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平成29年度

各会計の決算を認定
各会計の決算を
認定
contents

第４
４回
Town NIKI assembly

平成29年度決算

全ての会計を認定

補正予算 被害施設の修繕等に助成へ

4
5

台風21号の被災農業者へ支援

議会ＨＰは
コチラから
Ｃｈｅｃｋ！

定例会 町政のそこが聞きたい 一般質問
全員協議会

元気いっぱい３人きょうだい！（関連記事14ページ）
絆 議会だより
にき no.112 平成28年11⽉10⽇発⾏

４人の議員が登壇

7

ふるさと納税 返礼品の受付を４月まで休止 13

第 2 子目以降の保育料無料
施設園芸ハウス新設更新に補助

ワインツーリズムの 振興

平成 29 年度
決算を認定

町民にわかりやすく身近な
議会を目指して
本年も議員全員で取り組んでまいります

仁木町議会議員一同

新築住宅建設に 200 万円補助
定例会のあらまし
第４回定例会は、12月19日に開会し、同日閉会しました。
町から、条例改正、補正予算が上程され、全ての議案を可決しました。
また、第３回定例会で委員会付託した、平成29年度各会計決算認定は、委員会審査報告の後、採
決した結果、すべての会計を認定しました。
議会からは、１件の委員会調査報告と議員から４件の意見書を提出し、意見書１件が否決となり
ました。一般質問では、４人の議員が登壇し、町長及び教育長に考えを問いただしました。

3
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2

一般会計補正予算（第３号）

予算総額
・一般会計（９回目の補正）

平成 年度決算

報

告

▼議会活性化特別委員会

全員賛成で可決

◇国保特別会計（第２号）

た︒

を全員賛成で認定しまし

採決の結果︑全ての会計

計の質疑を一括して行い︑

委員長報告の後︑全会

た︒

員長より報告がありまし

査報告について︑佐藤委

各会計決算認定に係る審

に付託した︑平成 年度

委員長・上村副委員長︶

で決算特別委員会︵佐藤

平成 年第３回定例会

決算認定

予約制バスを本格運行しました

佐藤町長の行政報告

全員賛成で可決

する条例の一部改正

▼仁木町職員の給与に関

全員賛成で可決

例の一部改正

ものの給与等に関する条

▼特別職の職員で常勤の

全員賛成で可決

する条例の一部改正

報酬及び費用弁償等に関

▼仁木町議会議員の議員

条例改正

全ての会計を認定

補正予算
◇簡水特別会計（第２号）

仁 木 町 予 約 制 バ ス ︵ 通 称 ニ キ バ ス ︶ に つ い て は 、本
年 月１日から本格運行を開始しています︒運行状況
については︑ 月１日から 月 日までの間で︑利用
者６７１人︑平均乗車人数は 人でした︒
15

◇一般会計 （第３号）

調査報告書︵中間報告︶
ページに掲載

全員賛成で可決
※詳細は︑

台風21号で折れ曲がったハウス

一般会計予算は︑条例
◇ 後期医療特別会計（第２号）

改正に伴う人件費︑余市

一般会計の歳出では、職員研修の状況、地域支援事業の内容
と効果、課税対象となる補助金、北海道農業次世代人材投資事
業の要件、ふるさと納税の周知方法、ワインツーリズムの事業
効果と検証結果、町道整備計画の内容、町道の除排雪状況、防
災行政無線の耐用年数、自主防災組織の設置状況、歳入では、
経常収支比率の動向と今後の対策、税収増に向けた具体的方
策、各種税・徴収金等の滞納状況などについての質疑（確認）
があったが、討論はなく、採決の結果、賛成多数で「認定すべ
きもの」と決定した。
また、特別会計では、簡易水道事業特別会計で、不能欠損の
理由、水道業務に対する交付税算定額などについての質疑（確
認）があったが、討論はなく、採決の結果、全特別会計を賛成
多数で「認定すべきもの」と決定した。
12

12

決算特別委員会審査報告

29

協会病院救急医療体制維

6977万8000円
４万5000円 増

㈱木田農園アマムより︑学校給食用米飯として︑
新米﹁ゆめぴりか﹂を平成 年３月に引き続いて寄
贈していただきました︒
また︑公益社団法人余市地方法人会仁木地区会
及び同法人会青年部会から︑小学１年生に防犯ブ
ザー︑小学６年生に文房具セット等を寄贈いただき
ました︒心温まる善意に︑深く感謝いたします︒

銀山米や防犯ブザー等を寄贈いただきました

岩井教育長の教育行政報告

今年度は、北海道日本ハムファイターズによる市
町村応援大使事業によって︑矢野謙次︵やのけん
じ︶選手と高梨裕稔︵たかなしひろとし︶選手が本
町の応援大使となり︑各種事業を行ってきました︒
応援大使として︑本町をＰＲしていただきましたこ
とに対し︑感謝申し上げます︒
また︑本町の﹁にき果実とやすらぎの里大使﹂で
ある千葉ロッテマリーンズの井口資仁︵いぐちただ
ひと︶監督が︑ゴールデンスピリット賞を受賞し︑
授賞式に出席してきました︒同賞は︑プロ野球選手
の中から︑積極的に社会貢献活動に取り組んでいる
方を顕彰するもので︑井口監督は︑これまでの幅広
い活動が評価され︑選出されました︒心からお祝い
申し上げます︒

大使の各種活動について報告します

10

29

全員賛成で可決

・後期高齢者医療特別会計（２回目の補正）

10

30

号被災

持補助金︑台風
農業者向け対策事業など
による増額補正や︑各種
事業終了による減額補正

・国民健康保険事業特別会計（２回目の補正）

1.8

30

21

が提案され︑審議・採決

・簡易水道事業特別会計（２回目の補正）

の結果︑全員賛成で可決

３億395万8000円
136万5000円 増

しました︒

２億4176万3000円
4093万5000円 増

4
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35億2051万円
456万5000円 減

第４回定例会
12月19日

被害施設の修繕等
に助成へ
補正額

平成３０年

台風21号の被災農業者へ支援

12月19日

国・政府等へ要望

意 見 書
▼認知症施策の推進を求
める意見書
住吉
英子

提出議員

野崎 明廣

日米地位協定に
関する意見書を否決

結果︑賛成３人、反対４
人で否決されました︒

位協定の抜本改定を含む

その他の意見書
▼日米地位協定の抜本改
▼難病医療費助成制度の
茂

﹁米軍基地負担に関する
嶋田

定を求める意見書

提出議員

改善を求める意見書

されました︒政府が日米
●

提言﹂が全会一致で採択

秀教
宮本 幹夫

決
否
－
○

● 欠席 ○
●

上村智恵子
佐藤
賛成議員

水田 正 上村智恵子 横関一雄
林 正一
宮本幹夫

提出議員
賛成議員

地位協定の改定交渉を提

直結する重要な問題として︑

ニキボーのなになに？

野崎明廣

賛成議員

年には推

衛に関する事項であること
米軍基地の負担軽減や日米

内容はコチラから

住吉英子

認知症の方々は年々増
え続け︑平成
この全国知事会の総意を
▼義援金差押禁止法の恒

全員賛成で可決

による訓練の事前情報提
重く受け止め︑抜本改定

起したことは一度もなく︑

ることが見込まれるなど︑
供や︑事件・事故時にお
久化を求める意見書

成

は十分認識しつつも国民の
地位協定の抜本的な見直し

一般質問の詳しい

●

全国知事会では︑米軍

今後における認知症施策
に取り組むことを要望す
英子

ける自治体職員の基地立
住吉

の推進は極めて重要です︒
提出議員

茂

るもので︑審議・採決の
嶋田

賛

全員賛成で可決

賛成議員

入り保障など︑日米地

対
都道府県の知事

生命や財産を守る観点から
等に関する提言を決定した

国民健康保険税の引下げについて

11

議員
上村智恵子

日米地位協定の抜本改定を求める意見書（起立採決） ○

計で７００万人を突破す

社会福祉協議会では認知症予防のための音楽サロンを実施しています

認知症施策に関する課
題は︑医療・介護だけで

討 論
反
全国知事会の提言

国に対して日米地位協定の
ことは︑極めて重いと考え

が︑住民の生活に

見直しを要請したものであ

は︑米軍基地が防

47

はなく︑地域づくりから
生活支援︑教育に至るま
で多岐にわたることから︑
認知症施策を総合的かつ
計画的に推進する基本法
の制定や︑認知症サポー
ターの活用︑ガイドブッ
クの作成等による支援体
制の構築などを要望する
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︒

佐 藤

り︑﹁抜本改定﹂ではない︒ る︒よって同意見書に賛成
よって同意見書に反対する︒ する︒

地域の少子化対策について

※全員賛成の議案は、掲載していません。また、議長は採決には加わりません。
○…賛成、●…反対

住 吉

10

議員
明廣
野崎

6
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認知症対策の充実を！

町政のそこが聞きたい
教育環境整備の推進について
ＩＣＴを活用した学習機会の提供について

9

議員
英子
住吉

佐藤秀教 嶋田 茂

議決結果

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。

37

今後における地域振興の取組について

8

議員
秀教
佐藤

平成30年第４回定例会
賛否の分かれた議案の公表
Ｃｈｅｃｋ！
（第４回定例会）

一般質問とは

認知症施策の
第４回定例会
推進を要望
推進を
要望

平成３０年
第４回定例会の一般質問には、４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。

問
本町における地方
版総合戦略の計画

期間は平成 年度で終了

町長
て地域交通の確保に向け

要課題であり︑沿線自治

町観光協会︑

並行在来線に
そのことを考慮して︑開

化することが懸念される︒

については︑長期

並行在来線の存廃

た取組に努める︒

問

ワイン事業者︑ 体との連携した取組が必
今後の対応は︒

観光農園との連携のもと︑ 要となるが︑取組状況と
地域資源を活かした魅力
ある観光事業の創出に努
ついては︑新
業前５年を目途に決定さ

めるほか︑企業︑金融機
幹線開業時にＪ Ｒから経
れる方向性を前倒しで判

町長

を強化するなど︑後志自
営分離されることになっ

関等への情報提供や交流
動車道を活かした産業・

の連携事業であるが︑多

事業は︑余市町と

ワインツーリズム

５年を目途に方向性や代

会﹂が組織され︑開業前

幹線並行在来線対策協議

道で構成する﹁北海道新

問

同協議会にお
いて︑早期の

ターネット環境が

同システムはイン

探りたい︒

を行い︑様々な可能性を

他の自治体とも調査研究

存廃判断が図られるよう︑

町長

断できないのか︒

ていることから︑平成
市町と北海

少温度差があると思う︒
替となる交通機関を決定

問
今後はどのように連携を

認識のもと︑更に連携を
深めた取組をしていきた
い︒
北海道新幹線開業
に伴う並行在来線

北海道教育委員会
は︑千歳科学技術

本町では
現在︑同

環境整備を考えている︒

放課後などに学習できる

希望する児童・生徒が︑

い︑来年度以降に利用を

いが︑各学校と協議を行

システムを利用していな

教育長

導入や活用の考えは︒

ているが︑本町における

学力向上に役立てるとし

が︑本町には光通信がで

仁木地
区以外

階では難しいと考える︒

となると思うが︑今の段

利用者が多くなれば可能

しいとのことであった︒

利用者が少なく運営が厳

しいという要望をしたが︑

区まで光通信を通してほ

ＮＴＴ 等へ大江・銀山地

てスピードが遅いため︑

しながら︑光通信に比べ

利用は可能である︒しか

ため︑インターネットの

はＡＤＳＬが入っている

企画課長

整備を推進すべきでは︒

を道内市町村に普及させ︑ きない地域もある︒環境

ｅラーニングシステム

大学と連携協定を締結し︑ あれば無料で使用できる

問

き続き︑同協議会を通じ

することとしている︒引

出発点が違っ
たため︑これ

を行ってきた︒目的地点

めることを重視して事業

まではお互いの要素を高

町長

深めるのか︒

年度に沿線

経済の振興に取り組む︒
24

となる︒平成 年度以降

年度以降の次

国は︑平成

の新たな取組は︒

町長
期５か年の総合戦略に向
けた方針を定めている︒
本町においても︑現行の
総合戦略の総仕上げを目
指すとともに︑国の施策
や財政支援等を見極めた
上で︑次期総合戦略の対

自動車道﹁小樽〜

月に北海道横断

応について検討する︒

問
余市間﹂が開通し︑今後
は︑﹁共和〜余市間﹂・
﹁倶知安〜共和間﹂の国

その対応策はどのように
考えているのか︒

今年の夏の記録的
な猛暑で児童・生

けて換気を行っているほ

の存続問題は︑地域の重

済への影響も懸念される︒
問

通量の減少に伴う地域経

一方で既存する国道の交

ることが期待されるが︑

地域経済に大きく貢献す

手される︒完成の暁には︑ は同じであるため︑共通

道５号バイパスが事業着

32

今後検討し環境改善に取り組む

学校にエアコン設置の考えは
町長
教科書の大型化な

問
徒の熱中症が全国的に相

どにより通学用か

ばんが重くなり児童・生
次いだ︒学校における暑

問
徒の大きな負担となって
考えは︒

さ対策とエアコン設置の

各学校に
おいて︑

教室の窓

いる︒現状と対策は︒

教育長
の計画的な持ち帰りや︑

か︑今年度︑全校の普通

や扉を開

主要５教科以外の教科書

教室に設置できる数の業

教育長

を置いて帰ることなど︑

務用扇風機を購入し︑暑

学期末における学習用具

様々な実践をしている︒

さ対策を実施している︒
エアコン設置

今後も︑児童・生徒の登
下校に際し︑身体的な負

に対して国は

高速道路が開通し利便性が高まりました
パソコン、モバイル端末などの電
子機器やインターネットなどのネッ
トワークを利用して行う学習であり、
場所を問わずに学びの機会を広く提
供することができます。平成30年
２月に北海道教育委員会と千歳科学
技術大学が連携協定を締結し、道内
市町村に普及することとしています。

町長

交付金として３分の１の

ｅラーニングシステムとは

町長 国の施策や財政支援を見極め検討する

担を軽減できるよう努め
ていきたい︒

英子 議員

補助をしているが︑どれ
くらいの経費がかかるも
のなのか︑費用対効果は
どれだけあるのかなどを
今後検討し︑動向を見な

ニキボーのなになに？

秀教 議員
住吉

来年度以降の整備を考えている
教育長

佐藤

えいこ

8
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9

がら環境改善に向けて取

学力向上にｅラーニングの活用を

ひでのり
すみよし

15

31

32

り組んでいきたい︒

子どもたちの負担軽減や更なる学力向上を！

12

さとう

次期総合戦略の新たな取組は

問
質
般
一
町政のそこが聞きたい

響で︑学校の統廃

急速な少子化の影
善などに取り組んだ︒今

備︑教職員住宅の環境改

問
問
教職員住宅に空き
があるが︑建物と

して不備があるのか︒

教育長
平成

年

にインフ

ラの長寿命化基本計画が
年頃までに個別施設計

後についても︑これまで
建築年数
画を作らなければならな

合が進み︑地域から学校

もかなり
いこととなっている︒こ

総務省で作成され︑平成

経ち︑配管等の劣化が見
れに基づき︑各小中学校

と同様に教育環境の整備

られるが︑多額のお金を
の計画を作成することに

が姿を消しているが︑銀

教材に不足は生じ
かけて直すのが本当に良
より︑次の大規模修繕に

教育長

ていないのか︒
いのか総合的に考えてい
つながっていくと考えて

に取り組んでいきたい︒

問
毎年度
きたい︒

山小・中学校の児童・生

校の今年

銀山小学

徒の推移と今後の展望は︒

教育長
度の児童数は︑ 名で５
予算編

成時期に︑各学校から要
銀山小学校の校舎

教育次長

み児童数は 名となって
求をしてもらい︑教育委

年後の平成 年度の見込
いる︒また︑銀山中学校
は

年経過してい

員会で査定を行っている︒
そこで優先順位をつけな

るため︑全面的な改修が

問

の今年度の生徒数は 名
で︑平成 年度の見込み
求められるが︑その考え

となり︑協会けんぽの場

協会けんぽ等との格差解

はあるのか︒

がら教材の予算を要求し

る︒銀山地区においては︑ ている状況である︒
櫻ケ丘学園の児童・生徒
が通学していることから︑
今後も一定程度の児童・
生徒数は見込めると考え

基づく教育環境等

第５期総合計画に

ている︒

問
の整備に係るこれまでの

繕やメン

校舎の修

取組と今後の対応は︒

教育長
テナンス︑教材備品の整

次の想定に基づい

消は難しいと考える︒
高すぎる国保税負

合は︑ 万６８００円と
試算される︒
設定条件により負担率

担の問題は︑国と
地方における最重要課題

に差異が生じるが︑試算
結果による２倍程度の差

であり︑本町においても

問

た国保と 協会け

総合的に判断し慎重に検討していく

高すぎる国保税の引下げを
町長

問
代の夫婦２人世帯で︑

んぽの負担額は︒
①
代の夫婦と子ども１

課税所得が２００万円
②

については︑協会けんぽ

基金１

いるため︑まずは同計画
を作り上げることが優先

を進めていると思

小中併置校の研究

課題と考えている︒

問
うが︑学校施設と地域を
総合的に検討し︑次期総
合計画に盛り込む必要が

校を含む

小中併置

あると考えるが︒

教育長

小中一貫教育については︑
これから検討していく段
階で︑検討の結果を踏ま
えて︑次期総合計画の基
本方針を定め︑各施策を

できる限り加入者

町長には引き続き︑

盛り込んでいきたい︒

問

負担の少ない制度設計を

億円と
いうのは︑ある程度余裕

国に対して要望してほし

ほけん課長

があり︑国保加入者へ還

いと考える︒

国保税を引き下げる必要

元すべきであると考える

の保険料は︑事業主と被

本町の国保税

が︑本年度実施した引下

があると考える︒

ものと考えられ︑各保険

年

げは︑毎年１０００万円

は︑過去

で最低の税率となってい

の基金の取崩しを前提と

言うべきことは言ってい

した時点で︑改めて将来

国等に対して

私としても︑
る︒今後１年間の国保財

していることから︑来年

きたいと考えている︒

町長
政の状況等を総合的に判

度における基金の残高や

町長

保険者が折半で負担して
国保の場合︑

の制度設計の違いにある

①のケースは︑ いることが影響している

人の世帯で︑課税所得が
３００万円

町長
万４４００円とな
万５３００円と試

国保と協会けんぽ

断し︑慎重に検討してい

北海道から示される平成

の差を解消すべき

り︑協会けんぽの場合は︑ ものと認識している︒
年間
算される︒

問

きたいと考えている︒

年度の納付金額が確定
本町の国保財政調

見込み等を踏まえ︑本町

10
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25

企業に勤めている方が勤務先を通じ
て加入する社会保険の一種で、企業が
健康保険組合を組織していない場合は、
保険の引受者が協会けんぽとなります。
ケースによりますが、協会けんぽ等
の社会保険の場合、労働者と事業主で
保険料を折半するため、国民健康保険
よりも負担額が低くなります。

②のケースは︑国保の

国保は︑

整基金は︑１億円

国保の持続可能性を担保

問

を超えているため︑十分

した上で︑平成

所得水
準が低い加入者が多いと

余裕があると考える︒次

いと考えている︒

年度の

いったような制度上変え

引下げについて検討した

ほけん課長

では︒

10
年度の引下げを検討でき
なる国費投入がなければ︑ ないのか︒

協会けんぽとは

教育長 次期総合計画に基本方針を定める

場合︑年間 万４００円
36

32

ニキボーのなになに？

明廣 議員

年間

19

られない問題があり︑更

32

野崎
上村智恵子 議員

40

生徒数は 名となってい

31

あきひろ

40

30

28

13

銀山小学校の老朽化への対応を！

32
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11

32

のざき

学校施設と地域の総合的な検討を

質

うえむら ちえこ

国保税の相談は町ほけん課国保医療係へ

20 35

19 35

問
般
一
町政のそこが聞きたい

年 月

日に招

月

30年１月１日から施行。

民に対し宣言するものであり、同条例の制定に
向けて、調査・研究を行っていく。

日に全員協議会を開催し︑

議会基本条例とは、自治に基づく地方議会の

運営の原則を定めた条例で、議会のあり方を住

議会基本条例は制定に向け調査中

平成
集された平成 年第４回
定例会において︑議会活
性化特別委員会調査報告
書︵中間報告︶が上村委
員長から報告されました︒
内容については︑﹁政
治倫理条例の制定につい
て﹂や﹁議会基本条例の
制定について﹂などの４
項目における調査結果を
報告し︑今後も継続して
議会活性化に向けて調
査・研究していくことを
明言しました︒
年８月

なお︑議会基本条例に
ついては︑平成
の改選までに制定するこ
とを目指し︑現在︑調
査・研究を行っています︒
調査報告の詳細につい

年

ては︑以下のとおりです︒

平成

平成29年第４回定例会において、委員会発
委として条例案を提出し可決・制定され、平成

おいても、導入することを決定した。

か︒
ホクレンのお米や︑

該当しないものはあるの

本町でも地場産品に

導を受けていきたい︒

引き続き︑振興局等の指

確定のものもあるため︑

考えている︒しかし︑未

るもの以外は︑難しいと

間違いなく仁木町産であ

て、調査・研究を行っていく。

外でできたものを仕入れ

としては︑小売業者が町

らないと言われている例

われているが︑原材料の

たものが該当しないと言

町外の工場で製品となっ

ジュース等の加工品など︑

が付くメニューがあるなど、⾷べる楽しさで

れ、﹁ クリスマス献⽴﹂としてチョコケーキ

た。また、

ど、季節感のある献⽴づくりがされていまし

ニュ ーにかぼちゃを使った団⼦汁があるな

12
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ぎかいトピックス
● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

渡島管内福島町議会議員が来訪

⽇、渡島管内福島町議会議員︵溝部

議会活性化について
意見交換
⽉

議⻑外７名︶が来訪し、本町で実施を予定し
ている議員選出監査委員の廃⽌について、研
修視察が⾏われました。
研修視察には、議会活性化特別委員会委員
も同席し、議員選出監査委員の廃⽌について
の概要や廃⽌に⾄った経過などを説明した後、
意⾒交換を⾏いました。
意⾒交換では、福島町議会と本町議会にお
ける監査委員の現状を⽐較しつつ、様々な観
点からお話をすることができました。
また、福島町議会は、全国でも有数の議会
改⾰先進地であ
ることから、本
町議会が制定を
⽬指している議
会基本条例の運
⽤⽅法等につい
ても、お話を聞
くことができ、
⼤変参考となる
有意義な研修と
なりました。

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

学校給食試食会を実施

⽇に佐藤町⻑、林副町⻑、岩井教育

季節感のある献立
で食育推進
⽉

⻑、原⽥代表監査委員を招き、学校給⾷試⾷
会を実施しました。この試⾷会は、学校給⾷
の献⽴と調理の状況及び⾷味把握のため、平
年より毎年実施しているものです。

てそのまま提供すること

産地が仁木町産とはっき

⾷育の充実を図ること

成

や製造業者は町内にある

り言えるものについては︑

も⼤切だと感じました。

当⽇は、冬⾄が間近であったことから、メ

が製品を作っている工場

余地があると聞いている︒

⽉の献⽴表が資料として配布さ

は町外にある場合など︑

地場産品に当てはま

場産品以外となるのか︒

どのような場合に地

質疑あれこれ

﹁ふるさと納税に関する件﹂について︑説明を
受けました︒

本町のふるさと納税特
年度から取組を開

産品贈呈事業については︑
平成
始し︑返礼品を納付額の
４割程度としてきました
が︑総務省から︑平成
年 月１日時点で返礼品
が納付額の３割を超える
ものや地場産品以外のも
のについて︑見直しを
行っていない自治体を制
度の対象外とする旨の強
い指導がありました︒
これを受け︑対応を協
議した結果︑年度途中で
返礼品の価格を下げるこ
とや返礼品に対する寄付
額を変更することは︑協
力事業者の経費負担増な
どが懸念され︑さらに︑
地場産品以外の解釈を厳
しくするとの通達があり︑
やむを得ず 月１日以降
の年度内の受付を休止し︑

12
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13

新年度から再開すること
としました︒

ー
会メニュ
煮・牛乳
給食試食 だらザンギ・旨
真
・
汁
子
ぼちゃ団 1㌔カロリー）
ご飯・か
（83

議会改革に関してたくさんのご意見をいただきました
おいしくいただきました

約作業を行っていることから、本町議会広報に
文化することにより、継続的な開催が可能とな
ることから、同条例の制定に向けた協議と併せ

28

19

制定に向け継続協議中である議会基本条例に

11

12

18

議会広報先進地では、質問者自らが記事の要
おいて「議会報告会の開催」に関する規定を明

再開までに寄付額増に向け検討を！（人気返礼品のさくらんぼ）

31

議会広報における一般質問の要約について
議会報告会について

19

30

10

議会基本条例の制定について
政治倫理条例の制定について
Ｑ

Ａ

Ｑ

Ａ

26

30

議会活性化の取組
議会活性化の取組
を更に推進
を更に推進
４月まで休止

30

27

11

議会活性化
特別委員会

返礼品の受付を
の受付を
全員協議会 返礼品

12

30

11

議会活性化特別委員会調査報告書（中間報告）
ふるさと納税

地産地消ができる食堂を
さん︵北町︶

お子さんに対してメッセージを！

ました。 仁⽊町にも、 仁⽊町産の農作
物を使った地産地消ができる⾷堂があ
ればいいなと思います。

富本 哲也
連載 回目は︑北町在住の富本さん
ファミリーを紹介します︒奥様と３人
のお子さんの５人家族です︒
哲也さんは︑新おたる農業協同組合
に勤務され︑奥様は余市町でパートを
されています︒
優 し く、 愛 情 を も っ て 周 り の 友 達 と
助け合い成⻑してね。 そして、 やりた
い こ と に 向 か っ て、 思 い っ き り 挑 戦 し
てください。

大正琴みすず会の皆さん

町内で活動する大正琴みすず会の皆さんを紹

大正琴みすず会は︑大正琴を通して音楽性豊

介します︒

かな生活と会員相互の親睦を目的として平成２

年に設立され︑現在では毎月第１・２・３水曜

日に練習を行いながら︑町文化祭への出演や施

会員数は年々減少し︑﹁興味のある方はいつ

設慰問など︑積極的に活動をされています︒

でも練習に来てほしい﹂と語るみすず会の皆さ

町⽂化祭にも毎年出演しています

秀教

区内の方にお
議員は︑選挙
で
ことは︑法律
金や物を贈る
ます︒
禁止されてい
が求めてもい
また︑有権者
けません︒
いします︒
ご理解をお願

止
寄付行為の禁

︵取材・記事

えていかなければならないと感じました︒

一雄

英子

員 佐藤

明廣

佐藤秀教︶

育む集いの場の創出などについて︑今後も更に考

共施設のバリアフリー化や︑高齢者の生きがいを

﹁１年でも長く続けていきたい﹂と回答され︑公

最後に︑今後の取組や目標を伺ったところ︑

いても気にされていました︒

が成り立つのか心配﹂と述べられ︑町の財政につ

用料が下がり︑大変助かっていますが︑逆に運営

手すりをつけてくれるとありがたいです﹂との意
見をいただきました︒また︑﹁町民センターの使

方が多いので︑町民センターステージ裏の階段に

ん︒町に対する要望を伺ったところ︑﹁高齢の

（３月上旬開催予定）

仁木の子育て環境はどうですか︒
夫婦ともに実家が余市町にあるの
で、 地 元 に 戻 ろ う か 悩 み ま し た が、 中
学⽣まで医療費無料となったこともあ
り、 仁 ⽊ 町 に 永 住 す る こ と を 決 め ま し
た。 過去に⼦どもが⼊院や⼿術をした
ことがあるので⼤変助かっています。

子どもの生活のことで望むものは
ありますか︒

３人のお子さんはとても元気︒取材
の際も仲良くじゃれあっていました︒
また︑哲也さんは︑学校の先生方が
熱心に勉強を教えてくれてありがたい
とも述べていました︒仁木町の宝であ
る子どもたちを育ててくれる先生方に
感謝し︑子育て施策だけでなく︑子ど
もに対する教育の充実も更に図ってい
く必要があると感じました︒
︵取材・インタビュー 嶋田 茂︶

長 横関

◆編集・発行責任者

議

委員長 住吉

茂

◆議会広報編集特別委員会

嶋田
委

員 野崎

副委員長

委

FAX

ぜひ傍聴に来てください
)

32

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

2492

⼭ 村 開 発 セ ン タ ーの ⾃ 由 開 放 が 少 な
い の で、 ⾃ 由 に 使 え る 時 間 が 増 え て く
れると嬉しいです。

２

人

まちの
元気に楽しくいつまでも

３月
定例会
７

町に対して何か望むことはありま
すか︒
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仁⽊町の農作物は何をとってもおい
し い の に、 そ れ を 飲 ⾷ す る 場 所 が 少 な
いと思います。 以前仕事で⼈⼝が同規
模 の 町 の 福 祉 施 設 を 訪 問 し た の で す が、
そこには⾷堂があ
り、 お昼頃になる
と施設の職員のみ
ならず役場職員や
近くで働いている
⽅など、 ⼀般の⽅
も気軽に⽴ち寄っ
て昼⾷をとってい

議会だより にき

no.121

輝く町民さんを紹介！

次の議会は
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