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活⼒ある
地域づくり

ワインツーリズムの確立
就労の場の創出

月 日に開会し、３月 日に閉会しました。

定例会のあらまし
第１回定例会は、

21

年度当初予算、平成 年度補正予算、条例制定・改正、

９

28

しました。

年度当初予算、当初予算関連議案（条例制定１件、条例改

一般質問では、１人の議員が登壇し、町長及び教育長に考えを問いただ

また、議員提出議案として３件の意見書を提出し、全て可決しました。

審査し、最終日の本会議において、付託した全ての議案を可決しました。

正４件、指定管理者１件）は、予算特別委員会を設置し、これに付託して

なお、平成

指定管理者、規約変更、人事案件が提案され、全ての議案を可決しました。

町から、平成

３

ンンド
ドド産産産産
産地の確立
ブラン

戦い抜ける農業の実
実実実現現現
現
現現

まちの特性を
活かして地域
活性化を推進
29
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29

平成29年度まちの予算

諸収入など １億９３１６万円

ニキボーのなになに？

骨格予算とは

期や新年度早々に首長選挙

地方自治体の予算編成時

がある場合に、政策的判断

が必要な事業を除いて、通
だ予算のことをいいます。

◇一般会計
当初予算 億９６７万
１０００ 円︵ ・８％
増︶が提案され︑討論・
採決の結果︑全員賛成で
可決しました︒

当初予算

◇国保特別会計
当初予算２億３６５１
万８０００円︵４・５％
減︶が提案され︑討論・
採決の結果︑全員賛成で
可決しました︒
◇簡水特別会計
当初予算２億８８８０
万３０００円︵ ・７％
減︶が提案され︑討論・
採決の結果︑全員賛成で
可決しました︒

収入︵歳入︶の大きな
柱である地方交付税は︑

・

億８５００万円を

前年度対比２０００万円
減の
見込み︑収入全体の
９％を占めています︒
一方︑町税などの自主
・５％

財源は６億２８４４万円
と︑収入全体の
にとどまり︑うち７２３
３万円は︑貯金︵基金︶

年度は︑４月に

を取り崩し︑繰入してい
ます︒
平成
町長選挙が執行されるこ
とから︑新規の政策予算
を極力抑えた 骨格予算
で︑総合戦略や第５期総
合計画に盛り込まれた計
画事業等︑行政の継続性
に対応する必要がある経
費を計上した予算編成と
なっています︒

佐藤町長は︑平成 年度町行政

◇後期医療特別会計
当初予算６４２０万４
０００円︵２・７％増︶
が提案され︑討論・採決
の結果︑全員賛成で可決
しました︒

一般会計
予算の概要

億円超の予算を可決

財

源

国民健康保険事業 ２億３６５２万円

使用料など ８７４５万円

簡 易 水 道 事 業 ２億８８８０万円

すべく︑まち・ひと・しごと創生

本町の発展と地域の活性化を推進

域づくりを様々な方々と連携し︑

本町の特性を活かし︑活力ある地

す︒また︑ワインツーリズムなど

に発信していくことが求められま

と捉え︑考えられる事業を積極的

人や物の流れが生じることを好機

に進められる中︑本町においても

建設など︑インフラ整備が加速的

日︑北海道新幹線や高規格道路の

と予算案の大綱において︑﹃今

29

３月９日～21日

町長選挙のため骨格予算で編成

総額

地方交付税
１７億８５００万円

６４２０万円

46

人口ビジョン・総合戦略及び第５
期総合計画に掲げた事業の着実な
推進を図るとともに︑町民の福祉
の向上のために必要な政策の選択
や効率化を図り︑町民と議会︑行
政が一体となって︑更なる行財政
改革を進めていく必要があること
からご理解とご協力をお願い申し
上げます﹄と述べました︒

地域の活性化を推進

38

ニキボーのなになに？

17

29

10

22

16

佐藤 聖一郎 町長

町税 ２億７５５０万円

後期高齢者医療

町行政と予算案の大綱

常かかる経費を中心に組ん

38億967万円
38億967万円

4
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土木費
４億１３３０万円

衛生費
４億３２７７万円
農林水産業費
６億７８４５万円

（歳入）
（歳出）

国・道支出金
５億３１８８万円

源
財

43

収入
存

自

主
依

教育費
２億７５５万円

民生費
７億５２５１万円

支出
消防費
１億９１５８万円

繰入金 ７２３３万円
借入金（町債）
７億５０８０万円

議会費
５５４４万円
総務費
４億９１４９万円
返済金（公債費）
４億５９３０万円

第１回定例会

29年度
予 算

その他の交付金など １億１３５５万円
その他
１億２７２８万円

平成２９年

ＰＲパンフレット制作事業

継続

今年のしごと
ピックアップ

町の状況、町の歴
史、町の特産物、観
光スポット等を掲載
した観光情報と行政
情報を含めた本町紹
介用パンフレットを
作製します。
現在使用している町パンフレット

子育て世帯の経済的負
担を軽減するため、中学
３年生までの入院及び通
院にかかる医療費を助成
します。
継続

ミニトマト集出荷選果
施設整備事業
本町の主要農産物であるミニトマトについて、労
働力の軽減及び選果経費の削減を図ることを目的と
して、新おたる農協が実施するミニトマト集出荷選
果施設整備事業に対し支援を行います。

学校給食費助成事業

新規 建設等機械整備事業

継続

155

万円

継続

合併処理浄化槽整備事業
快適で衛生的な生活環境の確保と河川の水
質保全のため、個人が設置する合併処理浄化
槽に対し浄化槽本体工事費にかかる補助基準
内の80％を補助します。

2073万円

4350万円
平成13年度に購入した除雪ロータリの
老朽化による更新を行います。

更新予定の除雪ロータリ

27

724万円
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公共交通調査事業
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万円

8800万円

平成 年度に策定した
地域公共交通網形成計画
に基づき、持続可能な公
共交通ネットワークを構
築するため、予約制バス
の試験運行を実施し、利
便性の高い公共交通の構
築を図ります。

議会だより にき no.114

仁木町特産品のミニトマト

1000

5億円
不妊治療費助成事業

7

132万円

北町のぶどう圃場

北海道の特定不妊治療
費助成事業や不育症治療
費助成事業の対象から外
れた人、北海道の助成事
業では自己負担が生じる
人、人工授精の治療を行
う人に対し、治療費の一
部を助成します。

子育て世帯の経済的負担を軽減するた
め、小中学校へ同時に２人以上通学する
児童生徒の保護者に対し、学校給食費を
助成します。

小学１年生初めての給食

継続

本町のワイン産業
の振興を図ることを
目的として、醸造用
ぶどうの栽培又はワ
イナリーの建設を行
う人に対し、費用の
一部を補助します。

870万円

乳幼児等医療費助成事業

継続

万円

ワインツーリズム振興事業

新規

人気返礼品のさくらんぼ

本町の農産物や
加工品などの特産
品を全国に広くＰ
Ｒするとともに、
寄附者に対して感
謝の意を表するた
め、ふるさと納税
寄附者に対し、返
礼品（特産品）を
贈呈します。

378

ふるさと納税
特産品返礼事業

新規

継続

平成29年5⽉18⽇発⾏
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委員長

年度一般会計及び特別会計の当初予算

住民課主幹

実態を調査し

た と こ ろ︑ 町 外 利 用 者
が多いことが判明したた

平成
め︑運営をしているよい

ワインツーリズ

耕作放棄地の認定

る︒

ポスター等で周知してい

使えないということで︑

４月から近隣町村の方は

ち福祉会等とも相談し︑

案︑当初予算関連議案︑指定管理者の指定議案

現在︑学校の

ムの振興におい

て︑耕作放棄地の再生が
重要となるが︑誰が耕作
放棄地と認めるのか︒

農業担い手育成

い︒今後そのような事例

ついては︑該当とならな

年度よ

8
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は︑各会計予算特別委員会を設置し︑これに付
託し︑延べ４日間にわたり審査を行いました︒
議案説明後︑活発な質疑が行われ︑全ての質
疑が終わった後︑議案ごとに討論・採決を行っ
た結果︑全ての付託議案を全員賛成で﹁可決す

長

できないのか︒

を︑学校の空き教室等で

ている放課後児童クラブ

べきもの﹂と決定しました︒

予約制バスの運行
予約制バスの試
町

空き教室は無いため︑放

験運行の内容に

ついては︑どのように決
ついては︑農業委員会の

耕作放棄地に

きる状況ではない︒時代
農地パトロールにおい
ては︑現在︑仁木町農業

農政課長

によって社会情勢も変わ
て︑現地を確認し︑耕作
猟銃所持の取得費︑わな

課後児童クラブを実施で

試験運行は︑仁木町地域
ってくるので︑その時の
放棄地かどうかを認定し

予約制バスの

公共交通活性化協議会で
ニーズに応じて︑臨機応
施行規則等において︑親

内容を決めている︒内容
種類について︑町から補

の直系に対し認定するこ

事業について︑

い︒

見直しも検討していきた

が出てくるのであれば︑

か︒
農政課主幹

財政運営に移行する︒移

同事業につい

認定の拡充はできないの

妻が経営者になる場合に

助している︒

担い手育成に関する条例

のか︒

のような補助をしている

するために︑ど

狩猟免許を取得

狩猟免許取得に係る補助

猟の狩猟免許取得費の３

境整備に︑これからも取
り組んでいきたい︒

子育て支援対策事業
地域子育て支

援拠点﹁おおき
狩猟免許の取

得補助については︑第１

農政課長

いて︑今後どのように取
種銃狩猟免許の取得費︑

な木﹂の町外利用者につ
扱っていくのか︒

また︑スマートフォン

行したことにより︑医療

り都道府県単位での国保

い て は︑﹁ 仁 木 町 備 蓄 計

についても︑約半数の子

費が大幅に上がった場合

ある︒

木町全体の都市計画など
画﹂に基づき備蓄を進め

どもが利用しているが︑

でも国保税引き上げが無

備蓄食料につ

を︑今の段階から検討し

ており︑人口の約 ％分

全国平均からみると低い

情報防災係長

ていかなければならない

の備蓄を目標としてい

くなるとされるが︑今後

と認識している︒

状況である︒

様子を見ていかなければ

る︒
また︑防災資機材につ

からないため︑推移を見

どのように推移するかわ
国保税をさらに

て大丈夫であれば︑国保

いては︑各避難所や各備
引き下げること

税引き下げも検討した

現在︑冬山登山

いう計画で進めており︑

はできないのか︒

蓄倉庫に備蓄していくと

トリーを行い︑遭難者が

避難所を開設した際に住

又はバックカン

国保税の引下げ

山岳遭難防止対策

道路の関係も含めて︑仁

ととしている︒子の夫や

ている︒

成しているため︑平成
年度に実施した際の︑利
用者の声を汲み取った中
で︑原案を作成していき
たいと考えている︒

放課後児童クラブ
現在山村開発セ
ンターで実施し

年に作成

町ＰＲパンフレット
平成

する町ＰＲパン

フレットについて︑多言
町ＰＲパンフ

語化する予定は︒
企画課長

レットについては︑日本
語で作成を考えている︒
出ることが非常に多い︒

ほけん課長

い︒
民の皆さんが︑ある程度
配備をしている︒暖房機

平成

町として対応をしている
本町において

については︑冬期間の事

快適に生活できるように

は︑今年度２件の行方不

業等においても実用性が

のか︒

明及び事故が起こってい

あるということで︑使っ

情報防災係長

る︒個人的に山に入りス

てもらっている︒

平成 年度全国

体力運動能力調査・スマホの利用状況

キーをしているので︑一
概に規制するのも難しい
部分があるが︑人命がか
かっているので︑余市警

体力運動能力調
査における本町の状況

察署などと連携をしなが
ら︑張り紙や防災無線等

は︒また︑町内小・中学

本町において
は︑調査結果の数字を公

総務学校教育係長

用状況は︒

生のスマートフォンの利

で注意喚起を行っていき
たい︒
備蓄食料・防災資機材の購入

備蓄食料は計画

い数字を公表できない

表していないため︑詳し
るのか︒また︑防災資機

が︑大体全国平均並みで

的に購入してい
材の活用法は︒

30

パンフレットは︑随時更
新しなければならないも
のであり︑また何年後か
には︑新しいものを作ら

今の段階では

林

役場横の備蓄庫。有事の際に使用する機材や食材を備蓄しています。

なければならない︒数年
後に高速道路が開通する
ことなどを踏まえ︑今後
作成する際に︑多言語化
を検討していきたい︒

道路整備の計画
現在︑町内にお

いてワイナリ︱

が数カ所建設中である
が︑将来営業となると︑
今の道路事情では厳しい
と思う︒道路の整備につ
長

いて計画はあるのか︒
町

道路の整備に関する計画
は無い︒今後ワイナリー

農業担い手育成事業

変に考え︑学童保育の環

昨年度運行した予約制バス

の案については︑町で作

めているのか︒

28

副委員長

嶋 田

新年度予算
新年度
予算の使い道
の使い道

29

の観光的な部分や︑高速

15

上 村

28

企画課長

野 崎
宮 本
佐 藤

29

住 吉
野 崎
住 吉
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9

佐 藤
林
嶋 田
水 田

水 田

皆さん
の税金

佐藤町長

行政報告
行

公共施設のアスベスト調査を実施しました

平成２９年

第１回定例会

２年間延長へ

３月９日～21日

冬季原子力防災訓練が行われました

介護事業の一部が

地域支援事業及び

条例改正

例の一部改正が提案

生活支援事業条例の

町から国へ移行

され︑審議・採決の

一部改正が提案さ

国民健康保険税条

結果︑全員賛成で可

れ︑審議・採決の結

しました︒

決しました︒

主な改正内容につ

果︑全員賛成で可決

ら軽減世帯と限度額

いては︑介護保険法

29

主な改正内容は︑

世帯の間に位置する

に規定する介護予防

4

平成 年度の課税か

中間所得世帯の負

日常生活支援総合事

ら︑同条例に規定さ

担軽減を図るため︑

国保税は年齢・家

れている予防給付の

29

月

族構成・所得等に

うち︑訪問介護・通

年度

よって税額が変わり

所介護については︑

業を平成

ますので︑詳細は町

同事業に移行するこ

税率引下げを行うも

ほけん課国保医療係

とになったため︑条

より実施することか

までお問い合わせ願

例の一部を改正する

のです︒

います︒

仁木町高等学校生徒学資金

貸付条例の一部改正が提案さ

れ︑審議・採決の結果︑全員

年度に

28

賛成で可決しました︒

年度及び平成

27

主な改正内容については︑

平成

おいて︑同学資金貸付の制度

を利用した人がいなく︑国や

北海道においても同様の制度

平成29年5⽉18⽇発⾏

29

を実施していることから︑平
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新規貸付申請を停止
年度からの新規貸付申請

11

高等学校学資金貸付制度

成

積雪の状況から当初予定しておりました12月23
日にオープンすることができず、12月27日から開設
し、３月５日をもちまして終了しました。
利用状況につきましては、スキーリフト利用者の述
べ輸送人員が７万5331人（前年度：６万3148人、約
19％の増加）、スキーリフト利用券売上額は、６５
８万6580円（前年度557万8720円、約18％増加）
であったとの報告を指定管理者から受けています。
今後も、多くの皆さまに利用していただくため、安
全管理体制の保持を第一に、指定管理者とともに鋭意
努力していきます。

住宅ローンによる住民税控除が延長されます。

の受付を停止するものです︒

角谷教育長
教
教育行政報告
仁木町民スキー場の利用状況をお知らせします

町ほけん課国保医療係窓口

ものです︒

本町で初めての取組となる、暴風雪と複合災害を想
定した冬季原子力防災訓練が、２月４日に行われまし
た。訓練は、後志地方を中心に激しい暴風雪が発生す
る中、泊原子力発電所３号機において、異常事態が発
生したことに伴い緊急事態宣言が発出される想定で行
われ、本町におきましては、緊急時通信連絡訓練、広
報訓練等のほか、テレビ会議により暴風雪時における
原子力災害の防護対策を検討し、事故進展による状況
から屋内退避を判断した住民避難訓練を実施しまし
た。
今後におきましては、訓練の結果から課題等を把握
した上で、より実効性のある防災体制の構築に取り組
んでいきます。

中間所得世帯の負担を軽減

公共施設等の老朽化に伴い、今後、大規模改修や立
替え等に多額の費用が必要となる一方で、増加傾向に
ある社会保障関連経費や、国の財政状況を考慮した普
通交付税、伸び悩む地方税の状況を踏まえると、公共
施設等を維持していくことが財政面から困難な状況に
なることが予想されます。
このことから、将来負担の軽減化や平準化を図るこ
とや、町民の皆さまと町全体の公共施設等に対する認
識を共有することを目的として、「仁木町公共施設等
総合管理計画」を策定しました。

国保条例の一部改正

仁木町公共施設等総合管理計画を策定しました

国民健康保険税率を引下げ

仁木町税条例の一部改正が

提案され︑審議・採決の結

果︑全員賛成で可決 しまし

た︒

主な改正内容については︑

国の税制改正に伴う地方税法

及び関係法令の改正により︑

個人町民税の住宅借入金特別

控除期間の２年間延長︑法人

町民税の法人税割引下げ︑軽

自動車税のグリーン化特例を

今年度も実施することなど

が︑盛り込まれています︒

アスベストを断熱材として使用している可能性のあ
る本町の学校や公共施設における調査を実施したとこ
ろ、山村開発センター、仁木小学校、銀山小学校、銀
山中学校の４施設で煙突用断熱材にアスベストが含ま
れていることが判明しました。
アスベストを含む煙突につきましては、アスベスト
がどの程度大気中に排出されているのかを測定する煙
突周辺気中濃度測定調査を実施し、今後の対策を検討
します。
また、施設管理者に対しては、利用者及び児童・生
徒がボイラー室に立ち入ることのないよう施錠するな
ど管理の徹底を指示し、更には利用者・利用団体及び
児童・生徒保護者に対し、このたびの調査結果につい
て報告しました。

個人町民税住宅ローン特別控除

ニキボーのなになに？

中間所得世帯とは
低所得世帯に対し、所得に応じて国民健康保険料を一定の割合で軽減される世帯が軽減世帯で、所得が多く国民健康保
険料の算定で上限を超えているため、限度額まで引き下げられた世帯が限度額世帯です。
中間所得世帯は、低所得世帯と限度額世帯どちらにも当てはまらなく、所得が中間に位置している世帯を指します。

議会だより にき no.114

平成29年5⽉18⽇発⾏

10

年

月

農業基盤整備に
分担金導入
農業基盤整備促

改修や更新等に多額の費
用を要することが予測さ

年間

日から平成

年３月 日までの

会計予算は︑新国保制度
に対応するシステムプロ

意 見 書

▼無料公衆無線ＬＡＮ

︵Ｗｉ︲Ｆｉ︶環境の整

提出議員

嶋田

住吉
茂

英子

備促進を求める意見書

賛成議員

東京オリンピック・パ

ラリンピックの開催に向

けて︑通信環境の整備︑

とりわけ無料公衆無線Ｌ

ＡＮ︵Ｗｉ ︲Ｆｉ ︶環境

の整備は︑喫緊の課題と

なっており︑また︑防災

▼報酬及び費用弁償に関

その他の議案

額補正が提案され︑審議

する条例の一部改正

グラム負担金等による増
・採決の結果︑全員賛成

関する条例の一部改正
全員賛成で可決

の観点からも︑防災拠点
となる公共施設等の災害
時における通信手段の確
保にも大きく貢献するこ
とから整備促進を要望
するもので︑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︒

医療職の
労働環境改善を
▼安全・安心の医療・介
護の実現と夜勤交替制労
上村智恵子

働の改善を求める意見書
提出議員

佐藤

秀教

賛成議員

医師・看護師・医療技
術職・介護職などの夜勤
交替制労働における労働
環境改善や︑安全・安心
の医療・介護を実現する
ため︑医師・看護師など
の増員を要望するもの
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︒

その他の意見書

▼指定給水装置事業者制
度に更新制の導入を求め

提出議員

佐藤

住吉

秀教

英子

る意見書

賛成議員

全員賛成で可決

人事案件
教育委員会委員に
木村さんを再任
教育委員会委員に木村
さんを再任することに対
し︑全員賛成で同意しま
した︒
◆教育委員会委員
木 村 章 生 さん
︵大江︶

12
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財源確保を目的に
条例制定
進事業分担金徴収

主な制定内容

可決しました︒

され︑全員賛成で

条例の制定が提案

れることから︑その財源
また︑本基金条例は︑

仁木町公共施設等整備 確保を行うものです︒
基金条例の制定が提案さ
とから︑仁木町体育施設

れ︑全員賛成で可決しま 体育施設も補完できるこ
した︒
一部が改正され︑

は︑国の要綱等の

現在所有している公共施 こととしています︒
オペレーター付き

主な制定内容は︑町が 設備基金条例を廃止する
設及びインフラ施設を維
機械リースについ

一般会計予算は︑合併

◇一般会計 ︵第６号︶

補正予算

ものです︒

分担金を徴収する

行い︑事業者から

主体となり事業を

とから︑町が事業

ができなくなるこ

町が補助すること

注していた経費を

来事業実施者が発

ることとなり︑従

町のみに認められ

ては︑事業主体が

持していくには︑大規模

ふれあい遊トピア公園及び町民スキー場

指 定 管 理 者に
株 式 会 社北海道名販
芸ハウス導入事業︑橋り

◇簡水特別会計 ︵第４号︶

全員賛成で可決

ょう補修事業︑ふるさと

簡易水道事業特別会計

で可決しました︒

提案され︑審議・採決の
納税特定品贈呈事業等の

予算は︑維持管理費及び

浄化槽整備事業︑施設園
結果︑全員賛成で可決し
執行残による減額補正が

施設整備事業費の執行残
▼職員の勤務時間︑休日

定管理者を株式会社北海

▼印鑑の登録及び証明に

ました︒
提案され︑審議・採決の

等による減額補正が提案

なお︑指定期間は平成
結果︑全員賛成で可決し

及び休暇等に関する条例
全員賛成で可決
▼職員の育児休業等に関
する条例の一部改正
全員賛成で可決
▼後志広域連合規約を変

指定管理者制度 とは

指定管理者

整備促進を要望
更するための協議

無料Ｗｉ－Ｆｉが使用できる町内のコンビニエンスストア

指定管理者制度とは、地
方公共団体が設置した公の
施設の管理運営を、地方公
共団体が指定した民間事業
者を含む法人や団体に行わ
せる制度です。民間の活力
を導入し、自治体の経営改
善を図る目的で、平成15
年の地方自治法改正に伴
い、導入されました。

全員賛成で可決

ニキボーのなになに？

ました︒

364 万 6000 円減

1

ふれあい遊トピア公園

無料公衆無線ＬＡＮ（Ｗｉ - Ｆｉ）

３億 6973 万円

さ れ︑ 審 議・ 採 決 の 結

3

4
31

です︒

・国民保険事業特別会計（４回目の補正）

29

道名販に指定する議案が

・一般会計（６回目の補正）

３月９日～21日

「仁木町公共施設等整備基金条例」を制定

及び町民スキー場の 指

国・政府等に意見書
・簡易水道事業特別会計（４回目の補正）

の一部改正

32

果︑全員賛成で可決しま

予算総額
補正額

した︒

２億 6829 万 8000 円
1488 万 8000 円増

国民健康保険事業特別

45 億 2689 万 3000 円
8364 万 7000 円減

平成29年5⽉18⽇発⾏
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13

昭和 45 年建設
（築 47 年）
の銀山生活改善センター

◇国保特別会計 ︵第４号︶

ふれあい遊トピア公園パークゴルフ場（上）と町民スキー場（下）

公共施設の老朽化に対応 第１回定例会

平成２９年

町政のそこが聞きたい

上村

平成 年度の認定分から引上げを検討中

保護及び準要

①本町の 要
ったのか︒

ていたが︑その後どうな
わず︑新入学を迎える児

月では入学準備に間に合

費の支給日について︑６

倒しで支給している町村

である︒後志管内では前

童・生徒の保護者は大変

教育長

就学奨励費の認定基準を上げるべき

就学援助について

②新入学児童生徒学用品

や前倒し支給について検
討している町村も増えて

要保護及び準要保護
児童生徒就学奨励費

一般質問とは

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28年第４回定例会より、質問１件につき40分の時間制限を設け、平成29年第１回
定例会より、説明員に対し反問権を付与しました。

が認定基準を生活保護基

志管内の３分の２の町村

まえ検討してきたが︑後

勢や後志管内の状況を踏

で社会情

①これま

どう考えているのか︒

えるが︑町長︑教育長は

検討する必要があると考

たところ︑認定決定する

当該自治体に問い合わせ

も把握している︒以前︑

ることは︑教育委員会で

している町村が増えてい

前倒し支給について検討

町村が増えていることや

②前倒しで支給している

ている︒

定基準の引上げを検討し

成

も︑教育委員会と協議し

②支給の前倒しについて

きたい︒

の政策として反映してい

政策的な予算は︑２期目

であるので︑このような

ているが︑今年は改選期

行う方向で前向きに考え

ては︑基準を引き上げを

協議して︑この件に関し

といろいろな

①教育委員会

準見直し前の１・２倍以

所得は︑前々年の所得を

ていきたい︒

町長

上としており︑仮に他町

基準として認定している

上 村 智恵子

もあり得ることから︑平

合には支給されないこと

教育長

村で支給されていた児童

とのことであった︒

年度の認定分から認

ニキボーのなになに？

生徒が本町へ転校した場

おり︑本町でも前向きに

ニキボーのなになに？

町では、学校教育法第19条及び就学困
難な児童及び生徒に係る就学奨励について
国の援助に関する法律の規定に基づき、経
済的理由によって就学困難な児童生徒の保
護者の負担を軽減するために、要保護及び
準要保護児童生徒就学援助費を支給してい
ます。
なお、就学援助費目は、学用品費、通学
用品費、校外活動費、新入学児童生徒学用
品費、学校給食費、体育実技用具費、クラ
ブ活動費、児童生徒会費、ＰＴＡ会費、通
学費、修学旅行費などで、支給額は国が定
める基準により町の予算の範囲内で、毎年
度、教育長が定めています。

15

議員
上村智恵子

29

町政のそこが聞きたい 一 般 質 問

より良い教育環境の整備を！

保護児童生徒就学奨励費
支給要綱では︑認定基準
を生活保護基準の１・１
倍と定めているが︑認定

年度各会

基準を引き上げることは
できないのか︒
また︑平成

していきたい﹂と答弁し

ては﹁財政当局とも協議

て︑基準の引上げについ

計予算特別委員会におい

28

14
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15

上村智恵子 議員

29

第１回定例会の一般質問には、１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。

◆当日の次第

２

１

議員紹介

議長挨拶

開

会

３

総務経済常任委員会

議会報告
⑴
議会活性化特別委員会

４

⑵
議会広報編集特別委員会

その他

⑶
５
会

同会を開催するに当た
り︑報告内容など︑種々
協議を重ねてきました︒

すことができました︒
め︑努力していきたいと
考えます︒

ているが︑その収入と使

ふるさと納税をやっ

Ｑ
い道は︒

Ｑ

司会を行い︑横関議長の
が低いと思う︒町補助金

皆さまからのご質問

挨拶︑議員の紹介︑議会
の補助率を上げることも
Ａ

当日は︑上村副議長が

報告と︑次第に沿って進
考えたほうが良い︒議会
税の寄付額は︑１億円程

合併浄化槽の普及率

行︒
として︑大いに声を上げ
度です︒今年度につきま
ています︒

しては︑約２割減となっ

昨年度のふるさと納

議会報告の内容につい
議論を深めてほしい︒
年度につきま

お金の使い道につきま

平成

しては︑５人槽で７基︑

しては︑３人目の学校給

Ａ

ては︑平成 年度の委員
会活動を中心に︑各委員
長がレジュメを用いなが
ら︑報告を行いました︒
人槽で

１基︑総額１６１４万２

もたちのために活用され

食費無料など︑主に子ど

７人槽で５基︑

では︑参加された皆さま
０００円の補助をしてい

ています︒

また︑意見交換の場面
から︑たくさんの貴重な
ます︒今後も︑普及率が

議会をインターネッ

は︑議員側からの一方的
解できなくなる恐れがあ

な質問では︑お互いに理
力してほしい︒

トの中継できるよう︑努

Ｑ

ご意見やご質問をいただ

地方創生加速化交付

上がるよう事業ＰＲも含

Ｑ
金はどのように使われて
いるのか︒
Ａ

ては︑予算の関係上設置

Ａ

や出席している課長など

めに︑設けました︒町長

実りのあるものにするた

ることから︑一般質問が
付金は︑一昨年度から始

が難しいですが︑今後︑

に付与しています︒

議会中継につきまし

まり︑現在進めているワ

議会改革の面も含めて検

地方創生加速化交

イン・ツーリズムに対し

掲載させていただきました︒

ご意見・ご質問の一部 を抜粋して

※おことわり

討をしていきたいと考え
また︑議会の傍聴者が

交付を受けており︑仁木
くれるような町づくりを

少ないので︑どのように

ています︒
行っていくため︑同交付

したら町民の皆さまが議

町にたくさんの人が来て

金が活用されています︒

けるかということも含

会の活動を知っていただ
銀山線の予約制バス

め︑努力していきます︒

Ｑ

について︑字の書き取り

Ｑ

が不自由な人や︑耳が遠
くて電話をかけることが

内容について︑教えてい

反問権につきまして

一般質問の反問権の
不自由になってきている

ただきたい︒
Ａ

人には︑依頼が難しいた
め︑議員には︑戸別訪問
をしてチェックしていた

地方創生加速化交付金とは、１億総活躍社
会の実現に向けた緊急対応として、「希望を
生み出す強い経済」を実現するため、また、
「子育て支援」や「安心につながる社会保障
」も含めた「新・三本の矢」の取り組みに貢
献するため、創設された交付金です。
ːȪാȫ
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だきたい︒
Ａ 行政に任せるのでは
なく議員自ら行動してほ
しいとの意見ではありま
すが︑行政と共に成長で
きるのであれば︑前向き
な姿勢で向かっていきた

۟ٛ

地方創生加速化交付金とは
ࡉ
݈ٛ༭࣬Ȇփ

ニキボーのなになに？
૾࿐݈ٛ

閉

27

き︑実りある議論を交わ

35

28

いと思っています︒
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当日の様子
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17

議会報告・意見交換会を開催
平成29年２月４日(土)銀山生活改善セン
ターにおいて、２回目となる議会報告・意
見交換会を開催いたしました。町内外から
28名の皆さまにご参加いただき、心よりお
礼申し上げます。

追跡

議会だよりでは、定例会での一般質問

あれからどうなった？

質問のゆくえ

載していますが、町政にどう反映され
たのかを追跡調査しています。

町道種川線交差点道路

引下げ決定

質 問 国保税の引下げを

観光シーズンにおける
陳 情 渋滞解消のため拡幅を

各町村の国保財政の運営により税率を設定してい
たことから、税率が高く設定されている。平成30
年度より国保財政運営が北海道に移行することもあ
り、国保税率を見直すべき。

「陳情第1号・町道種川線フルーツ街道交差点手
前道路拡幅に関する陳情」が平成28年第１回定例会
において採択。

↓

↓
て︑「仁木町議会の

開催の委員会におい

した︒

討を重ねてまいりま

を開催して︑協議検

Ｑ 平成 年 月 日

運営に関する基準」

29
2

15

間︑計９回の委員会

までの の章と︑１

1

4

基準の内容につい

５３条の条文で構成

︵平成 年 月１日

されており︑議会の

16 16

ては︑第 章・総則

則等に明記されてい

29

から第 章・その他

ない過去の先例や申

招集や︑議案及び動

施行︶を制定しまし

し合わせ事項等を明

議︑議事日程︑発言

た︒

文化したもので︑誰

等についての規定を

陳情者が求めていた道路拡幅箇所（町道種川線）

これは︑条例や規

が議員になっても議

しています︒

医療費や保険者である後志広域連合負担金が減
少傾向にあることから、国保税率を引き下げるこ
とになりました。

会が滞ることのない

医療費減少等により税
現 在 率引下げ

より適正かつ円滑な

議会運営を目的とし

28

て制定されました︒

1

平成 年４月の委

↓

平成29年度一般会計予算において、町道種川線
交差点の「改良調査設計及び用地確定測量委託業
務」・「町道種川線の交差点改良工事」の予算が
組み込まれ、拡幅予定。

員会において︑制定

あれから…こうなりました

平成29年度予算に組み

現 在 込まれる

に向けて進めていく

医療費急増などに備えている基金を繰り入れて、
税率を下げることについては、考えていない。

ことを決定し︑ 年

答弁

税率を改正する考えは
ない

あれから…こうなりました

ぎかいトピックス
「議会の運営に関する基準」とは
それぞれの市町村議会は、地方自治法や会議規則、委員会条例等に基づき、議
会運営が行われています。その法令よりも更に実務性を強くしたもの、議会での
先例や申し合わせ事項を規定したものが、「議会の運営に関する基準」です。
全国町村議会議長会からも標準的な基準が示されており、４月１日から施行さ
れた「仁木町議会の運営に関する基準」は、それを参考に協議検討を重ね、仁木
町議会の先例や申し合わせ事項等を付け加えた内容となっています。
・地⽅⾃治法

法律・条例・規則等に明記されてないこと

・仁⽊町議会委員会条例
・仁⽊町議会会議規則

…等々

による議会運営

先例や申し合わせ事項等を明⽂化
明⽂化したもの
したもの

＝

法 律・ 条 例・ 規 則 等
に 基 づ き、 議 会 運 営 が
行われている。

⇨ 先例や申し合わせ事項（法令にない決まり）等
⇨

全国第８位
２度目の入賞！

回町村議会広報全

31

このたび、﹁議会だよりにき１

１０号﹂が第

8

国コンクールにおいて、優良賞

平成29年5⽉18⽇発⾏

位︶を受賞しました。今後

議会だより にき no.114

︵第

19

も町民の皆さまにわかりやすく伝

議会だよりにき 110 号

えられる議会だよりを目指し、努

力していきます。

優良賞を受賞しました！
優良賞
を受賞しました！

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

議会だより にき 第 31 回町村議会広報全国コンクール

ニキボーのなになに？

﹁仁木町議会の運営に関する基準﹂を制定

〈平成２８年第４回定例会〉

拡幅へ

議会の細かなルールを明文化

国民健康保険税率

議会活性化
特別委員会

や町民の皆さんからの請願・陳情を掲

「議会の運営に関する基準」
議会だより にき no.114

平成29年5⽉18⽇発⾏
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子どもが自立できる町に

これからの仁木町の将来に
ついて︑要望したいことはあ
りますか︒

農業を始める人に対して、
ハウスの補助をしてほしいで
す。若い農家さんや新規就農
者を増やすにはこれが一番効
果的だと思います。
お子さんに対してメッセー
ジを！

民生委員児童委員協議会
の皆さん
町内で活躍されている民生
委員児童委員協議会の皆さんを
民生委員児童委員は、法律に

紹介いたします。
基づいて町長から任命された委
員で、社会福祉の増進と児童の
健全育成のため、日々ご尽力い
協議会は

名で構成され、

ただいている方々です。
様々な年代や職業の方がいらっ
しゃいます。本業をお持ちの方
も多い中、家庭訪問や福祉施設
の慰問活動など、その福祉精神
委員の皆さんからは、﹁高

には頭が下がります。
齢者が増えてきているため、委員を増やしてほしいのです
が、定数は決められています。民生委員だけではなく、地

域住民みんながお互いに

助け合える隣人愛の精神を

持った社会が望ましいです

編集
後記

一雄

明廣﹀

新年度に入り、各学校では
入学式が挙行され、新１年生
が入学しました。また、４月
から就職され、新社会人とな
った方もいらっしゃると思い
ます。新入生も新社会人も、これから希望と
不安の中でたくさんのことを経験し︑学んで
いくことでしょう︒
さて、４月 日に町長選挙が告示され、無
投票で佐藤町長の再選が決まりました。これ
からも共に切磋琢磨し、本町の発展に寄与し
ていきたいと思います。
また、﹁議会だよりにき １１０号﹂が第
回町村議会広報全国コンクールにおいて、優
良賞︵第 位︶をいただきました。これも多
くの皆さまのご協力の賜物です。誠にありが
とうございました。
これからも町民に親しまれる議会だよりと
して、皆さまの声を反映してまいります。
︿野崎
◆編集・発行責任者

横関

委

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

議 長

31
委

寄附行為の禁止

20
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半 田 貴 大 さん︵北町︶
連載７回目は︑北町在住の
半田さんファミリーを紹介し
ます︒奥様と４人のお子さん
の６人家族です︒
貴大さんは︑３年前に新規
就農で仁木町に移住︑現在は
ミニトマト︑豆類などを栽培
しています︒
仁木の子育て環境はどうで
すか︒

茂︶

18

ぜひ傍聴に来てください

何事にも一生懸命に頑張る
子になってほしいです。

嶋田

次の議会は

中学生まで医療費無料や、
学校給食費の補助は、子ども
が多いので、ありがたいです
ね。
子育てに関して︑町に何か
望むことはありますか︒

︵取材・インタビュー

明るくて仕事に熱心な貴大
さん︒子どもが４人と大家族
で︑仕事に子育てに大変だと
思います︒それを献身的に支
えている奥様の姿を拝見し︑
深い絆で結ばれたすばらしい
家族だと感じました︒
ね﹂との意見をいただきま

した。
また、町に対しての要望

を伺ったところ﹁協議会と

しては特に望むことはあり

ませんが、町民一人ひとり

が安心して暮らせる町づく

りを目指してほしいです﹂

と回答され、私たち議員も

町民の生活を一番に考えな
︵取材・記事 住吉英子︶

36

32

ければならないと改めて思

8

（６月中旬開催予定）

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

まちの
いました。

18

６月定例会
32

15

)

2492

〒
番地１
-北海道余市郡仁木町西町１丁目
０１３５ ( ３)９６３
０１３５ ( ３)９５４
048

TEL

輝く町民さんを紹介！

隣人愛の精神を持って
発行日／平成 年 月 日 年(４回発行
発 行／北海道仁木町議会
編 集／議会広報編集特別委員会
５

ノートなどの文房具を売っ
ているところがあると良いと
思います。一度子どもにノー
トを買いに行かせたことがあ
ったんですが、町の中をいろ
いろ回っても売っていなかっ
たそうです。子どもが家から
自分の足で買い物ができる環
境を整備してほしいです。

議会だより にき
no.114

人
29

絆

