果実とやすらぎの里・北海道仁木町

令和２年11⽉12⽇発⾏

議会だより

第 129 号

き
に

令和元年度決算

ふるさと納税 ２億円
２億円増収
増収
contents

決算特別委員会 令和元年度決算を徹底審査

4

第３
３回 予防接種に全額助成
定例会 町政のそこが聞きたい 一般質問

6

Town NIKI assembly

議会ＨＰは
コチラから
Ｃｈｅｃｋ！

絆

全員協議会

いらっしゃいませ！！（関連記事20ページ）

滞在施設を建設

5 人の議員が登壇

9
16

２億円 増収

令和元年度

決算特別委員会
9月24日・
10月12日～14日

総務費 7億378万1000円

教育費 2億5348万7000円

庁舎管理や地域振興などに要したお金

消防費

12

2億111万9000円

支出

消防の運営や防災無線の管理
などに要したお金

土木費

（歳出）

3億5183万円

民生費

7億8010万6000円

高齢者・障がい者福祉や保育園、
児童手当などに要したお金

道路整備や除雪などに要したお金

4億2978万2000円

予防接種、健診、ごみ処理
などに要したお金

10
12

商工会・観光協会への補助金や各
種イベント開催などに要したお金

2億3106万8000円

農業振興や、ワインツーリズムなどに要した
お金

一般会計 支出（歳出）合計

36億3937万2000円
令和元年度各会計収支（歳入・歳出）一覧
会
一

般

計

名
会

収入（歳入）

９

日に﹁令和元年度各

農林水産業費

1億7400万2000円

月

14

商工費

月 日から決算書等の説明や質疑を

衛生費

２

日に閉会しました︒

月下旬開催予定の令和 年第４回定例会に提出します︒

学校の運営や教材購入、町民セ
ンタ−の管理などに要したお金

24

年第３回定例会において︑令和元年度一般会計︑国保・簡水・後期高齢者医療の各特別会計決算

議会運営に要したお金

令和

議会費 5286万9000円

認定が提案されました︒

町の借金（町債）の返済に充てたお金

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︑

返済金（公債費）4億6062万9000円

会計決算特別委員会﹂を設置し︑正副委員長の互選を行いました︒

69万9000円

町の貯金（基金）に積み立てたお金

行った後︑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︑

諸支出金等

なお︑委員会の審査報告書は︑

返 礼品
礼 品 １位
１位は
はお米の
の定
定期配
配送
送

２

※カッコ内は前年度比
支出（歳出）

差

引

特別会計

計

36億7131万4000円【10.7％増】

国民健康保険事業

1億9894万9000円【20.4％減】

1億9880万4000円【20.4％減】

14万5000円

簡易水道事業

3億5313万3000円【19.0％増】

3億5239万9000円【19.7％増】

73万4000円

後期高齢者医療

7291万9000円 【1.2％増】

7279万7000円 【1.0％増】

12万2000円

36億3937万2000円【11.0％増】 3194万2000円

令和元年度決算認定は、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（第130号）の議会
だよりでお知らせします。

議会だより にき no.129
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令和元年度

決算 ふるさと納税
{

地方譲与税 3976万6000円

町税

3億3873万4000円

ガソリン税など特定の税収の一部を国が町に譲与したお金

住民税、固定資産税、軽自動車税などにより得たお金

その他の交付金 9053万3000円

繰越金 3570万4000円

消費税など税収の一部を国が町に交付したお金

平成 30 年度決算で繰り越されたお金

寄附金

借入金（町債）
2億4898万4000円

2億4705万4000円

ふるさと納税等で寄附されたお金

使用料及び手数料
7165万8000円

国などから借りたお金

道支出金
2億1202万3000円
道からの補助金や委託
金などにより得たお金

自主
財源

依

国庫支出金
3億6988万1000円
国からの補助金など使い
道が特定されているお金

{

収入

存

町民センターなどにおける施
設使用料や各種証明発行手数
料などにより得たお金

（歳入）
財

諸収入 7288万3000円
建物等の保険還付金などによ
り得たお金

その他の収入
1億8525万6000円
土地貸付などによる財産収入
や基金からの繰り入れなどに
より得たお金

源
地方交付税
17億5883万8000円
自治体間の格差を無くすため、国
から交付されたお金

一般会計 収入（歳入）合計

36億7131万4000円
◆借入金（地方債）残高の推移〈一般会計〉

◆貯金（基金）残高の推移〈一般会計〉

平成29年度

３８億７７３３万円

平成29年度

１８億５８８１万円

平成30年度

３６億９１６５万円

平成30年度

１７億８３８５万円

令和元年度

３５億６３４万円

令和元年度

１７億６０３５万円

令和元年度は、町の借金が前年度比１億8531万円
の減となりました。

3
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次ペ
次
ページ
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町の貯金（基金）は平成29年度から２年連続で減
少、令和元年度は前年度比2350万円の減となりま
した。

ゴミ処理場管 理 経 費

徹底審査

埋 め 立 て可能年数は

平成

年度
年３月

予約制バス運行事業

ニキバスの運

行費用は︑中

高齢者福祉施設管理運営経費

集客のための取組は

いきいき

毎月

利

日を

用者増への取

組内容は︒

福祉あんしん係長

半額の日とし︑それと

は別に年１回無料の日

を設けている︒

また︑利用者数は町

内５５４６人︑町外３

０８５ 人で︑前年度よ

りも増加している︒

ワインツーリズム振興事業

ワインツーリズムの成果は

令和元年度で

事業を終了し

ているが︑結果をどう

ワインに関す

受け止めているのか︒

副町長

る専門的な人材育成の

必要性等課題も見えて

きた︒この経験からも

一定の効果があったも

のと捉えている︒

4
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88

29

央バス運行時と比較し
中央バス運

て減ったのか︒
企画課主幹

行時は︑１３００万円
程度の支出があった︒
運行に限ると︑ニキバ
スは６７０万円程度の
支出であるため費用は
下がっている︒

有害鳥獣駆除対策経費

民生費

商工費

中央バス運行時との比較は

総務費
農林水産費

増えているシカの対策は
増加傾向にあ
るシカ被害の
猟友会に駆

今後の対策は︒
産業課長

除をお願いしているほ
か︑ 町 が 所 有 し て い
る電気柵 基の貸出を
行っている︒購入補助

佐 藤

麿

現在のごみ埋

立処理場はあ

環境衛生係主任

の調査で令和

今後︑令和２年度に

については︑５件の交
付実績がある︒

お風呂のほか、集会室の利用も可能です

令和元年は389人の方が参加されました

門 脇
野 崎

委員会での質問数

日までは埋立可能と

9

再度調査を実施する予
定である︒

25

上 村

の結果が出ている︒

31

ニーズに応じたルート拡大もされています
くくりワナも効果があります

ここでは、各会計決算特別委員会で
行われた質疑や各委員からの提言を
要約してお知らせします。
と何年使えるのか︒

ペットボトルはきれいに洗って資源ゴミに！

132 項目
30

令和元年度決算
衛生費

ふるさと納税 特 産 品 贈 呈 事 業

町立学校整備促進審議会運営経費

教育基本方針

教育基本方針策定の進捗状況は

教育費

各会計決算審査意見書︵抜粋︶

厳しい社会情勢の中で︑

については︑景気低迷の

入の要である町税の確保

一般会計において︑歳

を求め︑滞納者の一掃に

頼を回復し︑制度の理解

な説明を地道に行い︑信

てしまった︒今後も丁寧

加入者に不信感を持たせ

常に将来を見据えた
健全な財政運営を

滞納状況が大幅に改善し

努めていただきたい︒

策定の今後の

ていきている︒今後も適

教育次長

予定は︒

見交換やアンケートを

切な徴収対策を講じ︑滞

町民との意

とおし︑理解が不足し

あった︒今後︑公共施設

財政調整基金で︑約１億

の老朽化に伴う修繕費等

２千万円の取り崩しが

歳入については︑ふる

納解消に努めていただき

さと納税寄附金が前年比

ある中で︑新型コロナウ

が増額していく可能性も

新たな財源が確保できた

イルス感染症の影響等に

来を見据えた健全な財政

より地方交付税の減額も

運営を目指し︑予算執行

ことは︑町長をはじめ担

を表する︒今後も︑本町

当職員のふるさと納税増

の特性を活かした新たな

昨今の国内情勢が不安

に努めていただきたい︒

予想されるため︑常に将

発想を生み出し︑寄附金

る町を目指し︑町職員が

安全で安心して生活でき

定な中︑全ての町民が︑

歳出では︑請求書の取

一丸となり︑それぞれの

ポテンシャルを最大限に

り扱いについて︑財務規

発揮し︑より良いまちづ

則の改正も視野に入れた

たい︒

の増収に努めていただき

収への取組に対し︑敬意

約２億円の増収により︑

たい︒

また︑基金については︑

ていることが判明した︒
今後︑改めて説明する
場を設けていきたいと
考えている︒

は︒
ほけん課長

調査・研究が必要である

収入未済額が大幅に減少

監査委員 今井

監査委員 原田

聡裕

修

要望したい︒

くりが進められることを

と考えられる︒

ほどで使いきってしま

している中で︑課税誤り

国保会計については︑

う予定である︒

算すると︑この先４年

令和３年度ベースで試

うために使用しており︑

不足分を補

０万円あるが︑必要性

約１億３００

国保の基金は

基金は町民へ還元すべき

国民健康保険財政調整基金
国保特会

申込サイト選定方法は
本町のふるさ

と納税はどの

ような申込サイトに掲
サイトに

載しているのか︒
商工観光振興係長

広域連合へ

らも全額徴収に向けて

く減っている︒これか

収入未済額は近年大き

の委託等の効果もあり︑

財政課長

をやってほしい︒

的措置などやれること

関わらず︑法

金額の大小に

各種収入未済への対応は

収入未済額に 関 す る 調 査

に掲載している︒

と連携が取れるサイト

務を委託している会社

掲載しており︑配送業

11

努力していく︒

の発生により多くの国保

第３回定
定例会
例会審議内容

次ページ
次ペ
ジは
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5

野 崎
宮 本

佐 藤
木 村

返礼品の一番人気はお米でした
未済案件は一部広域連合へ委託しています

意見交換は銀山・仁木の２地区で開催されました
特定健診は将来の医療費の抑制につながります

商工費

入

歳

定例会のあらまし

第３回定例会

インフルエンザワクチン
９月24日

今年は新型コロナウイルス感染症の流行もあり、接種することが望ましいと言われています

増額補正や︑うまいもん

接種の助成費等による

てのインフルエンザ予防

ルス感染症対策事業とし

購入費︑新型コロナウイ

わせて接種開始時期も一

ろうとの返答があり︑合

ワクチンが確保できるだ

くても

会に確認したところ︑遅

ほけん課参事

月１日

囲内でのミニマムスター

トで実施するという考え

はなかったのか︒

Ａｆｔｅｒ コロ

あると自信をもって答え

させてもらっている︒

6
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副町長

ナ期においては︑収益性

を確保できるという試算

の中で︑最低限今のキャ

パシティーが良いのでは

拠をもって提案してい

ないかという数字的な根

インフルエン

質疑あれこれ

予防接種に全額助成
補正予算
◇一般会計 ︵第４号︶

また︑付随的な地域へ

る︒

は全額助成とのことだ

の貢献度を考えると︑基

ザの予防接種
促進住宅補助事業や︑庁

が︑接種開始時期と在庫

一般会計予算は︑定住
舎・職員住宅の維持修繕

金を使うことで︑マイナ

じゃ祭りの中止によるイ

部医療機関では

スよりもプラスの効果が

確保の目途は︒

ベント補助金等の減額補

から可能であると伺って

・国民健康保険事業特別会計（３回目の補正）

してのトレーラーハウス

正が提案され︑審議・採

いる︒

トレーラーハ

ウスの購入は︑

・一般会計（６回目の補正）

月１日までには

決の結果︑全員賛成で可
決しました︒
※トレーラーハウス 関連記事
ページに掲載

ふるさと振興基金１８０

０万円を使用せずに︑軌

・

10
◇国保特別会計 ︵第３号︶

2億1813万円

62万4000円 増

42億6551万2000円

1億1190万円 増

予算総額

補正額

余市医師

費︑滞在施設整備事業と

上 村

10

麿

道に乗るまでは補助金範

17

全員賛成で可決

16

令和２年
第３回定例会は、９⽉24⽇に開会し、同⽇閉会しました。
町から、決算認定、補正予算、条例制定、事務委託、規約変更が上程され、
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、令和元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。
議員からは、意⾒書が提出され全て可決しました。また、⼀般質問では、５
⼈の議員が登壇し、町⻑に考えを問いただしました。

計画は総合的かつ計画的
な町政運営の指針を示す

報

告

令和 年度決算に基づ

決算認定
特別委員会を設置し
閉会中に審査

検討は行いません

佐藤町長の行政報告

核のゴミ

岩井教育長の教育行政報告

ＧＩＧＡスクール構想に伴う
学校での教育環境の整備

第３回定
定例会
例会審議内容・一般
般質問

ものであり︑町民にまち
づくりの長期的な展望

後志管内の⼀部町村において⽂献調査の応募に
向けた動きがありますが︑本町においては平成
年７⽉ ⽇に経産省が公表した﹁ ⾼レベル放射性
廃棄物の最終処分に関する化学的特性マップ﹂に
おいて︑町内全域が﹁ 地層処分に好ましくない特
性があると推定される地域﹂とされていることな
どから︑従前より⽂献調査を含め︑最終処分場に
関する検討は⾏わないこととしており︑今後も同
じ考え⽅で対応していくこととしております︒

29

ワインツーリズム循環バス事業については︑９
⽉ ⽇から ⽉１⽇までの⼟・⽇・祝の ⽇間で
無料循環バスを運⾏することといたしました︒
また︑地域産業経済復興⽀援事業として実施し
た﹁ 仁⽊のくだもの・ワイン応援券﹂は８⽉ ⽇
で申請受付を終了し︑対象世帯数の約 ％にあた
る１３６９件の申込みがありました︒

商工観光事業の実施

28

条例制定
仁木町総合計画策定条

保 険 事 業・ 簡 易 水 道 事

く健全化判断比率及び資

健全化判断比率のうち

業・後期高齢者医療︶の

を示すものであることか

総合計画の策定に向けて
実質公債費比率は︑前年

決算認定は︑特別委員会

例の制定が提案され︑審

令和元年度一般会計及

制定の背景としては︑
作業を進めており︑今後
度比０・５㌽増︑将来負

を設置して付託し、閉会

金不足比率の報告があり

総合計画の策定について
も︑総合的かつ計画的な
担比率は前年度比０・６

中に審査することに決定

ら︑策定すべきという認

は︑これまで基本構想を
町政運営を行うために︑

㌽増となり︑早期健全化

しました︒

議・採決の結果︑全員賛

議会の議決を経て定める
その目指すべきまちづく

基準を下回り︑依然とし

び３特別会計︵国民健康

ことが義務付けられてい
りの将来像や基本理念を

ました︒

年の地

て健全な水準を保ってい

決算特別委員会
茂

平成29年度 平成30年度 令和元年度
0.7
5.3
5.9

次ページ
次ペ
ジは

識のもと︑現在も第６期

ましたが︑平成
定めることとし︑最上位

ますが︑両比率とも数値

委員長 嶋田

明廣

・将来財政を圧迫する可能性を示すものです。

15

成で可決しました︒

方自治法の改正により︑
計画としての位置づけや

副委員長 野崎

◆将来負担比率（早期健全化基準350.0）

16

▼令和元年度各会計

基本構想の策定義務が無

が上がっていることを認

平成29年度 平成30年度 令和元年度
−
−
−

必要性を明確にするため

・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。

くなり︑計画策定は各自

◆連結実質赤字比率（早期健全化基準20.0）

識し︑今後の動向に注視

※黒字のため、算定されません。

に︑本条例を制定するも

※ 議長を除く︑８名の委員によ

平成29年度 平成30年度 令和元年度
9.4
9.4
9.9

11

元

平成29年度 平成30年度 令和元年度
−
−
−

治体の判断に委ねられま

・財政運営の深刻度を示すものです。

していくことが重要です︒

◆実質赤字比率（早期健全化基準15.0）

のです︒

・資金繰りの危険度を示すものです。

77
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7

19

学校における⾼速通信環境と児童⽣徒１⼈１台
タブレット等の端末を整備するＧＩＧＡスクール
構想については︑全ての学校で ー が利⽤可能
で︑タブレット端末も全ての児童⽣徒分の納品が
完了し︑あとは詳細な確認作業を残すのみとなっ
ています︒

Wi

り構成

◆実質公債費比率（早期健全化基準25.0）

※ 関連記事２〜５ページに掲載
※黒字のため、算定されません。

した︒
本町においては︑総合
第 6 期は令和 3 年度からの 10 年間の計画となります

23

財政運営に必要な
第３回定例会
９月２４日
地方交付税の確保を要望
地方交付税の確保を
要望

国・政府等へ要望

方交付税等の一般財源の
激減が避けがたくなって

▼新型コロナウイルス感

地方創生など喫緊の財政

福祉・医療︑防災・減災︑

新型コロナウイルス感

結果︑全員賛成で可決し

るもので︑審議・採決の

路の整備等に関する意見

▼国土強靭化に資する道

必要であり︑そのために

動との両立を図ることが

を継続しながら︑経済活

その他の議案

▼戸籍に係る電子情報処

理組織の事務の委託につ

いて︵２件︶

全員賛成で可決

▼北海道町村議会議員公

書

は高規格幹線道路ネット

変更するための協議につ

佐藤 秀教

可欠であることから︑復

いて

提出議員

興における道路の重要性

務災害補償等組合規約を
北海道は︑国内外より

を踏まえ︑より一層の道

ワークの早期形成等が不

訪れる観光客の増加が続

路整備の推進や管理の充

▼北海道市町村職員退職

門脇 吉春

いていたが︑新型コロナ

実・強化を要望するもの

手当組合規約を変更する

賛成議員

ウイルス感染症拡大の影

で︑審議・採決の結果︑

ための協議について

全員賛成で可決

全員賛成で可決

響により︑経済に大きな

全員賛成で可決し関係機

関に提出しました︒

打撃を受けている︒
今後は感染抑制の取組

▼北海道市町村総合事務

組合規約を変更するため

の協議について

全員賛成で可決

8

令和２年11⽉12⽇発⾏

議会だより にき no.129

道路整備の推進や
管理の充実を要望

染症の影響に伴う地方財

需要への対応や︑感染症

いる中で︑地方自治体は︑

政の急激な悪化に対し地

しい状況になることが予

対策にも迫られ︑今後の
茂

想されるため︑その財源

方税財源の確保を求める
嶋田

章生

地方財政はかつてない厳
提出議員

木村

染症の拡大は︑甚大な経

関係機関に提出しました︒

を確保することを要望す

賛成議員

意見書

意 見 書

多くの方からマスク等の寄附をいただきました

済的・社会的影響をもた
らしており︑地方税・地

高規格道路の工事は本町でも着々と進んでいます

令和２年

地方交付税等の一般財源総額確保を！

町政のそこが聞きたい

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。

さとう

ひでのり

佐藤

秀教

議員

新型コロナウイルス感染症と今後の取組

のざき

あきひろ

野崎

明廣

議員

10

11

水路の維持計画を

かどわき よしはる

門脇

吉春

議員

12

今後の防災対策

うえむら ちえこ

上村智恵子

議員

13

豪雨災害への対策

しまだ

しげる

嶋田

茂

議員

14

総合戦略における産業施策
一般質問の詳しい
内容はコチラから
Ｃｈｅｃｋ！

ニキボーのなになに？

（第３回定例会）

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。

9
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佐藤議員・野
野崎議員

新型コロナウイル
今後も農業労
働力の安定的

問

地方交付税が削減

されることも懸念

されているが︑削減につ

町長
な確保に向け︑国や北海

いて︑町長の見解は︒

ス感染症の収束が

見通せない状況から︑早

道の支援制度の活用を支

問
い段階で経済・産業への

方交付税は削

各自治体の地

援するとともに︑農業者
等との連携を一層深め︑

町長

減されるものと見込んで

ても︑今から整えていか

いる︒どんな状況になっ
コロナ禍による日

なければならないと認識

て︑ 地方交付税や一般

住宅補助を引き続き展開

いく︒

し︑まちづくりを進めて

本経済の疲弊は深

先を見据えた具体的な検

光ファイバ整備により情

財源の確保を国へ求めて

農業経営への影響

し︑より多くの人材・人

10
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影響を見通した施策の展
開が必要と考えるが︑

持続的な発展が図られる

問

よう取組を強化する︒

①町政執行に係る基本的
な財政運営について
②人口減少︑少子高齢化
対策について
それぞれ︑町長の見解は︒

刻さを増している︒持続
限られた財源

討を要すると考えるが︑

①については︑ 可能な町政運営のため︑

でどのような行政サービ

町長の見解は︒

町長

スを行うのか︑事業の

コロナ禍によ
り︑全国自治

報格差の解消を図り︑関

いく︒また︑今後の財源

も深刻化している

口確保と財源確保に向け

地方公共団体の財源の不均衡を調整し、すべての地
方公共団体が一定の水準を維持しうるよう財源を保障
する見地から、国税として国が代わって徴収し、一定
の合理的な基準によって再分配するものです。

町内の直売所も工夫しながら感染対策を実施していました

地方交付税とは

製氷トレイを活用した試食の様子

﹁選択と集中﹂を徹底し︑
財政規模に見合った持続

町長

体の ％が︑財政悪化を

可能な運営に努める︒
②については︑第２期

見込んでおり︑北海道で

係人口の創出・拡大に取

確保については︑ふるさ

が︑農業を中心とした地

て取り組む︒

と納税の活用や定住促進

場産業への支援は︒

問

り組む︒

続的に推進するとともに︑ も知事会や町村会を通じ

総合戦略による事業を継

88

さとう

ひでのり

佐藤

秀教 議員

町政執行に係る基本的な財政運営は

問
質
般
一

町長 財政規模に見合った運営に努める

ニキボーのなになに？

町政のそこが聞きたい

・５％から

北海道道の負担率
が

しており︑事業実施年度

金は ・８％を町が補助

５年間にわたる事業賦課

に町が支援するために︑

また︑町からの補助率

農業に対する基本構想や

られると考えるが︑水稲

当たりの規模拡大が求め

うことを意識して営農し

投資すれば良いのかとい

力があるのか︑どこまで

その中で︑足りない部

いがある︒

ていただきたいという思

今後の水田農

いと考えている︒

支援︑協力をしていきた

業については︑ 分については︑町として

年後の将来像を

ば良いのか︑どこまで体

門脇議員・上
上村議員

対策は︒

町長
５ 年︑

ればならないが︑基本的

は ％であるが︑同じく︑ 見据えて対策を打たなけ
町の補助や支援は考えら

には農家自身が経営者と

村の負担が軽減されるべ

７・５％に圧縮してきた︒ 負担が増えた分で︑市町

町独自の支援等を講じ︑

きだったところを︑余市

は町が１００％補助をし

一定の軽減はされてい

に関して決まり等の基準

して︑どこまで整備すれ

れないのか︒
また︑町の補助率は決
まりがあるのか︒

さらに︑今年度からは負

川土地改良区からの要請

ることからも︑今の割合

はない︒
えている︒
今後︑５年︑ 年

先には水稲農業者
の減少がさらに加速する

問

を継続していきたいと考

19
水・排水路の改善

未整備の支線用

10

農家負担にさらなる支援を

頭首工改修事業の
長期化に対する町
％へと３・５％増えた

きないのか︒
事業実

担率を６・３％にするな

ていることから︑現状が

施年度

ど︑一層の負担軽減に努

に基づき︑農業者の負担

産業課長

めている︒

適当と考えている︒

北海道の

本来は︑

てを受益者への支援にで

が︑その３・５％分の全

問

町長 今年度から負担軽減に努めている
問

負担率は︑事

本事業の農家

の補助や︑支援の上乗せ
は︒

町長
・５％であるが︑
副町長

24

軽減がなされた︒

業費の

27

可能性がある中で︑一戸

問

10
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11

31

事業に対する受益者負担

改修が予定されている銀山頭首工

12

明廣 議員
野崎

あきひろ

のざき

吉春 議員
門脇

問
本年第１回定例
会の一般質問で︑

町長
これらの物資
については︑

した町民に対し︑避難所

﹁防災マスターと連携し︑ 備蓄計画において︑避難
より一層防災の取組を進

３日間分を確保するもの

に救援物資が届くまでの

用も考える﹂との答弁が

としており︑平成 年度

コロナ禍の影

の想定数としている︒

当する５２２人分を充足

今後も地域における中心

料を確保しており︑来年

在 時間稼働が可能な燃

時間分を確保する︒
小中学生に向けた
防災ハンドブック
等を作成し︑防災教育を

問
性の視点を取り入れた対

木・銀山両小

今年度︑仁

進めてはどうか︒
お願いしていく︒

町長

学校の合同社会科見学の

９月７日に北海道
新聞に掲載された

際に︑町職員が説明し︑

問

避難所用物資の充足につ

防災に関する学習を行っ

職員による講話や防災資

問

今後︑防災マス

ターの在り方も含

め︑町民が安心して暮ら

機材の見学を実施するな

ど︑防災に関する取組が

せる計画を作り上げて

見解は︒

化させた防災

今後︑更に進

いって欲しいが︑町長の

進められている︒

今後︑タブレット等の

普及により動画で見せる

ことができる環境にもな

るため︑ハンドブック以

町長

計画を作り︑その対応を

外でも︑防災についての

知識を促す場面を町とし

ないと認識している︒

においては︑避難訓練後

いて︑本町の想定数とそ

小学生は真剣に話を聞いていました

図ってまいりたい︒

ている︒また︑両中学校

１日防災学校の様子

て考えていなければなら

72
に１日防災学校を開催し︑
北後志消防組合仁木支所

12
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める﹂また︑﹁女性の活
あったが︑進捗状況は︒

末現在の人口の ％に相
響で︑計画し

また︑非常用電源用の

的な役割を担っていただ

度に備蓄量を増やし︑

きていないが︑防災マス

同様の理由により実施で

女性の活用についても

きたいと考えている︒

きていない状況であるが︑ 燃料確保については︑現

ていた活動が全て実施で

町長

26

15

策を進めるため︑協力を

ターの養成に限らず︑女

50

の根拠は︒
また︑非常用電源用燃
料 時間分を今後どのよ
うに確保するのか︒

72

かどわき よしはる

町民が安心して暮らせる防災計画を

問
質
般
一

町長 防災計画を更に進化させたい

町政のそこが聞きたい

災害に強いまちづくりを
今年度に改訂予定

うが︑庁舎の３階も避難

成をお願いしていきたい︒

各施設と話をしながら作

余市川に注ぐ小河
川の浚渫工事は何
年ごとに実施しているの

問

所として開設したら良い

和室も

３階は

であるハザード

町長 防災計画に加え実効的な計画を
問
風水害の他︑
土砂災害や地

企画課長

マップの配布予定時期は︒ のではないか︒

町長

あるので︑例えば要配慮

か︒

震災害に関する啓発事項

者のスペース確保として︑

お願いしており︑今年の

も含めた防災ガイドマッ

理して

余市川の冬期間工事にお

によって全国で大きな被

町で管
いる普通河川等において

いて︑護岸整備という形

害が頻発している状況を
令和 年度までの

している災害

近年︑激甚化
は︑状況に応じた形で対

でコンクリートブロック

目の当たりにして︑これ

町長
応している︒

を１４０メートルほど整

までの防災計画に加え︑

プとして︑来年４月に町

平成 年の水防法
慮者利用施設において︑

備する予定であることを

より実効的な計画作りに

検討していきたいと思う︒
建設課長

民の皆さまのご自宅に配
布予定である︒

従前努力義務であった避

問

避難所の収容可能

改正により︑要配

人数はコロナ禍で

問

確認済みである︒

んでいかなければならな

事業期間で余市川
改修事業を実施している

いと痛感している︒

問
あるが︑ひな型の作成を

とのことだが︑仁木大橋

また︑防災計画を作る

向けて︑これから取り組
進めたのはいつか︒

る建物は防災や減
上流部分の川岸が削られ
ている部分も整備予定か︒ 災に役立てるような建物

にしても︑専門的な人材

今後︑町で建設す
洪水に

にしてほしいと思うが︑

を登用することも必要で

の見解は︒

問
関して

災害に強いまちづくりと
は︑現在はまだ作成して

企画課長

昨年度

あると考えている︒
道に状況説明し︑対応を

建設課長

いうことに対して︑町長

の実施が義務化されたと

少しでも早い護岸整備を

も北海

おらず︑令和３年度中ま
でにはひな型を作成し︑

嶋田議員・特
特集コーナ
ナー

令和２年11⽉12⽇発⾏

議会だより にき no.129

13

20

29

難確保計画の作成︑訓練

上村智恵子 議員

は少なくなってくると思

うえむら ちえこ

第２期仁木町ま
ち・ひと・しごと

問
﹁高速道路を活用
した拠点施設整備

の検討﹂という項目もあ

問
創生 人口ビジョン・総

るが︑検討の内容は︒

えているフ

入場者数が増

合戦略で謳われている
﹁農業地域の共同活動支

町長

国の多面的機能支払い交

した整備を進め︑新たな

いては︑景観形成を意識

が多くなる環境になると

リニューアルにつ

組み込んで更に魅力的な

設として︑様々な要素を

含めて︑いろんな策を

14
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しげる
しまだ

高速道路を活用した拠点施設整備は

援事業﹂の具体的な内容
は︒

ニューアルし︑魅力ある

ルーツパークにきをリ
地域資源の基

て整備を進めていきたい︒

観光拠点施設と位置付け

理のための草刈等の推進

また︑仁木インター

礎的な保全管

活動や︑農用地や水路等

チェンジ︵仮称︶の出入

町長
の長寿命化のための補修

付金により支援を受けて

観光資源の発掘や創出に

や更新等の活動のことで︑ 口である町道１番線につ

いるものである︒

いては︑新たに増

施設にしていきたいと

最も近い魅力的な観光施

思っている︒都市部から
同じく総合戦略で
謳われている︑

設することや︑道の駅に

思っている︒

問

ついて検討している︒

問

﹁農業基盤整備事業﹂の
対象は︒

する等も考えられるが︑

町道１番線については︑

桜並木も一つの良いアイ

町長の見解は︒
また︑町道１番線を桜

デアとして受け止め︑今

水田の区画拡
大事業に要す

並木にする等の構想はな

町長

る経費に対し定額を補助

後どのように景観を変え
高速道路の開

練っていきたいと考えて
いる︒

通に伴い︑多

ていくのかということを

いのか︒

町長

するもので︑令和４年度
までの３年間を期間とし
て実施しているものであ
る︒

くの人で賑わい︑車通り

リニューアルが期待されるフルーツパーク

平成30年において、我が国の総人口は８年連続で
減少し、出生数も３年連続で100万人を割るなどの現
状を踏まえ、国が令和２年度から始まる第２期総合戦
略を策定することとしました。本町も国の動きに合わ
せ地方創生に資する取組を継続する必要があることか
ら策定したものです。

茂 議員
嶋田

問
質
般
一

町長 フルーツパークにきをリニューアル

ニキボーのなになに？

第２期総合戦略とは

「きになるなにき」町議会
～議員の活動実績を一部公開～

昨今の議会広報紙には︑
議会改革の一環として︑
住民に開かれた議会の実

横関議長の所感

３回

３回

３回

現を目指す取組が活発化

４回
８回

している中で︑議会の活
動を広く住民に提供する
ための機能を持つことが
期待されています︒
今号では︑改選後１年
が経過した中で︑これま
でに議員が本会議や委員
会で行った質疑や︑本会

１回
15 回

22 回

１回

議での一般質問の回数に
ついて公開します︒
なお︑一般質問と質疑
は大きく３種類に分けて

～ 一般質問数 ～
～ 質疑②（委員会等） ～

１回

６回

うに質問してほしいです。発言は責任のあるもの

もありますので、多くの町民の声を反映できるよ

していますが、近隣では全員が質問している議会

本町議会では毎回半数以上の議員が一般質問を

上村活性化委員長の所感

た、新人議員の更なる活躍に期待しています。

もと、積極的に発言して欲しいと思います。ま

自覚し、これからも各種会議では入念な下調べの

言することです。議員は町民の代表であることを

議会は言論の府と言われ、議員活動の基本は発

～ 質疑①（定例会・臨時会） ～

です。常に勉強し質疑に活かしていきましょう。

次ページ
次ペ
ジは
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５回
43 回
31 回

集計しており︑各項目の

一般質問・・・本誌９ページ下部の「ニキボーのな
になに」をご覧ください。
質 疑 ①・・・定例会及び臨時会内で行われた質疑
質 疑 ②・・・予算・決算特別委員会及び全員協議
会で行われた質疑

詳細は左記のとおりです︒

各項目は以下の通りに分類しています

９回

８回

３回

58 回

４回
66 回

５回

全員協議会

設置します︒
トレーラーハウスは
月の臨時議会において契
約に関する議会の議決を
経て発注し︑来年１月に

営を予定しています︒

る指定管理者制度での運

事業を行う民間企業によ

しており︑観光に関する

伴の場合は２万円を想定

万５０００円︑ペット同

宿泊料は１ユニット１

の供用開始を目指します︒

の工事が完了し︑３月中

その後︑電気や給排水等

は納入される予定です︒

10

か︒

事業費は全てコロナ

当初の予定より︑金

対策の補助金で賄えるの

Ｑ

額が膨らんだため︑地方

創生に関連するという観

く︑情勢を見ながら判断

ないということではな

えている︒

振興基金を充てたいと考

８００万円は︑ふるさと

点から︑補助金以外の１

していきたい︒

１００％感染者がい

うに判断するのか︒

期への移行時期はどのよ

Ａｆｔｅｒ コロナ

質疑あれこれ

総工費は１億円超
令和２年９月 日に開催された全員協議会に
おいて︑﹁新型コロナウイルス感染症対応地方
創生臨時交付金︵第２次分︶﹂について︑７月

日に開催された

日の全員協議会に続き︑説明を受けました︒
９月

全員協議会では︑７月
日の全員協議会に引き続
き︑﹁新型コロナウイル
ス感染症対応地方創生臨
時交付金︵第２次分︶﹂
の新たな滞在施設の建設
について町側から説明が
ありました︒
この滞在施設はコロナ
期の状況に応じて︑違っ
た用途で活用され︑１ユ
ニットに最大４人が宿泊
可能なトレーラーハウス
を６ユニット購入し︑北

20

Ａ

明確な定義は無いものの、本町に
おいては、
Ｗｉｔｈコロナ期は「新型コロナ
ウイルス感染症の感染リスクがまだ
あり、感染予防対策をしながら少し
ずつ生活を戻していく段階」
Ａｆｔｅｒコロナ期は、「ワクチ
ンや治療法が十分に確立され、新型
コロナウイルス感染症が完全に終息
（収束）した段階」
と、それぞれの状態を想定していま
す。

11

町８丁目の旧野球場横に

With コロナ期
After コロナ期とは

11

Ｑ

Ａ

ニキボーのなになに？

20

16
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コ ロ ナ 感 染 拡 大 防 止と し て
滞在施設を建設
新たな観光拠点として

設置予定地である北町８丁目の旧野球場の町有地

令和２年

１０月８日

臨時会のあらまし
⽉８⽇に開会し︑同⽇閉会しました︒

・

佐藤町長の行政報告

・Ｓｈｉｎｅ」に決定

・

・Ｓｈｉｎ

La

第３回臨時会は︑

「

の中から厳正なる審査により﹁

ランド名発表会を開催し、応募があった１０７件

本町のシャインマスカットブランド化のためのブ

月４日に町民センター交流ホールにおいて、

La

︵ラ・ラ︶﹂とは、夢見心地

しました。﹁

La

La

コロナ期の対応としての

使用を予定している︒ま

途が立った段階で︑観光

た︑４月以降に収束の目

供用開始はい

にも使用できるようにし

ているとのことだが︑指

理制度での運用を予定し

やっていきたいと考えて

ロナ期の対応は町直営で

そのため︑Ｗｉｔ ｈコ

たいと考えている︒

定管理の期間はいつから

く予定である︒

理業者に管理していただ

での使用を目的に指定管

おり︑新年度からは観光

令和３年

ため︑３月からＷｉｔ ｈ

２月末までに設置予定の

産業課参事

を予定しているのか︒

いるのか︒また︑指定管

つを予定して

質疑あれこれ

きく貢献されることを期待しているところです。

町の新たなブランドとして、本町農業の振興に大

今後については、﹁果実とやすらぎの里﹂仁木

表現したものです。

・

提案され︑審議・採決の

金を活用し購入します︒

症対策としての国の補助

新型コロナウイルス感染

入額は６４０２万円で︑

用が予定されており︑購

たな観光拠点としての活

ｆｔｅｒ コロナ期は︑新

感染防止対策として︑Ａ

Ｗｉｔ ｈコロナ期は︑

のです︒

ハウス６棟を購入するも

目的として︑トレーラー

とができる環境の確保を

従事者が安心して働くこ

町内における医療︑介護

療・介護の崩壊を防ぎ︑

対策の一環として︑医

型コロナウイルス感染症

今回の財産取得は︑新

ました︒

の形容詞であり、仁木町産のおいしさを感覚的に
トレーラーハウスを利用した施設は増加傾向にあります

結果︑全員賛成で可決し

ｅ︵ラ・ラ・シャイン︶﹂に決定したことを発表

La

町から︑財産︵動産︶の取得１件が上程され︑全員賛成で可決しました︒

財産取得

La

10

財産︵動産︶の取得が

10

木 村

総務経済常任員会所管事務調査
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年度内に設置へ

第３回臨時会 トレーラーハウス購入

常任委員会

事務調査

②のガイドラインの遵守

は︑外国人実習生が入国

③の町への要望について

新型コロナの影響は
令和２年７月 日に町内の観光果樹園を視察

状況については︑それぞ

できないことによる労働

め︑その対策を講じて欲

れきちんと対策をとって

①の新型コロナウイルス

また︑観光客の方もコ

しい等の要望をいただき

力不足について︑来年度

この調査では︑議員を

感染症の影響について

ロナ禍の対応に慣れてき

ました︒

おり︑ガイドラインに掲

２グループに分け︑本町

は︑例年団体客が多い果

ており︑大きな影響はな

以降の対策を講じて欲し

の観光農園マップに掲載

樹園では︑団体客の申込

いとのことでした︒

載されている以上の感染

されている 軒の観光果

みがほぼ無いことや︑感

いとの声や︑有害鳥獣の

樹園を訪問し︑

染防止対策の観点から受

対策を講じている事例も

①新型コロナウイルス感

け入れを断っていること

被害が増加傾向にあるた

染症の影響について

で︑売り上げが減少して

ありました︒

②果物狩り・直売所のガ

であるという果樹園も多

売り上げもほぼ例年同様

それ以上との回答も多く︑

が︑個人客は例年並みか

いるとの話がありました

以上の３点について聞き

要望について

③観光果樹園から町への

について

イドラインの遵守状況

インが遵守されているか等の調査をしました︒

て︑また︑町・観光協会が示しているガイドラ

し︑新型コロナウイルス感染症の影響につい

27

取り調査を実施しました︒ くありました︒

ユニークな感染対策を行っている農園も

21

18
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町内の観光果樹園を視察

調査にご協力いただきありがとうございました

感染症の発生等により機

は︑新型コロナウイルス

温を測定し︑発熱がない

非接触型体温計により体

職員は毎日︑出勤時に

質疑あれこれ

ました︒

最大

と説明を受けたが︑現実

じ方向を向いて座るよ
ら感染者が出た場合には
うに席が設けられており︑ 農協職員総出で対応する

出ることから︑対応を検

町としても大きな影響が

に影響が出る場合には︑
いました︒

それでも︑施設の稼働

的なのか︒町としても支

討しなくてはならないと

感染防止対策が行われて

援することを考えている

力をされると思う︒

農協としても最大限の努

職員がいるとのことで︑

名程度の派遣

着用し作業にあたってい

は︑フェイスシールドを

梱包箱をセットする職員

れたミニトマトを入れる

集出荷場内にて選果さ

～ ミニトマト集出荷場を調査 ～

能が停止した場合には︑

ことを確認した上で業務

ミニトマトの集出荷場

生産者をはじめ本町の経

また︑過去の記録がす

にあたっていました︒

ること︑また︑建設時に

ぐ確認できるよう１か月

済にも大きな影響を与え
町からも補助金を交付し

分を記入できるシートに
より管理されていました︒

ていることから︑感染防
止対策の実施状況につい
て調査したものです︒

休憩室は各個人スペー
スがクリアボードで仕切
られ︑さらに向かい合わ

30

考える︒

万が一︑派遣の方か

Ｑ

のか︒

ないように︑壁向きや同

Ａ

絆～親子のつながり～・ま
・まち
まちの人

令和２年11⽉12⽇発⾏

議会だより にき no.129

19

感染防止対策は万全 か
令和２年 8 月 6 日に総務経済常任委員会所管事務調
査を実施し、ミニトマト集出荷場の新型コロナウイルス
感染症の感染防止対策について調査を実施しました。

仁木町の将来について︑どのよう
に感じていますか︒

佑平 さん︵東町︶

仁木町の魅力を発信して
鈴木
連載 回目は︑東町在住の鈴木さん
ファミリーを紹介します︒奥様とお子
さんの３人家族です︒
お仕事は︑農業を営んでおり︑主に
イチゴを栽培していらっしゃいます︒
⾼ 速 道 路 も で き る の で︑ く だ も の 狩
り ・ ワ イ ナ リ ー・ ミ ニ ト マ ト な ど 仁 ⽊
町 の 魅 ⼒ を も っ と Ｐ Ｒ し て︑﹁ 仁 ⽊ 町
に ⾏ き た い ︕﹂ と 思 っ て も ら え る よ う
にして欲しいです︒

お子さんに対してメッセージを！
元気に⼤きく︑ まっすぐに育ってほ
しいです︒

ル・レーブ・ワイナリー

旭台に位置するル・レーブ・ワイナリー

を経営する本間さんを紹介します︒今年９

月に果実酒製造免許通知書が交付され︑本

本町に来るまでは︑札幌市で臨床検査技

町では５件目のワイナリーとなりました︒

師として勤務されており︑当時からワイン

を飲むことが趣味だったという本間さん︑

今は奥さまと主に自然酵母に重きを置いた

ワイン作りに励んでいらっしゃいます︒

一雄

直之

本間さん

麿

直之︶

内の方に答
議員は︑選挙区
によるものを
礼のための自筆
の挨拶状を出
除き︑年賀状等
れています︒
すことは禁止さ
します︒
ご理解をお願い

年賀状等の
止
あいさつ状の禁

︵取材・記事

しょう﹂と力強いコメントをいただきました︒

ので︑ワインで地域全体を盛り上げていきま

最後に︑﹁せっかくワイナリーエリアがある

です︒

舗での一般販売分も確保できる見込みとのこと

で増やしていく予定とのことで︑来年からは店

作 れ た ワ イ ン を ︑ 将 来 的 に は １ 万５ 千 本 程 度 ま

今 後 の 事 業 展 望 と し て は ︑ 今 年 度 で 約５ 千 本

のお話をいただきました︒

より︑町内で完結できるようになればいい﹂と

公共交通機関の充実︑また︑宿泊施設の充実に

を提供してくれる飲食店や︑ワイナリーまでの

増やしていく政策の中で︑ワインに合う食べ物

に本町に対する要望を伺うと︑﹁ワイナリーを

仁木町の雰囲気が好きだという本間さん

（12月下旬開催予定）

仁木の子育て環境はどうですか︒
⾃然が豊かで⼈と⼈との繋がりが多
く︑友達ができやすいと思います︒
ま た︑ 医 療 費 は 中 学 ⽣ ま で の 助 成 制
度 が あ っ た り と︑ ⼦ 育 て に 関 す る ⽀ 援
がとても充実していると思います︒

子育てに関することで︑ 町に対
して望むことはありますか︒

野崎明廣︶
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︵取材・インタビュー

)

FAX

インタビュー中にお菓子をくれるな
ど︑３才ながら気配りのできるお子さん
に感心しました︒
お話を聞く中で︑お子さんはもちろ
ん︑子育て中のお父さん︑お母さんへの
フォロー体制の構築も重要だと再認識さ
せられました︒

11

人

ワインで地域活性化を まちの
12月
定例会

今年から醸造が可能に
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保健師や栄養⼠の⽅ともっと気軽に
話せる場があると良いと思います︒ 健
診 の 時 は︑ 時 間 も か か り 話 す 時 間 が な
い の で︑ ⽉ に １ 回 で も 気 軽 に 相 談 で き
る機会があったら嬉しいです︒
また︑ ⼦育て⽀援の⼀つとして﹁ お
お き な ⽊ ﹂ が あ り ま す が︑ ⼀ 軒 家 な の
で少し⼊るのに抵抗がある⽅もいるよ
う で す︒ 建 物 の 中 の 様 ⼦ を 伝 え る な
ど︑ お ⺟ さ ん た ち が も っ と 利 ⽤ し や す
いようなお知らせができるといいです
ね︒

２
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﹁ お お き な ⽊﹂ と は 別
に︑ １ 才 か ら ３ 才 く ら
いまでの⼦どもが遊べ
るような公園の遊具も
あったらいいなと思い
ます︒
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次の議会は
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