

森林環境税︵仮称︶の

おける保険料軽減特例

賛成議員

早期創設︑森林吸収源対

止により︑保険料の引上
よぶことから︑後期高齢

の維持・継続を求める
上村智恵子

者医療制度における保険

策の推進︑地域の実情を

明廣

げによる甚大な影響がお
提出議員

野崎

意見書
から木材の加工・流通︑

賛成議員

十分に踏まえた森林整備
利用までの一体的な取組

を図るよう要望するもの

から撤回の申し出があり︑許可

※意見案第９号﹁無年

国は︑後期高齢者医療

で︑審議・採決の結果︑

料軽減特例の維持・推進
実・強化等を要望するも

の保険料軽減特例措置を

されました︒

金者対策の推進を求め

ので︑審議・採決の結果

全員賛成で可決し︑関係
機関に提出しました︒

段階的に見直しを進める
年

全員賛成で可決し︑関係

みに対する支援措置の充

19

19

ことを決定し︑平成

おしらせ

敬老会にニキボーが遊びに来てくれました

◆将来負担比率（早期健全化基準350.0）

25年度
森林は国土保全、地球温暖化防止、林産物の供給等の多面的機能の発揮が期待されています

40

比０・８㌽の改善であっ

27

機関に提出しました︒

29
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27
27

−
−
−
健全化判断比率とは、次の４指
標のことで、この４指標の一つで
も基準を超えた場合には、早期健
全化計画を定め自主的かつ計画的
に財政の健全化を図らなければな
りません。
◆実質赤字比率は、財政運営の深
刻度を示すものです。
◆連結実質赤字比率は、一般会計
と特別会計の赤字や黒字を合算し
運営の深刻度を示すものです。
◆実質公債費比率は、資金繰りの
危険度を示すものです。
◆将来負担比率は、将来財政を圧
迫する可能性を示すものです。
資金不足比率とは、公営企業の
資金不足を公営企業の事業規模で
ある料金収入の規模と比較して指
標化し、経営状態の深刻度を示す
ものです。基準を超えた場合には
経営健全化計画を定め、自主的か
つ計画的に経営の健全化に努めな
ければなりません。

◆実質公債費比率（早期健全化基準25.0）

−
−

−

27年度

健全化判断比率と資金不足比率

※黒字のため、算定されない。

26年度

27年度

25年度
26年度
25年度

20

◆連結実質赤字比率（早期健全化基準20.0）
◆実質赤字比率（早期健全化基準15.0）
ニキボーのなになに？

定例会

健全化判断比率及び資金不足比率報告書

国・政府等へ要望

①本町の農業において︑

てきた転作奨励金制度も
に考え進めていくのか︒

将来ビジョンをどのよう

②農地の集積対策や休耕
地の対策等をどのように
考えているのか︒

①稲作農業は
大変重要と認
り産地として維持すべき
と考えている︒北海道で
は︑日本一の米どころを
実現するため︑ 年産以
降の米政策改革に対応し
た取組みを実施している
ことから︑本町も北海道
が策定する方針に基づき
ながら進めていく︒
②高齢化に伴い︑農業を
離農する方が増えること
が予想されるが︑地域の
担い手への集積を進め︑
休耕地や耕作放棄地の発

営を安定させ

稲作農業の経

生を予防していく︒

野崎

るためには︑多くの支援
策が必要な状況にある︒

野 崎 明 廣

15

議員
茂

防災対策について
が様々な支援策を打出し

る︒これを補うため︑国

が下落していることにな

であり︑消費税分の価格

米価だけ消費税が内税

れぞれの立場が行うこと

に示して︑三位一体でそ

今後のプランを町や農協

家である生産者自身が︑

ても進展しない︒稲作農

支援策ばかりを求めてい

要求する姿勢では︑良い
方向性が見出せないと考
えることから︑生産者が
農家を取り巻

いきたい︒

進んでいく姿勢を求めて

自らの意識を変え︑前に
く環境が変化
している中で︑国や道の

町長

う考えているのか︒

このことについて︑ど

えるべきである︒

ているが︑この対応策を

一般質問とは

が健全化の姿と考える︒

ニキボーのなになに？

サポートするのは︑町や

ふるさと納税について
国や道︑町の支援策を

町営プールについて
農協︑普及センターが考

嶋田

議員
上村智恵子

識しており︑将来にわた

町長

支援策の前に︑生産者の意識改革を求める

国の稲作農業
稲作は特に主要な位置に

町長

政策も年々厳
ある︒稲作農業に対する

野崎
しくなり︑ 年以上続い
年度に打切りとい

平成
う指針が示されている︒
米価は下落し︑生産機
材の購入等により稲作農
業者の負担は年々増加︑
更には︑価格低迷による
収益の減少により︑農業
後継者が不足し高齢化が
進んでいる︒

町政のそこが聞きたい 一 般 質 問

実りの秋！本町産のおいしいお米

14

町政のそこが聞きたい
手話言語に関する取組みの推進について

13

議員
英子
住吉

稲作農業の経営安定に支援策を

北海道横断自動車道（倶知安余市道路）の
整備に伴う本町の将来ビジョンについて

12

議員
秀教
佐藤

10
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40

一般質問とは、議員が町政全般にわたり、執行機関に対して事務の執行状況及び将来に対する
方針等について所信をただし、あるいは報告、説明を求め、又は疑問をただすことです。
なお、平成27年第３回定例会より、質問１件につき40分の時間制限を試行しています。
昨年度、開催された米まるしぇは大盛況でした

野崎

明廣

議員

11

本町の稲作農業と効率的な農地の活用について
明廣 議員
野崎

30

第３回定例会の一般質問には、５人の議員が登壇しました。
紙面の都合により、内容を要約してお知らせします。

30

町長

佐藤
平成

年度に

北海道横断自

動車道︵余市〜小樽︶の
開通が予定されている︒
地域産業・経済の発展

するため︑様々な手法を

佐 藤 秀 教

通インフラを活用したま
検討していく︒
ワインツーリ

ちづくりを推進する︒
観光拠点であ

ークは︑高速道路が開通
た新しい観光拠点を目指

行して︑ワインを核とし

ズム事業と並

した際に素通りされる可
してはどうかと考える︒

佐藤

能性が高いことから︑フ
民間ワイナリーと相乗効

るフルーツパ

ルーツパークの運営方針
果を図るなど︑アメリカ

佐藤

を改めて検討する必要が
での研修成果を十二分に

りをしてはどうか︒

ンスで魅力ある施設づく

発揮した上で︑独自のセ

あると考えるが︑町長は
どう考えているのか︒
フルーツパー
クは︑今後も

町長
ズムを推進す

ワインツーリ
向け︑様々な取組みを展

見込んで︑地域活性化に

要であり︑ＤＭＯでワイ

対応・対策を考えている

本町では︑どのような

開されると考える︒

ンツーリズムを広めてい
のか︒

る上では︑拠点施設は必

く体制づくりを現在︑余
市町と進めている︒

ワイン観光が
きっかけにな

っていくと考えているこ

町長

体は︑北海道

とから︑早期実現に向け

今後︑各自治

横断自動車道に加えて︑

て取り組んでいく︒

佐藤
北海道新幹線延伸などを

普及啓発が必要と考える
るのか︒

現在︑対
職員がいないことから︑

が︑町長はどう思ってい
が︑手話言語に関する法

スマートフォン等に搭載
時点で聴覚障

向上のため︑

手話の町として︑やさし

ト体制を充実し︑例えば

の方のサポー

聴覚障がい者

とから︑これから徐々に

方が望ましいと考えるこ

一歩ずつでも進めていく

が可能な仕組みづくりを

に向けて︑町全体で支援

がい者はいないが︑今後

町長

本町には︑現

応できる
律等が未整備であること

されている支援アプリ等

住民課長

から︑国等の動向に注目

を活用していきたい︒
していく︒

聴覚障がい者向けの相談

いまちづくりの推進︑ま

支援体制を育成していき

住民サービス

窓口の設置が必要と考え

た︑観光振興のため︑町

住吉

るが︑今後設置する考え

たい︒

住 吉 英 子

はあるのか︒

民に対する手話の理解と

住吉

しながら制定に向け検討

ために良い方策と考える

様々な取組みを推進する

者以外の者が共生する︑

例制定は︑ろう者とろう

２町が制定している︒条

年８月末現在で道内６市

を目指すものであり︑本

すことができる地域社会

話を使って安心して暮ら

で支え合い︑ろう者が手

解と広がりを持って地域

インターチェンジともに用地取得前のため、確

町長

道付近）計画されていますが、区間ルート及び

に取組む上で︑高速道路

（町道１番線付近と大江３丁目の稲穂峠下の国

町の観光拠点として維持

れ、また、インターチェンジは、町内に２か所

国等の動向に注目し︑制定に向け検討する
関する支援を推進すべき
﹁手話に関す

聴覚に障がい
と考える︒手話に関する
や﹁手話言語条例﹂は︑

ことを認識し︑手話の理

方々が手話が言語である

る基本条例﹂

のある方が安
基本条例の制定を︑町長

それぞれの地域に暮らす

町長

心して暮らしやすい生活
はどう考えているのか︒

住吉
を送るためには︑いつで
も自由に手話を使える地
域社会をつくることが必

町政のそこが聞きたい 一 般 質 問

いるが︑本町でも手話に

制定する自治体が増えて

話に関する基本条例﹂を

た環境整備を進める﹁手

と位置付け︑普及に向け

現在︑手話を﹁言語﹂

要と考える︒

稲穂峰を超えて共和町へ向かうルートが計画さ

を活用した計画の策定が

丁目付近で余市川を渡り、銀山１丁目を通り、

今後の最重要課題と考え
ツ街道）沿いに余市町から大江、そして大江３

北海道横断自動
として整備する道路で、通行料は無料です。

るが︑
本町の区間ルートは、仁木山の手線（フルー
手話をはじめてみませんか（仁木手話の会）

定はしていません。

車道（倶知安余市道路）
の整備に伴い︑本町の将
来ビジョンをどう考えて

しごと創生人

まち・ひと・

いるのか︒

町長
口ビジョン・総合戦略に
基づき︑交流拠点等受入
体制の整備のため︑仁木
イ ン タ ー チ ェ ン ジ ︵仮称︶

自動車専用道路として北海道開発局が一般国道

30

を活用した拠点施設整備

北海道横断自動車道（倶知安余市道路）は、

秀教 議員
の検討を含め︑新しい交

北海道横断自動車道（倶知安余市道路）

12
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手話に関する基本条例の制定を

ニキボーのなになに？
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交流拠点等の受入体制を整備する
町長

佐藤
英子 議員
住吉

今年で開園15周年を迎えたフルーツパークにき（東町）
手話を取り入れた歌を披露する仁木フルーツ合唱団（仁木町小中学校音楽交歓会）

北海道横断自動車道

本町では︑小
学生の水泳授

議員が屋根

以前︑上村

上 村 智恵子

教育長
をした際︑﹁屋根で覆う

付きプールに関する質問
現在の施
場合は︑鉄骨で頑丈な構
造になり︑経費は最低で

設設備で

だけでも温水にできない
のか︒

教育次長
は︑困難と考える︒

建設が一番望

温水プールの
の高騰を考慮すると︑現

ており︑人件費・資材等

試算している﹂と答弁し

も６０００万円ぐらいを

ましいが︑清潔面や温度
在では１億円近い経費に

度が

なっている︒

上村

加工品等の開発に︑ふ

①ふるさと納
税は︑寄附行

年度中の実施を計画中

を実施しているが︑それ

心に防災訓練
ない町民にも参加しやす

った避難訓練に参加でき

図上訓練は︑実動を伴

を計画している︒

と同時に防災対策に対し

ハザードマッ
プについて︑

対応可能か︒

況によっ

災害の状

示していただきたいが︑

地区ごとに避難場所を表

上村

きたいと考えている︒

いため︑広く参加いただ

っているのか︒
平成
に避難所運営

企画課長
て︑避難場
所が変更さ
れることが
想定される
ことから︑
地区ごとに
避難場所を
表示しない
方が良いと

本町で農業を

外は︑ふるさと振興基金

関連経費を除いたもの以

考える︒

営んでいる方

その商品開発のため︑ふ

産品を開発すべきであり

の拡充のため︑基金を使

身近な福祉︑教育︑医療

平成 年度は︑町民に

へ積立てをしている︒

るさと納税寄附金の一部

年度以降の使い
議していく︒

道については︑庁内で協

平成

用している︒
はどうか︒

納税寄附
金のうち︑ふるさと納税

企画課長

ふるさと

を商品開発費に投入して

の利益が増えるような特

嶋田

難所運営図上訓練の実施

マニュアルを作成し︑避

町長
年度中

考えるが︑町長はどう思

おけば︑とても役立つと

でシミュレーションして

あると考える︒図上訓練

ての情報・学習も大事で

原発事故を中

町長

防災図上訓練の実施を

屋根付きプールを望みます（仁木水泳プール）

上村

28

14
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町政のそこが聞きたい 一 般 質 問

上村
業は町営プールを利用し
ているが︑プールの水温
は何度で設定しているの
か︒また︑シャワーの温

ルの開設基

町内各プー

度は何度なのか︒

教育長
準は︑気温と水温の合計
度以上としている︒

が 度以上で︑かつ水温
が
また︑シャワーの温度

面からも︑また︑雨が降
なると考える︒１年でも

は︑各プールとも水道水

っても屋根が付いている
長く仁木プールを管理運

上村

シャワーの温
とプール授業も可能であ
営していきたいと考えて

度と

度では
るが︑上屋付きに改修で

のため︑水温は約

冷たく︑子どもたちは体
いるので︑ご理解をいた
だきたい︒

きないのか︒

考える︒せめてシャワー

農閑期でも贈呈可能な加工品の商品開発

ふるさと納税寄附金の一部活用を

るが︑生産期間が限定さ
るさと納税寄附金を活用

為であり︑本町の特産品
販売を目的にしていない
が︑寄附が増えることに
より特産品のＰＲにつな
がるものと考えている︒
農産物のブランド化を図
るためにも︑ＳＮＳの有
効活用︑イベントや果実
とやすらぎの里大使によ
るＰＲ活動等を実施し︑
新たなＰＲ方法も調査・
研究していく︒
②商品開発については︑
関係団体に平成 年度か
ら補助をしているが︑新
商品の開発までには至っ
ていない状況である︒
今後も商品開発に対す

茂

る支援を継続していく︒

嶋 田

今年度もふるさと納税返礼品で大人気のサクランボ

町長

商品開発には︑平成 年度から補助している

①本町で昨年
れるため︑農閑期でも贈
してはどうか︒

町長

度から開始し
呈できる加工品等の開発

嶋田
たふるさと納税は︑昨年
が必要と考える︒

町政のそこが聞きたい 一 般 質 問

など生鮮食品が中心であ

は︑サクランボやトマト

②ふるさと納税の返礼品

していくのか︒

えるが︑どのように推進

増やすことも可能だと考

組方法により寄附金額を

額であったが︑今後の取

度１億円を超える寄付金

13

28

上村智恵子 議員
を洗うどころではないと

22

22
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15

いざというときに役立つ図上訓練

28

29

１億円近い経費が必要と考える
教育長

22 45

茂 議員
嶋田

13

上屋付きプールに改修できないのか

昨年度、新千歳空港で仁木町フェアを開催し、特産品をＰＲ

き

切れ目ない支援で
子育て家族のくらしを応援
み

れ目のない支援を行い︑
います︒

で２つの施設を運営して

（香川県三木町）

子育て家族のくらしを応

市ブランドを活用し

▼香川県三木町は︑日本
策として︑助産師による

▼三木町の子育て支援施
てたいという気持ちを持

ており、子どもを産み育

▼子育て支援策が充実し

ある特産品を﹁吉野川ブ

吉野川市ならではの魅力

▼徳島県吉野川市では︑

の

がわ

特産品の競争力を強化

一子どもを産み育てやす
ママカフェの開設︑３か
てる施策ばかりでした。

よし

（徳島県吉野川市）

いまちを目指し︑︻みき
月・１歳６か月・３歳・
ランド﹂として︑学識経

えぇんちゃうん！
子育て大作戦

えぇんちゃう
子育て支援の充実が人口

安心・安全
高品質な特産品

を故郷に
５歳児健診︑子育て支援
験者や農業︑商工団体を

援しています︒

ん！子育て大作戦︼を旗
増を可能にするのではな
ランド認証委員会﹂が審

券交付︑子育て支援医療
ルプサービス︑病児・病
査し︑評価基準を満たし

印として︑結婚︑妊娠か

後児保育サービス︑乳幼
た商品を吉野川ブランド

中心とした﹁吉野川市ブ

児一時預かりサービス︑
として認証し︑安全・安心・高品質な商品として県

いかと感じました。

病児お迎え︵受診代行︶
内外に広くＰＲしています︒

費助成︑子育てホームヘ

サービスなど︑様々な事
▼ブランド認証制度導入に至った経緯として︑平成
年４月にまちづくりの一環として︑独自ブランド

時的に預かる乳幼児一時

学校就学前の子どもを一

急時に生後６か月から小

ュしたいとき︑その他緊

や冠婚葬祭︑リフレッシ

頼を高め︑地場産業の活性化を図ることを目的に導

を認証し︑市内外にアピールすることで購買者の信

川市特産品ブランドとしての魅力も兼ね備えた商品

品や工芸品など幅広い分野から︑品質に優れ︑吉野

を活用していくことで発足し︑吉野川市生まれの商

せ

ら

（広島県世羅町）
住促進ガイドブックの作
成︑世羅町に移住を検討
している方を対象とした
︻移住体験事業︼︑町内
に移住する方の住宅新築
・購入や空き家リフォー
ムに対し補助する︻移住
者住宅支援事業︼を実施
しています︒
▼子育て支援と定住・移
住促進をセットにし、人
育料等補助事業︼などを

が必要と感じました。

は、スピーディーな対応

口減少の抑制を図る施策
実施しています︒

▼国は、総合戦略におい
て、首都圏から地方への
移住促進のための施策を
▼世羅町の移住・定住促

も、移住者向けの経済的

減少の抑制を図るために

いい仲

進への取組みは︑﹁いい

支援が必要であると感じ

地方に求めており、人口

仲・田舎・せら暮らし﹂

ました。

田舎
せら暮らし

をテーマにした移住・定

移住者向けのパンフレットが充実している世羅町

があると感じました。

急に調査・研究する必要

とができることから、早

特産品を広くＰＲするこ

入することにより、本町

▼ブランド認証制度を導

負担となっています︒

要する費用は事業所等の

用する際に︑印刷表示に

の表示に認証マークを使

していますが︑認証商品

て︑認証申請料は無料と

▼認証にかかる経費とし

入されました︒

21

預かりサービスは︑町営

▼中でも︑保護者が病気

業を実施しています︒

ら出産︑子育てまでの切

町営の乳幼児一時預かり施設「まんでがんほたるホーム」

子育て支援の充実で
移住・定住を促進

笑顔あふれる
せらの子育て
▼広島県世羅町では︑出
産︑子育ての不安や負担
をできるだけ軽減し︑家
庭・地域みんなが﹁世羅
町で子育てをしたい！﹂
という思いがあふれるま
ちを目指し︑子育てに関
する様々なサポート体制
を整備しています︒
歳到達の

▼世羅町の子育て支援施
策として︑満

した︻保育所・幼稚園保

軽減と定住促進を目的と

子育て世帯の経済的負担

て家庭家賃補助事業︼︑

抑制を目的とした︻子育

の一部助成で人口減少の

対象者拡大事業︼︑家賃

する︻児童医療費の助成

３月 日まで助成対象と

18

♥

子育て世代にやさしいまちづくり 研修視察

♥

先進地研修視察

16
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17

31

常任委員会
10月18日～21日の日程で、ブランド認証制度、子育て支援事業、
定住促進事業について、道外研修視察を実施しました。

ブランド認証商品は、現在１２７商品に増えました

予約制バスの試験運行

日に全員協議会を開催し︑予約制バスの試験

た地域公共交通網形成計
を目的とし︑９月１日か

予測・運行実現性の確認

向け︑バス再編後の効果

画に基づき︑持続可能な
ら１か月間︑試験運行を

年度に策定され

公共交通ネットワークを
実施した︒

平成

構築を目指し︑利便性の
るため︑９月１日から
定し︑利用対象者は︑町

業者を五共ハイヤーに選

運行主体は町︑運行事

日まで予約制バスの試験
民のみとした︒

高い公共交通の構築を図

運行が実施されました︒

予約制バスを利用した方々の
主な意見

動は︑全て１００円と設
課題である︒

には︑人員体制の確保が

▼町外から通勤している人も今後対象に加えて
もらいたい。
▼朝、突然病院にかかりたい時などは、前日の
午後６時までの予約では厳しい。
▼バスの乗り降りは問題なく、車内の雰囲気も
良かった。乗り合わせた人と仲良くなった。
▼前もって予約する不便さはあるが、この方式
のバスとなれば利用者側が病院に行く時間を
調整する等、合わせることができる。
▼予約時間を過ぎても、空きがあったら乗せる
などの対応をしてほしい。
▼携帯電話を持っていないので、出先からキャ
ンセルの連絡ができない。
▼雨天時で仕事ができないときに用事を済ませ
るため、前日までの予約が難しい。

定した︒
ては︑時刻表は中央バス

時刻表は︑昨年実施し
ス銀山線の運行ルートに

銀山線の時刻表にほぼ合

試験運行期間終了後︑
月の試験運行に向け

り︑ＪＲ銀山駅への接続
加え︑長沢南地区︑銀山

わせることとし︑また︑

運行ルートは︑中央バ

行に向けた利用者のニー
を重視したダイヤを設定
駅︑余市協会病院までル

たアンケート結果等によ

ズ調査を終えたことから
し︑運賃は︑銀山地区か

利用対象者を拡大し︑町

試験運行の課題や本格運

議会に説明があったもの
ートを拡大した︒

在までに協議した具体的

行うために設置され︑現

化に関する調査・研究を

会において︑議会の活性

年第３回臨時

議会活性化特別委員会

正確な答弁を引き出すた

の論点・争点を明確にし

る現状及び質疑︵質問︶

導入する議会が増えてい

達しましたが︑反問権を

は導入しないとの結論に

々協議した結果︑反問権

員会︵消滅︶において種

ズを把握し︑本格運行に

や運賃などの利用者ニー

本格運行に向け︑ダイヤ

担当から﹁バス再編の

議への出席を要求された

の反問とし︑議会から会

背景・根拠確認を事実上

・内容の確認及び質問の

ることから︑質問の趣旨

の主たる機能と考えられ

背景・根拠の確認が反問

趣旨に照らせば︑質問の

点・争点の明確化という

と設定し︑同地区内の移

から余市町へは３００円

へは４００円︑仁木地区

大江然別地区から余市町

継続的な運行を行うため

問題は特になく︑また︑

果︑予約受付︑運転への

試験運行を実施した結

説明がありました︒

ことを考えている﹂との

等を利用対象者に加える

内の事業所に通勤する者

です︒

事項の調査・研究結果は
め︑再度調査・研究する

下の表のとおりです︒

は︑平成

反問権︵逆質問︶につ
こととしたものです︒

はなく︑

たもので

在してい

議会に存

から地方

は︑従来

反問権

会提出議案として︑平成

を実現させるため︑委員

告と併せて︑具体的事項

なお︑今後は︑中間報

との結論に達しました︒

は︑別途要綱を制定する

し︑反問の実施に関して

決定して

の議会で

それぞれ

の範囲は

ず︑反問

しておら

問は想定

明員の反

法でも説

地方自治

査・研究を行います︒

題について︑精力的に調

議会活性化における諸課

続き調査・研究を行い︑

続協議とした事項は引き

月 日原案可決︶し︑継

正案を提出︵平成

かかる会議規則の一部改

導入及び反問権の導入に

質問における時間制限の

年第３回定例会に一般

年９

います︒
政策水準
の向上に

議会の運営に関する基準を設けることで、誰が
議員になっても議会運営が滞ることなく進むと
の判断に立ち、基準を制定する。
町村議会の運営に関する基準の制定 制定していない

調 査 ・ 研 究 結 果
状

説明員に付与することと

いては︑議会改革特別委

８人乗りのワンボックスカーで試験運行を実施しました

月に再度試験運行を実施
月

10

運行に関する件について︑説明を受けました︒

14

27

ら余市町へは５００円︑

12

30

向けた論

28

現
調 査 ・ 研 究 項 目

28

21

27

一般質問における時間制限の導入

時間制限なし

質問１件につき40分以内の時間制限を設ける。

反問権（逆質問）の導入

認めていない

質問の趣旨・内容の確認及び質問の背景・根拠
確認を事実上の反問とし、議会から会議への出
席を要求された説明員に付与する。

決算特別委員会のあり方

閉会中に開催し、説明日か
説明日から数日空けずに質疑を実施する。
ら数日空け質疑を実施

議会報告会

平成27年２月に実施

継続開催する。

議会基本条例の制定

制定していない

条例制定に向け、継続協議する。

18
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19

説明員に反問付与

議会活性化
特別委員会

12
本会議等に出席した説明員全員に付与します

全員協議会
議会活性化特別委員会中間報告

銀山地区にも遊び場設置を

志 さん

地域おこし協力隊
宮 崎 隆

宮崎さんは、今年度から
地域おこし協力隊員として
さくらんぼフェスティバル
などの各種イベントやＰＲ
活動に参加し、本町の地域
振興に関する活動をされて
います。
札幌市出身で奥様と２人
のお子さんの４人家族です
が、本町には単身で転入さ

れ、「将来は、定住して生産者を目指し、そし
て、新規就農や移住したいと考えている方々に
私が地域おこし協力隊で経験し感じたことを伝
えていきたいんです」と語ってくれました。
本町の印象を聞いたところ、「皆さん気さく
に声をかけてくれますが、商店が少ないため寂
しい感じがします。また、どこの町村も人口減

編集
後記

︿佐藤秀教﹀

一雄

８月後半から道内を襲った一
連の台風や大雨で被災された皆
様に、心よりお見舞い申し上げ
ます。
幸い本町は大きな被害もなく、収穫の秋、農
作物の生育状況は、ほぼ平年並みと聞いており
ますが、今や台風や地震など災害のニュースを
聞かない日がないほどの日本。しかも被害は想
像を絶する甚大なものであり、決して他人事で
はなく改めて日頃の危機管理の重要さを身にし
みて感じております。
さて、議会改選後１年を経過し、この時期は
９月定例会、決算委員会、常任委員会研修視察
など、研鑚を深める日々を送ることができまし
た。道内外の研修を通じ、諸活動を一層充実・
活性化し、住民の皆さんの期待に応えていくた
め、少しずつ改革を進めております。
議会だよりは、紙面を通して議会の活動を知
っていただくため唯一の手段です。何分、一方
通行のため、皆さんからのご意見・ご感想が何
よりの励みとなります。今後ともよろしくお願
いいたします。

横関

◆編集・発行責任者

議 長

員

員

副委員長

委員長

野崎

佐藤

嶋田

住吉

明廣

秀教

茂

英子

◆議会広報編集特別委員会

委

番地１
( ３
)９６３
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町の将来について︑何か望
むことはありますか︒

銀山地区は、地域のつなが
りが強く、近所の方もとても
親切でいろいろと助けてもら
っています。
これからもふれあいを大切
にするあたたかい町であって
ほしいと思います。

地域の魅力を伝えるメッセンジャー

吉 本 達 也 さん︵銀山︶
連載５回目は︑銀山在住の
吉本さんファミリーを紹介し
ます︒
奥様と２人のお子さんの４
人家族で︑下のお子さんは先
月１歳になったばかりです︒
達也さんは︑大江学園にお
勤めで︑利用者さんの生活支
援をされています︒
お子さんに対してメッセー
ジを！

仁木町の自然で採れたおい
しいものをたくさん食べて、
すくすくと育ってね！

銀山地区の緑豊かな大自然
と地域の皆さんのあたたかい
眼差しが子どもたちの未来を
支えているのでしょうね︒
︵取材・インタビュー 野崎明廣︶

委

寄附行為の禁止

ぜひ傍聴に来てください

子育て支援の分野で何か望
むことはありますか︒

子どもたちが集まって遊べ
る施設があると良いですね。
仁木地区にある﹁おおきな
木﹂に行ってみたいと思いま
すが、銀山からは遠いんです
よね。銀山地区にも設置して
ほしいです。
町に対して何か望むことは
ありますか︒

少に悩んでいますが、仁木は外から人を受け入
れる体制が足りないと感じています。役場や農
協などの考え方を改め、町に人を呼び込むよう
な政策が必要なのではないでしょうか」とのこ
とでした。人口減少に悩む本町にとって移住者
の意見は貴重であり、人口減少問題に対する解
決策のヒントになると感じました。
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（12月下旬開催予定）

内の方にお
議員は︑選挙区
とは︑法律で
金や物を贈るこ
す︒
禁止されていま
求めてもい
また︑有権者が
けません︒
します︒
ご理解をお願い

FAX

宮崎さんには、これからも本町の地域振興の

（取材・記事 嶋田 茂）

)
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32 36

次の議会は

まちの
ために、更なるご活躍を期待しています。
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12月 定 例 会

32

人
28

買物に不便を感じます。ち
ょっとしたモノが欲しくても
車で出かけなければならない
ので、近くにコンビニがある
と便利ですね。
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輝く町民さんを紹介！
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