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新年のご挨拶
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町民の皆様、新年、明けまし
ておめでとうございます。
平成 年の新春をお健やかに
お迎えのこととお慶び申し上げ
ます。
昨年は、多くの町民の皆様か
ら温かいご支援を賜り、２期目
の町政運営の重責を担うことと
なりました。本町の当面する課
題解決に向け、全力で取り組ん
でまいる所存であります。
昨年を顧みますと、国内情勢
では、日銀のマイナス金利導入、
自動車会社の燃費データの偽装、
そして、熊本地震。被災地・被
災者の皆様には、心よりお見舞
い申し上げますともに、被災地
の一日も早い復旧をご祈念申し
上げます。また、政府において
は、「一億総活躍社会」のもと、

しいチームワークの走りに歓喜
したのではないでしょうか。
北海道においては、続けざま
に４つの台風が上陸し甚大な被
害を受けた中、町内では一部床
下浸水がありましたが、幸いに
も大きな災害に広がらず安堵し
たところであります。また本町
の基幹産業である農業において
は、６月の天候不順による農作
物の生育を心配しておりまし
たが、７月が高温で経過したこ
とにより、収穫では昨年より減
佐 野
豊
収となりましたが、概ね良好で
今後人口構造の高齢化がさらに 「平年並み」の作況となりました。
進む中で、日本に住む人達の生
ただ、例年になく早い降雪によ
活水準を維持・向上させていく
り、畑作物では収穫を断念する
ために、現在よりも多くの高齢
圃場もあり、残念な結果となり
者や女性が活躍できる社会への
被害を受けた農家の皆さんに心
実現を求めています。未だはっ
からお見舞い申し上げます。
きりした形が見えない中漠然と
８年目を迎えたふるさと納税
した不安感と不信感を募らせた
では、生産者の皆様のご協力の
年であったように感じます。
もと、お米では「きたくりん」
明るい話題といえばスポーツ
を追加し、青肉、赤肉、黄美香
です。ラグビーのワールドカッ
メロンの３タイプのメロンが揃
プの南アフリカ戦での勝利、北
い、平成 年度では３億円を超
海道日本ハムファイターズの活
える見込みとなりました。寄せ
躍。なかでも、２０１６年の漢
られた寄附金については今後の
字にも選ばれた「金」に示され
町づくりの貴重な財源として有
るリオデジャネイロ五輪での
効に活用してまいります。第
日本人選手の金メダルラッシュ。 回を迎えましたひまわりまつり
金メダルではありませんでした
には、過去最高の 万６千人を
が、４×１００ｍリレーでの活
超えるお客様をお迎えすること
躍、緻密な分析と計算、素晴ら
ができました。日本だけではな

く世界の絶景として多くの人の
心をとらえる風景は、町民皆様
のご協力の賜物であります。ま
た、日清オイリオ株式会社との
連携により、ひまわり油再生プ
ロジェクトとしてひまわり油の
搾油を開始しております。観る
だけでなく、大地の贈り物とし
てのひまわりを提供し、心も体
も元気になっていただければと
考えております。
懸案であります商業活性化施
設につきましては既に用地取得
を完了し、いよいよ本年建設工
事を着工いたします。Ａコープ
に替わる新たな店舗と町民のコ
ミュニケーションを重視した複
合施設を計画しており、本年
月オープンを目指し、着実に準
備を進めております。
また、 年が経過したサンフ
ラワーパーク北竜温泉の大規模
リニューアルにも着手いたしま
す。行政に課せられた課題は山
積しておりますが、町民の皆様
が安心・安全で心豊かに暮らせ
る町づくりに引き続き邁進して
まいります。
終わりになりましたが、新し
い年が皆様にとりましてご健勝
でご多幸な年であることを心よ
りご祈念申し上げ、新年のご挨
拶と致します。

■北竜町立診療所
■北竜町立歯科診療所
■特別養護老人ホーム北竜町永楽園
■株式会社北竜振興公社
■社会福祉法人北竜町社会福祉協議会

■北竜町公平委員会
■北竜町固定資産評価審査委員会
■北竜町国民健康保険運営協議会
■北竜町民生児童委員協議会
■深川地区消防組合北竜支署
■北竜消防団

■北竜町
■北竜町議会
■北竜町監査委員
■北竜町教育委員会
■北竜町農業委員会
■北竜町選挙管理委員会

新年挨拶
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今年もよろしくお願いいたします

2

新年のご挨拶

佐々木

康宏

糸谷梨生議会書記
今年もよろしくお願いします。
議会の傍聴にもお越し下さい。

山田伸裕議会事務局長
皆さんのご意見をお寄せ願い
ます。よろしくお願いします。

■議会事務局から

北島勝美議員
住民の皆さんとの対話を通じ
て出来るものから一歩ずつ進め
ていきます。よろしくご指導願
います。

藤井雅仁議員
商工業・農業等産業の振興政
策を進めて行きます。よろしく
ご意見をお願いします。

○青年達へ … もっと無茶をし
小松正美議会運営委員長・広報
てもいいのでは。困らせてくれ
特別委員長
たことを解決するのが議会です。
農政の転換期です。議会政策
に反映させて行きます。議会活
動もお知らせしていきます。
○先輩諸兄へ … 歴史とこの町
特有の文化・風土を守り育てて
行きたいと思っています。更な
るご指導をお願いします。

■議員の皆さんから
山本剛嗣副議長・予算決算特別
委員長
地域の支え合いが全ての分野
で住民主体の時代を向かえます。
住民目線でまちづくりを進めて
行きます。
松永毅議員会長・災害対策特別
委員長
防災減災の重要さが増してい
ます。安心・安全なまちづくり
を進めます。
小坂一行議会選出監査委員
監査機能を充実させ効率よき
財政運営・行政監査を進めて行
きます。

※ネルソン・マンデラ

人種差別に抵抗し二十七年間獄中生活

を 経 て 南 ア フ リ カ 大 統 領 に。 ラ ク ビ ー

Ｗ杯の自国開催優勝を自らの境遇を説

き未来を変える言葉で導いたと言われ
ています。
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提案して予算がつき実行され、
有効で有ったのかという事を再
考して、そしてまた次に活かす
こと。これが議会です。議員に
なることの敷居の高さはありま
せん。普通の言葉で思いを伝え
ることです。
そこにあるのは他人を思うこ
とのみです。新しい一年が始ま
ります。リセットして始められ
る時期です。小さくともキラリ
と輝くまちづくりを共によろし
くお願いします。
○こどもたちへ … キミたちの
夢はなんだろうか。かんがえて
下さい。そして話して下さい。
夢をかなえる努力をするのが議
会です。

佐光勉常任委員長・まちづくり
特別委員長
地方創生の視点を重視し良き
人・良き政策・良きまちづくり
をします。

■役場・土地改良区
１２月３０日(金)午後～１月５日(木)
■町立診療所
１２月３０日(金)午後～１月５日(木）
■歯科診療所
１２月２９日(木)午後～１月３日(火)
※１月４日（水）は午後から休診

■北空知衛生センター
ごみ…１２月２９日(木) ～１月３日(火)
し尿…１２月２９日(木) ～１月９日(月）
■サンフラワーパーク北竜温泉
１２月３１日・１月１日( ２日間のみ）
温
泉
９：３０～１９：００
レストラン １１：００～１８：００
売
店
８：００～１９：００

年末年始の休業について

ひまわりの町議会議長
新年明けましておめでとうご
ざいます。今年もよろしく御願
いします。皆さんそれぞれに幸
せな一年になりますように心か
らお祈りいたします。
「他人の人生に違いをもたら
すように人生をおくろうと、自
分なりのつつましいやり方で努
力 し て き た。」 ネ ル ソ ン・ マ ン
デラの言葉です。議員は他のた
めに生きて行かなければなりま
せん。特に小さな町においては、
声なき声…諸委員会・団体に属
していない人やこども達・お年
寄りの皆さん方の思いをこちら
から出向いて行ってそっと話す
ことで声が聞こえはじめます。
８名の議員の皆さんがそれぞ
れの地域の中でお話しいただい
たことを議会の中で政策として

新年挨拶

真竜小学校にて
アスリート給食
１２月１２日、真竜小学校にてアスリート給食が実
施されました。用意されたメニューは、オムライス・
タラモサラダ・ミートボール入りスープの三品。いず
れも、２０１６年日本ハムファイターズ北竜町応援大
使の中島選手、レアード選手、新垣選手にちなんだメ
ニューで、
日本一に輝いた三選手のように、
児童達に丈
夫な体になってほしいとの思いから用意されました。
児童達は出された給食を笑顔で平らげ、おかわりを
するなど完食。当日はアスリート給食を推進する、佐
野町長、佐々木議会議長、藤井商工会長、ＪＡきたそ
らち北清北竜地区代表理事、本多教育長の５名も来校。
それぞれ６年生から２年生の各学年に分かれて児童
らと一緒に給食を食べました。

交通事故死ゼロ３，５００日
顕彰伝達
1 ２月１６日に金田空知総合振興局長以下２名が来
庁され、１２月１日に達成した町内交通事故死ゼロ３，
５００日（平成１９年５月４日から）の顕彰伝達が行
われました。
３，５００日という数字は記録の残る中では北竜町
での過去最長の期間。北海道知事からは感謝状が、ま
た北海道交通安全推進委員会からは表彰状が贈られ、
それぞれ、佐野町長と板垣北竜町交通安全協会長が受
け取りました。

澤田 正人 氏
北海道社会貢献賞受賞
このたび、西川町内会の澤田正人さんが北海道社会
貢献賞（自治功労賞）を受賞されました。
澤田さんは、平成１１年の初当選以来４期１６年間
にわたり北竜町議会議員として、また平成２３年３月
からは副議長として、地方自治の振興・効率的な議会
運営に尽力され、町民福祉の向上と活力ある町づくり
に寄与されました。去る１１月３０日に札幌市におい
て高橋はるみ知事より表彰状を授与され、１２月１日
に町長室を訪れ佐野町長に受賞の報告をされました。
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東京都品川区のイベントで
ひまわりライスの販売ＰＲ
１１月３日、東京都品川区戸越公園駅前南口商店街
にて商店街主催の「第２０回 秋の祭典」に町とＪＡ
きたそらちが合同で参加。町特産の「ひまわりライス」
の販売及びＰＲが実施されました。
当日は商店街主催イベントの特別企画として、商店
街の一角に北竜町ブースを設置。ＪＡきたそらち北清
北竜地区代表理事と共に、ＪＡ職員、町職員が採れた
ての新米“ななつぼし”のすくい取りや、試食・販売
を行いました。
会場では、芋煮や“きのこおこわ”の販売、また商
店街のキャラクターによる着ぐるみも登場するなど、
大勢の来場者でにぎわい、北竜町のお米のおいしさを
多くの方に知っていただく機会となりました。
また１１月２６日には東京都品川区立中小企業セン
ターにて品川区商店街連合会主催の「２０１６年大商
業まつり」に参加。品川区内の名店による模擬店や全
国約１０都市の物産販売コーナー、歌や踊りのステー
ジなどが催され、大勢が来場する中、新米の試食・販
売、北竜町ふるさと納税のＰＲなどが実施されました。
また来場者を対象に行われた「ひまわりライス重量
当て」クイズなどの趣向も。５７名の応募の中から最
も正解に近い５名の回答者には後日賞品として「ひま
わりライス５kg」が贈られました。

北竜町ＰＴＡ連合会研究大会
メンタルヘルス講演会開催
１１月１９日に公民館で開催された第５１回北竜町
ＰＴＡ連合会研究大会にて、メンタルヘルス講演会が
実施されました。
市立旭川病院精神科診療部長（思春期外来担当）の
武井明先生が「思春期のビミョーな気持ちとこころの
ケア」と題して、思春期の心の特徴や男女の思考の違
いなどを、外来での豊富な経験や事例をもとに講演。
思春期の子ども達には“人に頼ることを身につけさ
せる”
ことが大切なことや“子どもにとって励ましてく
れる大人の存在の大きさ”などが話され、参加者からは
「子どもの思いに寄り添いながら、ゆったりとした気持
ちで話を聞くようにしたい」との感想が聞かれました。

5
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北竜土地改良区
創立１００周年記念祝賀会
１２月１日、サンフラワーパーク北竜温泉にて、北
竜土地改良区創立１００周年記念祝賀会が開催され
ました。
祝賀会には塩

北海道土地改良事業団体連合会会

長理事、佐野町長、西野雨竜町長、佐々木議会議長、
ＪＡきたそらち北清北竜地区代表理事ら来賓を含め、
約８０名が列席。前身である北竜村土功組合から１０
０年を迎える北竜土地改良区の節目を盛大に祝いま
した。

和保育所
おゆうぎ会開催
１２月１１日、和保育所にて「おゆうぎ会」が開催
されました。１００人以上の保護者の方々が見守る中、
園児たちが歌や踊りなどを元気いっぱいに披露。
十人十色、ずっとニコニコ笑顔の子もいれば、思わ
ず泣き出してしまう子も。一生懸命に演技を披露する
愛らしい姿に、来場者から温かい拍手が送られました。

6

和郵便局
開局１００周年
和郵便局が開局したのは１９１６年（大正５年）１
１月１６日。１９９１年９月に現在の局舎に移転し、
今年で開局１００周年を迎えました。
１２月１２日には開局１００周年を記念して、お客
様感謝デーを実施。郵便局の窓口を訪れた先着１００
名に、紅白の「田からもち」が進呈されました。

干場 一 氏
瑞宝双光章受章祝賀会
秋の叙勲にて瑞宝双光章を受章された桜岡町内会の
干場 一さんの受章祝賀会が、１２月１１日に公民館
で開催されました。
祝賀会は発起人の佐野町長による干場さんの叙勲受
章の功績を紹介した挨拶で始まり、佐々木議会議長と
田中前北竜町議会等ＯＢ会会長からは干場さんとの思
い出やお祝いの言葉が贈られました。
干場さんは謝辞にて、これまでの感謝と、これから
も「日々是生命之限報恩感謝」の思いで邁進される旨
を述べられ、列席者からは大きな拍手が送られました。
北清元教育長の乾杯で始まった祝宴では、列席者皆
さんと和やかな歓談のひと時を過ごし、最後は四辻北
竜町ひまわり長寿会連合会会長の万歳三唱で、盛会裡
に終了しました。

▲ひ孫さん５名から笑顔で花束を受け取る干場氏

新しい商品券ができました!!
額面１，０００円の商品券の発売
北竜町専門店会では額面５００円の商品券に加え、
新たに額面１，０００円の商品券を発売いたしました。
使用期限は今までどおり発行日から６ヶ月で、北竜町商工会にて販売し
ております。利用可能な店舗はいままで通り町内の各事業所です。
贈答用や景品等で是非ご利用ください。

7
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月

平成 年第７回臨時会は
日に招集され、提出され

た案件を審議し閉会いたしま
した。

原案可決
○議会の議員の議員報酬及び

委員会報告

月

日 火(

総務産業常任委員会
■調査期日
■調査事項
商工振興について
■調査結果

)

・新店舗開設まで無店舗状態
にならないようにされたい。

)

・スケジュール通り事業を遂
行されたい。
月
■調査事項

■調査期日

部改正について

①保健指導事業について

日 金(

○町長、副町長、教育長の給

②広域医療について
■調査結果

与に関する条例の一部改正に
ついて

①②指摘事項なし

同意

○固定資産評価審査委員会委

年１月

日任期満了

員の選任について
・平成

史伸

氏（再）

のため選任に同意
川島

○平成

年度北竜町後期高齢

者 医 療 特 別 会 計 補 正 予 算 第(

２号 に)ついて
・既定予算額から５０５千円

を追加し、総額を３２，８８

年度北竜町介護保険

０千円とする。

○平成

特別会計補正予算 第(４号 に)

ついて

・既定予算額に１０９千円を

追加し、総額を２４１，１０

１千円とする

原案可決

○北竜町介護保険条例の一部

○平成

年度北竜町特別養護

を改正する条例の一部改正に
ついて

年度北竜町一般会計

老人ホーム事業特別会計補正

円を追加し、総額を４２５，

○平成

補正予算 第(５号 に
)ついて
・既定予算額に１５，７５１

８７４千円とする。

予算 第(２号 に)ついて
・既定予算額に３，５７４千

千円を減額し、総額を３，５

○平成

年度北竜町農業集落

７８，５３０千円とする。

年度北竜町国民健康

排水事業及び個別排水処理事

業特別会計補正予算 第(３号

○平成
■調査事項

保 険 特 別 会 計 補 正 予 算 第( ３

・既定予算額に９７千円を減

)
①ＮＰＯひまわりの運営状況

号 に)ついて
・既定予算額に８，９８０千

額し、総額を１２９，０００

日 火(

について

円を追加し、総額を４５６，

○平成

年度北竜町簡易水道

について
②指定管理者の委託状況につ

千円とする。

年度北竜町立診療所

事業会計補正予算 第(３号 に)

○平成
①指摘事項なし

事 業 特 別 会 計 補 正 予 算 第( ２

・収益的収入で１９７千円を

千円とする。

ついて

②今後においても引き続き健

号 に)ついて
・既定予算額に７０千円を追
全な経営に努められたい。

増額し、総額を６５，２２９
千円とする。

加し、総額を１１７，５１５

■調査結果

３４４千円とする。

月

29

いて（サンフラワーパーク）

■調査期日

○職員の給与に関する条例の
一部改正について

年第４回定例会は
日に招集され、提出され

平成
月

た案件を審議し閉会いたしま
した。

29

28

28

28

費用弁償等に関する条例の一

６
21

22

28

28

９
10
11

28

28

28

11
12

28

28

Ｎｏ．３０７
議会広報委員会

議 会

28

13

だより

)

8

・資本的支出で２３千円を増

円とする。

額し、総額を９０，６１７千

・資本的収入で１１千円を増

とする。

し、総額を７４，９２１千円

・収益的支出で９千円を減額

て

持存続に向けた意見書につい

○ＪＲ北海道の鉄道事業の維

求める意見書について

○ＪＲ北海道への経営支援を

ついて

○大雨災害に関する意見書に

私事だが、５度目の年男を

この流れの発端の諸説は、

４名の議員から４件の一般

解りやすく言えば、世界を一

から「ローカリズム」へ、とだ。

て い る。「 グ ロ ー バ リ ズ ム 」

世界の潮流が変わろうとし

になれば、日本の政治・経済

近い将来、この流れが主流

と。

迎合主義）の台頭ではないか

の差からポピュリズム（大衆

経済的不平等、いわゆる貧富

質問があり、内容については

つの共同体と捉え、自由貿易、

に大きな変革をもたらし、地

迎えた。感無量である。

２月号に掲載予定です。

及び市場主義経済を推し進め

方、そして北竜町にも多様な

次の意見書を可決し、関係

見極め、先手を打つ心構えが

皆様お気軽に町長室にお越し下さい。

額し、総額を９６，９００千

省庁に送付しました。

ようとする考えから、地域主

影響を与えると想像できる。

円とする。

○国による子ども医療費無料

義、一国、或いは地域の独自

新たな年の始まり、世の中

一般質問

制度の創設を求める意見書に

性や特徴を重視・尊重する考
主な動きとして、イギリス

何時でも必要ではなかろうか。

午後２：００から４：００まで

午前１０：００から１２：００まで

意見書の提出について

ついて

え方へ、とだ。
のＥＵ離脱、イタリア、オー

あなたはどうお思いだろうか。

の動向を注視しつつ、潮目を

○国民健康保険療養費国庫負
める意見書について

ストリアの政変、アメリカ次

担金の調整（減額）廃止を求
○「 高 額 療 養 費 」「 後 期 高 齢

一行）

期大統領トランプ氏などだ。
（小坂

者の窓口負担」の見直しにあ
たり、現行制度の継続を求め
る意見書について
○「全国規模の総合的なアイ
ヌ政策の根拠となる新たな法
律」の早期制定を求める意見
書について
○地方議会議員の厚生年金制

ৃ၇!͕̩̠ͤ͟!!!଼ˎ˕ාˍ
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度への加入を求める意見書に
ついて

佐野町長とのふれあいプロジェクト

１月の町長室開放デーは、１０日（火）、２７日（金）です。

平成２７年度決算報告

北竜町の決算状況をお知らせします
みなさんが納める税金や、国、道からの補助金は、私たちの生活をよりよく
するためにさまざまな形で使われています。
平成２７年度どのくらいの収入(歳入)があり、そしてどのように使われたの
か(歳出)を皆さんの生活に最も関わりの深い一般会計を中心に公表します。

■一般会計

税金などを使って町の基本的な運営や行政サービスを
行う会計です。

ёѢഢ
ϧܳϪ̞ϪϩϧႮ)܅Ϫ̟Ϩͭͅ
එၑᄭ౯̜ިଟপ࿋̜ࣞअࣞўѝ

अࣞ܁
ϫ̞ϧϫϬႮ)܅ϧ̟ϫͭ*
ಶ๗пѽअѾ܁щҀѓоࣞ

ચᄿᆍ̠ଚాᆍ
Ϭ̞ϯϩϮႮ)܅Ϩ̟Ϧͭ*

එၑপ࿋౯
ϧϬܳϨ̞ϩϮϨႮ)܅ϪϬ̟Ϭͭ*

র۪ൔ̠রࢢમಇўѝѢચᄿᆍ̜
шѳ୶ᅫѸჁྲপ࿋ўѝѢଚాᆍ

ஂଭ
ϭ̞ϪϨϪႮ)܅Ϩ̟ϧͭ*
ൃ࿋ࣞѢဪࣞѸўѝ

౯
ϧܳϬ̞ϩϬϮႮ)܅Ϫ̟ϭͭ*

!!पව

દഠѢެਭ҆ўуы̜
ѝѢદഠѶыу৪۪ۥр৪мѿѼк̜
ਇпѽॳѢ࿊эѿદഠџ༕ကщҀѿоࣞ

45ؙ9-372ྔ

މщ҇рѵѓჁ౯̠ॿชૃઌ౯ўѝѢ౯ࣞ

ਸ
Ϫܳϫ̞ϪϦϨႮ)܅ϧϩ/Ϧͭ*

ਇঃફࣞ
Ϩܳϩ̞ϬϩϪႮ)܅Ϭ̟Ϯͭ*

ທᇓѸরࢢમಇౘྏўѝ
ࣞѢോсўૈࣄ҆৪кќсџ
ଊѾҀѿѢଊࣞ

р৪кવ̠ઌࣄ̠রࢢૈࣄўѝѢຟชૈࣄ
џഴыњ̜ਇпѽপ࿋щҀѿ൶ࣞ¦းஃࣞўѝ

ທફࣞ
ϩܳϩϫϪႮ)܅Ϯ/ϭͭ*

࠳࿋ࣞ
ϩܳϬ̞ϧϭϨႮ)܅ϧϦ̟Ϫͭ*

р৪кવ̠ઌࣄ̠রࢢૈࣄўѝѢຟชૈࣄ
џഴыњ̜ທпѽপ࿋щҀѿ൶ࣞ¦းஃࣞўѝ

ڴཤ࠳࿋ࣞѸѩѿщќ࠳܍ܤ࿋ࣞўѝ

ёѢഢ
ϧܳϯ̞ϦϩϫႮ)܅ϫ̟ϫͭͅ
ࡢݵྉ̜ᇕྉ̜ࢱڱྉ̜ޔࢊྉ

ஒিྉ
ϧܳϬ̞ϦϪϨႮ)܅Ϫ̟ϭͭ*

Ⴣྉ
ϭܳϮ̞ϨϫϮႮ)܅ϨϨ̟ϯͭ*

ஒিఀࢹѸѦѲ҃ѾѢᅰ̜ҧӥӇӛӡ̶Ӄ̶ҡၾᆁܽಜўѝ
ࠑযఀࢹѢѓѵџચ҃Ҁѓоࣞ

৪Ѣ̜۪ۥ౯Ѣ̠ݡଭ̜ၻഴ੪̜
ઌࠉᅫ̜ರ̜ѲѕљуѾѢమఔ̜
එڰরࢢপ෬ഴ੪̜অ౺ࠉᅫўѝџચ҃Ҁѓоࣞ

۸ౠྉ
ϧܳϬ̞ϬϮϨႮ)܅Ϫ̟ϯͭ*
ေौ̠ौљуѾѸ̜
шѳ୶ᅫўѝџચ҃Ҁѓоࣞ

யၻྉ
Ϩܳϧ̞ϧϩϯႮ)܅Ϭ̟Ϩͭ*
யၻසૻўѝѢౘྏ̠ݔᄫၻ̠யၻߊຌ̠
ࡽࡼߊຌўѝџચ҃Ҁѓоࣞ

Ⴡౠྉ
Ϩܳϫ̞ϮϨϫႮ)܅ϭ̟Ϭͭ*

प
45ؙ2-876ྔ

࿒എ༆

ᆟయઌࣄྉ
ϫܳϨ̞ϦϨϨႮ)܅ϧϫ̟Ϩͭ*
ࣄѸᆟࣄѢఀࢹ̜
ᄛޔෛഴ੪ўѝџચ҃Ҁѓоࣞ

৸ᆼѸриફ܍ўѝѢવ̜ေ̜۪ۥڱ
તڱњફ܍ўѝџચ҃Ҁѓоࣞ

๘ცྉ
ϩܳϧ̞ϦϦϩႮ)܅ϯ̟ϧͭ*
ທᇓ̠ࢲᆎ̠ݓಖ̠র۪ൔѢౘྏ̠ڥࠉᅫ̜
ஊ།ಋўѝџચ҃Ҁѓоࣞ

রਸྉ
Ϫܳϧ̞ϯϮϦႮ)܅ϧϨ̟ϩͭ*
ૈࣄ҆৪кѓѵџଊѾѓоࣞѢဪџњѓоࣞ

௰ࢉڿ
ϩܳϯ̞ϭϭϯႮ)܅ϧϧ̟Ϭͭ*
௰ڿѢࢉᆍўѝѢగॉྉџચ҃Ҁѓоࣞ
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●地方債残高の推移

●基金残高の推移
)ౙպ;ྔ*

)ౙպ;ྔ*





252-124

224-554




488-857
4:2-749

488-711

221-389
495-93:

489-355


:1-854
91-163



+

+

+

+



+

●町税の推移

)ౙպ;ྔ*

+

+

+

)ౙպ;ྔ*

ࡢݵྉ̜ᇕྉ̜ࢱڱྉ̜ޔࢊྉ

̛Ⴡ̛౯̛̛̛̛Ϭ̞ϫϭϪ

28-814
ஒিྉ
ϧܳϬ̞ϦϪϨႮ)܅Ϫ̟ϭͭ*
27-27:
27-479
ஒিఀࢹѸѦѲ҃ѾѢᅰ̜ҧӥӇӛӡ̶Ӄ̶ҡၾᆁܽಜўѝ
28-649
ࠑযఀࢹѢѓѵџચ҃Ҁѓоࣞ
27-848
۸ౠྉ 

ॿชૃઌ౯̛̛̛̛ϭ̞Ϩϯϧ
Ⴣྉ
ϭܳϮ̞ϨϫϮႮ)܅ϨϨ̟ϯͭ*

ऴຌଆ౯̛̛̛̛̛̛ϫϦϪ
৪Ѣ̜۪ۥ౯Ѣ̠ݡଭ̜ၻഴ੪̜
ઌࠉᅫ̜ರ̜ѲѕљуѾѢమఔ̜
එڰরࢢপ෬ഴ੪̜অ౺ࠉᅫўѝџચ҃Ҁѓоࣞ
ѓѤч౯̛̛̛̛ϧ̞ϩϭϩ

ϧܳϬ̞ϬϮϨႮ)܅Ϫ̟ϯͭ*
ေौ̠ौљуѾѸ̜
шѳ୶ᅫўѝџચ҃Ҁѓоࣞ

प

யၻྉ
Ϩܳϧ̞ϧϩϯႮ)܅Ϭ̟Ϩͭ*

+
+
+
யၻසૻўѝѢౘྏ̠ݔᄫၻ̠யၻߊຌ̠

+

+

ࡽࡼߊຌўѝџચ҃Ҁѓоࣞ

̛̛౯̛̛̛̛̛̛ϬϨϬ
̛̛ऱ̛̛̛̛ϧܳϬ̞ϩϬϮ

45ؙ2-876ྔ

࿒എ༆

●町税の負担状況

Ⴡౠྉ
Ϩܳϫ̞ϮϨϫႮ)܅ϭ̟Ϭͭ*

ᆟయઌࣄྉ
ϫܳϨ̞ϦϨϨႮ)܅ϧϫ̟Ϩͭ*
ࣄѸᆟࣄѢఀࢹ̜
ᄛޔෛഴ੪ўѝџચ҃Ҁѓоࣞ

৸ᆼѸриફ܍ўѝѢવ̜ေ̜۪ۥڱ
તڱњફ܍ўѝџચ҃Ҁѓоࣞ

֚ଲఝ൚̹͙ͤ́ͥ͂

ྦྷ֚૽൚̹͙ͤ́ͥ͂

ທᇓ̠ࢲᆎ̠ݓಖ̠র۪ൔѢౘྏ̠ڥࠉᅫ̜
ஊ།ಋўѝџચ҃Ҁѓоࣞ

+

●町税の内訳

ёѢഢ
ϧܳϯ̞ϦϩϫႮ)܅ϫ̟ϫͭͅ


๘ცྉ
ϩܳϧ̞ϦϦϩႮ)܅ϯ̟ϧͭ*

+

̳̤ͥ߄
ȁȁȁ˔ˏ୷ ௰ࢉڿ

রਸྉ
Ϫܳϧ̞ϯϮϦႮ)܅ϧϨ̟ϩͭ*
̳̤ͥ߄
ૈࣄ҆৪кѓѵџଊѾѓоࣞѢဪџњѓоࣞ

ȁȁˍ˕ˏ୷

ϩܳϯ̞ϭϭϯႮ)܅ϧϧ̟Ϭͭ*

ঀ̤ͩͦͥ߄
ˍȄ˓ˏ˒୷

௰ڿѢࢉᆍўѝѢగॉྉџચ҃Ҁѓоࣞ

ঀ̤ͩͦͥ߄
ːȄˌˎ˒୷

̭͈ે͈ޙତ͉Ȃ଼ˎ˔ාːˍ࡛ह͈૽࢛ˍȄ˕˒˕૽͂ଲఝତ˔ː˕ͤ͢ͅॳ̯̞̳ͦ̀͘ȃ

ёѢഢ
ϩ̞ϦϮϪႮ)܅Ϧ̟ϯͭ*
ૃࡸѧૃ̠ࣞൃ࿋̜ࣞޔࢊૈࣄྉ

ڥးଲྉ
Ϭ̞ϬϯϮႮ)܅Ϩ̟Ϧͭ*
ஊಋྉѸທᇓ̠রࢢમಇўѝѢଲ಼џચ҃Ҁѓоࣞ

းஃྉ
ϭܳϬ̞ϬϭϯႮ)܅ϨϨ̟Ϫͭ*

࿔ஃྉ
ϧܳϨ̞ϬϦϬႮ)܅ϩ̟ϭͭ*

ިଟආലѸૈࣄѬѢ൶̠ࣞးஃ̜ࣞ
ѩѿщќ౯Ѣమఔўѝџચ҃Ҁѓоࣞ

ၓᅳџ࠰љуڭᆑ̠ોດ̠ᇡగ̠риўѝџऒѿ
ࢉ࿋ྉ̜ިଟતڱњફࣄૈ܍ўѝџચ҃Ҁѓоࣞ

अࣞ
ϧܳϯ̞ϮϬϯႮ)܅ϫ̟Ϯͭ*
ਇჁौေ३ўѝިଟေ३ૈࣄѸ
ᅵᆑ̜۰̜݀܆యທૈࣄѢ
۪ۥўѝѢѓѵ̜ިଟຟဠݵऱџअѾыѓоࣞ

౹ᅵࣞ
ϩܳϩ̞ϦϫϮႮ)܅ϯ̟ϭͭ*
ިଟ࠰ࣞџ౹ѳᅵњѓоࣞ

ॉྉ
ϪܳϫϨϪႮ)܅ϧϧ/ϯͭ*
யყ࿀̜যయྉ̜ᆣૐ௰ڿ̜ࣞ
ިଟࣄჃڙ൛ᆍўѝџચ҃Ҁѓоࣞ

রਸྉ
Ϫܳϧ̞ϯϮϦႮ)܅ϧϨ̟ϩͭ*
ૈࣄ҆৪кѓѵџଊѾѓоࣞѢ
ဪџњѓоࣞ
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प
45ؙ2-876ྔ

ৗ༆

࿗෬॔ಇૈࣄྉ
Ϭܳϩ̞ϫϯϩႮ)܅ϧϮ̟Ϭͭ*
ທᇓѸর۪ൔўѝѢ
রࢢમಇౘྏўѝџચ҃Ҁѓоࣞ

గॉྉ
Ϫܳϩ̞ϬϭϪႮ)܅ϧϨ̟ϭͭ*
௰ࢉڿᄭ̜ࡢ̠ڿࡢݵ
ިଟڿڙ၇ўѝџચ҃Ҁѓоࣞ

平成２７年度決算報告

平成２７年度

北 竜 町 の 家 計 簿
一般会計の決算額を町民の皆さん一世帯当たりの家計簿にしてみました
こ こ で は、 平 成 ２７年 度 決 算 の 一 般 会 計 の 歳
入 決 算 総 額 ３４億 ８，２６１万 円 と 歳 出 決 算 総 額
３４億１，
７６５万円を３月末現在の世帯で町民一世帯
当たりの金額に計算し、家計簿に置き換えてみました。
収入合計は約４１０万円で、主なものは給料とパー
ト収入が約３０万円、親からの仕送り約２６６万円と
ローン借入金約５３万円、その他雑収入約４８万円と
なっています。支出合計は約４０３万円で、食費など
日常生活費に約５１万円、光熱水費・その他雑費に約
４８万円、会費・保険料・謝礼などに約９０万円、住
宅ローンなどの返済に約４９万円、家の増改築費に約
７５万円かかっており、また将来への備えのため、定
期預金へ３９万円積み立てしています。
家計の現状は、収入において給料やパート収入が減
り、親からの仕送りや家の増改築などに係るローン借
入金、その他雑収入が増えており、収入の大半を親か

らの仕送りに頼っている状況となっています。一方、
支出においては、ローン返済や家の増改築費が減った
ものの、光熱水費・その他雑費や会費・謝礼、そして
子供への仕送りなどが増えています。また、住宅ロー
ンを返済しながら、新たなローンの借入により、古く
なった家の大規模な増改築なども行っており、苦しい
状況ではありましたが、親からの仕送りやその他雑収
入の一部を定期預金に積み立てし、昨年より多くの金
額を定期預金に積み立てしています。
今後は、親からの仕送りが減る一方で、家の設備点
検費・その他雑費や医療費・教育費、子供への仕送り、
ローン返済、家の増改築費が増加し、引き続き苦しい
状況が続くことが見込まれるので、生活費の節約を徹
底するとともに、家の増改築では実施箇所に優先順位
をつけ、計画的・効率的に進めていく必要があります。
また将来への備えのため、定期預金への積立を計画的
に行っていくことも必要です。

ਓව



ݯၳȁȁȁȁȁȁ!!2:3-8:5!)5/8&*
ΩȜΠਓවȁȁȁ!!217-684!)3/7&*
̥͈ͣॽͤȁ3-767-541)75/9&*
υȜϋৰව߄ȁȁ!!645-886)24/1&*
ܢဖ߄ٜȁȁ!!!43-632!)1/9&*
़ືͅॼ̞̹̤̽̀߄!71-836!)2/6&*
ဖ߄၌௳̈́̓ȁȁȁȁ5-811!)1/2&*
༐फ̱̹̀ͣ̽͜ັ߄!!42-442!)1/8&*
̷͈ఈॠਓවȁȁ!!593-277)22/9&*!

̈́̓ુڰȁȁ625-529)23/9&*
କȆ֏ࣔව
͈ز୭തȆ̷͈ఈॠ!588-421)22/:&*
֓ၷȆ֗ޗȁȁȁȁ259-595!)4/8&*
زȆ৬͈ਘၑȁȁȁȁ!89-9:5!)2/:&*
ٛȆ༗ࡏၳȆ৫ႛȆ
͈͒׳੩̈́̓ȁȁȁ:14-279)33/5&*
ঊ͈̓͒͜ॽͤȁȁȁ345-13:!)6/9&*
υȜϋ༐फȁȁȁȁȁȁ5:5-573)23/4&*
͈ز௩٨ಃȁȁȁȁ!!85:-157)29/7&*
Ȇ૽͈ັȁȁȁ!42-442!)1/9&*
͈͒̓̈́ڼൎȆȁȁ5-:96!)1/2&*
ܢဖ߄͈͒ୟၛȁȁȁ49:-482!):/8&*

!ȁ!ਓවࣣࠗȁȁ!5-213-126

ȁȁࣣࠗȁȁȁȁ5-136-5:9

町の一般会計の経費ってどれに当てはまるの？
給料 … 町民税、固定資産税などの町税。
パート収入 … 保育所の保育料、住宅使用料、
各種証明手数料など。
親からの仕送り … 地方交付税や国・道の補
助金など。
ローン借入金 … 社会資本整備のため国など
から借りた借金。
定期預金解約 … 収入不足を補うため、また
特定の事業に使うために積み立てていた基金
からの繰入金。
財布に残っていたお金 … 前年度からの繰越金。
預金利息など … 基金利息などの財産収入。
返済してもらった貸付金 … 貸付金元利収入。

その他雑収入 … 寄付金、諸収入など。
食費など日常生活費 … 職員給などの人件費。
光熱水費/衣服購入費/家の設備点検費/その
他雑費 … 需要費/委託料などの物件費。
医療費/教育費 … 法律に基づく医療/児童/
老人/障がい者等に係る給付費などの扶助費。
家/車の修理費 … 施設/車両の修繕などの維
持補修費。
会費/保険料/謝礼/親戚への援助など … 広
域で実施する消防/ゴミ処理施設/学校給食組
合への負担金/ふるさと納税謝礼や各種団体
などへの助成金/補助金などの補助費等。
子どもへの仕送り … 診療所事業、各種保険

事業、特別養護老人ホーム事業、下水道事業
など特別会計への繰出金。
ローン返済 … 社会資本整備の財源として過
去に借りた借金の元利償還金。（公債費）
家の増改築費 … 道路、公営住宅、三谷コミ
センなどの施設整備費。（普通建設事業費）
親戚/友人への貸付 … 奨学貸付金などの貸
付金。
株などへの投資/出資 … 株式などの投資や
簡易水道事業への出資金など。
定期預金への積み立て … 将来に向けた蓄
え、特定の事業に使うための積立金。（基金
積立金）
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■特別会計

特定の事業のために一般会計とは別に保険料や使用料な
どの特定の収入により運営する会計です。
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■平成２７年度の主な事業
■総務費

○ 出産祝金支給事業

■土木費

○ 北海道市町村備荒資金組合

○ 児童手当支給事業

○ 除雪車両購入事業

○ 保育所保育料減免事業

○ 培本社古作線道路拡幅事業

災害備蓄資金納付事業

○ 板谷川端２線農道整備事業

○ 防災用備蓄品等購入事業
○ 災害非常持出袋購入事業

■衛生費

○ 橋梁長寿命化改修事業

○ 北竜町ため池防災

○ 北空知救急医療体制負担金事業

○ 吉田川護岸整備事業

○ がん検診助成事業

○ 和中央団地・和本町団地内窓・

ハザードマップ作成事業
○ 総合戦略作成調査事業

○ 任意予防接種費助成事業

給湯設備等改修事業

○ ひまわり油再生プロジェクト事業

○ 人間ドック料金助成事業

○ 和中央団地外壁改修事業

○ プレミアム付商品券発行事業

○ 乳幼児等医療給付事業

○ 和中央団地・いちい団地
屋上防水改修事業

○ 地域おこし協力隊設置事業
○ 民間賃貸住宅建設促進事業

■農林水産業費

○ ふるさと納税推進事業

○ 多面的機能支払事業

○ 三谷コミュニティセンター建設事業 ○ 中山間地域等直接支払事業

○ あおい団地建設事業（実施設計）

■消防費

○ 生活交通確保対策事業

○ 黒千石大豆作付奨励事業

○ 消防庁舎車庫増築・耐震改修等事業

○ 北竜町地域公共交通事業

○ 小麦・大豆乾燥調整貯蔵施設

○ 消防用有線式

整備支援事業

○ 宅地・持ち家取得奨励事業

サイレン吹鳴装置整備事業

○ 北竜町青春エール助成事業

○ 農業担い手確保・育成対策事業

○ 高齢者運転免許証

○ 農業体験実習生宿泊施設改修事業

■教育費

○ ひまわりバンク育成基金事業

○ 外国語指導助手派遣業務委託事業

○ 社会保障・税番号制度

○ 道営農業農村整備事業

○ スクールバス運行事業

システム改修事業

○ 有害鳥獣駆除対策事業

○ 北空知圏学校給食組合負担金事業

○ 未来につなぐ森づくり推進事業

○ 夢の教室開催事業

自主返納サポート事業

○ 奨学資金貸付事業

■民生費
○ 高齢者等生活支援・

■商工費

○ 小・中学校学習支援員設置事業

○ 購買力促進活性化推進事業

○ 中学校剣道場解体事業

○ 北竜温泉優待事業

○ 商業活性化施設整備支援事業

○ 小・中学校給食費助成事業

○ 福祉灯油等購入助成事業

○ ひまわりの里景観整備事業

○ 町営野球場補修事業

生きがい対策事業

（ノンノの森環境美化・

○ 高齢者世帯等除雪費助成事業

ひまわりの里太鼓橋架設他）

○ 臨時福祉給付金支給事業
○ 介護サービス提供基盤等整備事業

○ 北竜温泉施設館内照明

○ 障害者自立支援給付事業

13

ৃ၇!͕̩̠ͤ͟!!!଼ˎ˕ාˍ

LED化等改修・備品購入事業

平成２７年度決算報告

職員の給与等の状況
■初任給・職員の平均給与額・平均年齢状況一般行政職(H28年4月1日現在)
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■特別職・議会議員の報酬等(H28年12月1日現在)
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■ラスパイレス指数
国家公務員を100とした場合の本町の給与水準です。
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■人件費(普通会計決算)
職員や特別職(町長･副町長･議員･各種委員等)に支給される給料･報酬･共済費です。
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■職員給与費(普通会計決算)人件費の中の職員給与費と諸手当です。
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■ 碧水地域支え合いセンターの建設について
北竜町では、これからの高齢社会に向かって、国が推し進める新オレンジプランに基づき
「地域包括ケアシステム」を構築するため、平成２８年７月に碧水地域の皆さんによるボラ
ンティア組織（碧水支え合いの会）を結成しました。
住民参加による自主性を尊重しながら、生活支援サービスの担い手として、社会参加を
頂き、地域を支えていくことが今、求められています。
また、介護保険法の改正に伴い、平成２９年４月より新たに「総合事業」の実施が義務付
けられ、
「地域まるごと元気アッププログラム」を導入し、要介護状態になることを遅らせ
る予防運動等を実施するため、旧セブンイレブン跡地に 「碧水地域支え合いセンター」を
建設します。センターは、現在建設中であり、平成２９年４月より事業を開始する予定です。
少しでも健康寿命を伸ばし、地域住民の皆さんが長年住み慣れた地域で安心で安全な生活
がおくれるよう、また、地域の憩いの場、交流の場となる活動拠点の施設として整備を行う
ものであります。

●センター平面図

●センターの主な事業
●

介護保険（介護予防事業：まる元）としての活動の場所

トイレ１

●

地域高齢者の方々が集える交流の場所

前室

●

一人暮らし高齢者の閉じこもりを解消し、
生活を助長する活動の場所

●

そこに行けば、誰かが居て、相談、会話が出来る
コミュニケーションの場所

●

高齢者に限らず、子ども、障害者、
一般の方々が利用出来る場所

●

地域の憩いの場所（運動、体操、相談等）

●

地域の方々が集まることで、
地域の方々を見守り、情報を共有する場所

●

地域住民がボランティアを担い、地域共生を行う場所

ｽﾄｰﾌﾞ

トイレ２
ホール
物置
食器棚 冷
台所

ｽﾄｰ

ﾌﾞ

小上り

風除室

新年会のご利用お待ちしております
温泉での宴会、ご自宅や町内会のオードブルの仕出し配達行います。

１１日と２６日は風呂の日
入浴料が半額です！

町民プラン１泊２食付き４，５００円
町民限定のお得なプランです。
温泉に入って美味しい食事をゆっくりと楽しみませんか。
【サンフラワーパーク北竜温泉
15
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℡３４－３３２１】

予約・問い合わせ

雨竜町役場総務課

28

℡０１２５・７７・２２１１

平成 年度
自衛官等募集案内

●自衛官候補生（男子）

歳未

27

応募資格

歳以上

18

日本国籍を有し、採用予定

月の１日現在

スマイル歯科
℡ 74-5028

満の男子

現在受付中

日

又は、

28

医

西尾歯科医院
℡ 0125-23-4816
しらかば歯科
℡ 76-4181

巡回無料法律相談

試験期日

日・

27

ちびっこひろば

診療時間
医療機関名（歯科）※
は9時～12時

たなか歯科医院
℡ 23-5545
定岡歯科医院
℡ 32-4118
舟山歯科医院
℡ 23-2255
みやこし歯科診療所
℡ 0125-75-5330
深川第一病院歯科口
腔外科
℡ 23-3511

今月の行政相談

秩父別町ならびに雨竜町実

29

受付期間

毎日の暮らしの中で行政が

年１月

平成

試験会場

施の巡回無料法律相談会が開

陸上自衛隊旭川駐屯地

行っている年金、道路、河川、

窓口サービス等に対する、不
催 さ れ ま す 北( 竜 町 民 も 相 談

自衛隊旭川地方協力本部

※防衛大学校学生（一般）の

2/5
（日）

満や苦情又は要望や意見など

日（水）

18

アヒコ歯科医院
1/29
(担当医・児島医院院長 児島俊一）
（日）
℡ 24-8711
℡ 22-1101
深川市立病院
℡ 22-1101

できます 。)

を受付ています。

１月

番

■秩父別町

日時
募集もありますので、詳しく

1/22
（日）

午後１時～４時

1/15
（日）

℡ 22-1101
北海道中央病院
℡ 22-2135
深川第一病院
℡ 23-3511
深川市立病院

はお問い合わせ下さい。

1/9
(担当医・津田こどもクリニック
（月） 院長 津田尚也）

秩父別町役場

深川市立病院
℡ 22-1101
深川市立病院
℡ 22-1101
深川市立病院
℡ 22-1101
深川市立病院
℡ 22-1101
深川市立病院

場所

当

医 療 機 関 名

予約・問い合わせ

お問い合わせ先

日

秩父別町役場

1/8
（日）

■自衛隊旭川地方協力本部南

1/3
（火）

総務課総務グループ

1/2
（月）

地区隊

1/1
（日）

℡３３・２１１１

休
月日

℡０１６６・５４・５６１７

■役場総務課庶務係

℡３４・２１１１

■募集相談員

日（木）

午後１時～４時

中島則明・村上勝博・高橋敬子

１月

雨竜町ふれあいセンター

■雨竜町

日時

場所

26

相談は無料で口頭、電話、

分

30

手紙での相談はいつでも受付

ています。

日（火）

分～３時

今月の定例相談日

１月

午後１時

場所

老人福祉センター

行政相談員

長谷川 秀幸

℡３４・２６１１

30

17

○日

時

1月7日（土）10:00～11:30

場

所

和保育所

内
○日

容
時

お正月「お楽しみ会」
1月25日（水）10:00～11:30

場

所

和保育所

内

容

和保育所自由開放・お弁当体験

支援センター室

ピカピカキッズ
○日

時

1月13日（金）10:00～11:30

場

所

和保育所

内

容

鑑賞体験講座「太鼓」

持ち物

水分・ハンドタオル

北竜町地域子育て支援センター
℡ ３４ー３６７７

■夜間急病テレホンセンター ℡ 22-4100
※急病のため夜間・深夜・土曜日の午後から診療を受ける場合は、
夜間急病テレホンセンターに電話をしてから受診してください。
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保夫

月

日の任期満

民生委員・児童委員の
全国一斉改選
年

年

○和東町（いちい団地）
川本 郁子

○和本町
藤谷

京子

隆紀

○ 和・和東町（いちい団地を除く）
髙橋 康詞

○三谷
西野

農業後継者に対する
結婚相談所の開設
北竜町農村後継者対策推進

るアイヌ民族のご遺骨等のう

ち、身元が判明したご遺骨を

お返しする手続きを開始いた
しました。

本件に関し、お心当たりの

木( )
分から

℡０１２０・３６１・１１５

札幌医科大学事務局総務課

℡０１２０・６２２・２７７

北海道大学アイヌ遺骨返還室

お問い合わせ先

いいたします。

窓口までお問い合わせをお願

を次のとおり開設いたします。 ご遺族の方は、各大学の担当

くださいますようお知らせい

日時
１月 日

午後１時

分まで
第一研修室

午後３時
場所
公民館
担当相談員

杉本 友恵 相談員 瑞(穂）
中山 雅恵 相談員（美葉牛）
主催・お問い合わせ先
北竜町農村後継者対策推進
協議会
（事務局 産:業課農業担い手係）

℡３４・２１１１

アイヌ民族の遺骨の
返還に関するお知らせ

検索

保護司さんが
変わりました
平成
了に伴い、民生委員・児童委

本町の保護司としてご尽力
頂いた和町町内会 義盛ひと
員の全国一斉改選が

結婚に関するご相談等ござ

石井
規文

協議会主催による結婚相談所

みさんの任期満了に伴い、新
に行われました。任期は平成

○板谷町内会
前田
敬子

月１日

たに古作町内会 高橋敬子さ
月１日～平成

日までの３年間。３年毎の

年

いましたら、お気軽にお越し

○古作町内会
高橋
司

11

12

31

月１日に一斉改選されます。 たします。
担当地区
氏名

○岩村・美葉牛
辻
正昭

○碧水・古作・共栄
近江 千恵子

要な役割を担っています。
○板谷・和町
伊藤 二三男

○古作町内会
後藤

方々です。

○三谷町内会

○西川・桜岡
水原 隆応

現 在、 町 内 の 保 護 司 は 次 の

を行う等、更正保護行政の重

談に応じ、必要な助言・指導

犯罪や非行の予防に関する相

りの援助や、地域住民からの

や非行に走った人達の立ち直

保護司は、犯罪を犯した人

ました。

んが保護司として、任命され

月

30

○町内全域（主任児童委員）
中村 裕世

30 30

北海道大学及び札幌医科大

ৃ၇!͕̩̠ͤ͟!!!଼ˎ˕ාˍ
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○詳しくはほくでんホームページをご覧ください。

すこやかセンター親子自由開放

ほくでん節電

すこやかセンター

20日(金)10:00～16:00

北海道電力からのお願い

ヘルシー講座

19

学では、各大学が保管してい

健康相談

○この冬も引き続き「無理のない範囲での節電」に
ご協力をお願いいたします

すこやかセンター

16日(月)10:00～13:00

碧水生きがいセンター

13:30～14:00

すこやかセンター

12日（木）10:00～11:00

すこやかセンター
11日(水)12:00～

28

12

○町内全域（主任児童委員）
杉本 育子

乳幼児健診

11

※すべて再任

１月の保健行事

12 30 28

拓殖大学北海道短期大
学 ゼミ成果発表会
年度農学ビジネス学

拓殖大学北海道短期大学で
「平成
科環境農学コースゼミ成果発
表会」が開催されます。
環境農学コース２年生全員
と国際学部生が１年間取り組
んだ調査・研究の成果が、学

ストップ・ザ・交通事故
めざせ安全で安心な北海道

ど、慎重な運転を心がけまし

ドダウンや早めのブレーキな

大な影響を与えます。

民に迷惑をかけ、生活にも重

除排雪作業の妨げになり、住

む地域でもいつ災害が起きる

あなたとあなたの家族が住

ＤＩＧ的○×クイズ

ょう。
●悪天候に注意
吹雪や大雪など悪天候時の
運転は吹きだまりや視界不良
による立ち往生等の危険が伴
いますので、不要な外出は控
えましょう。
やむを得ず車で外出すると

●余裕を持った運転を
冬道は天候状況や積雪によ

会方式で発表されます。参加

そんなときに役立つ、簡単

かわかりません。

するとともに、防寒具やスコ

な○×クイズに挑戦してみま

きは、事前に道路状況を確認

でに時間がかかります。

ップ等を準備しましょう。

無料、事前申し込み不要です。 る渋滞が発生するなど到着ま
目的地までの天気と道路状況

せんか？
問題

地震で自宅が崩れ、中に閉

じ込められた場合どうする？

合計

日時

やめましょう
みんなが困る迷惑駐車

物 損 事 故

その他

人 身 事 故

金庫
破り

を事前に把握して、時間に余
裕を持って出発しましょう
●スピードダウンと慎重な運
転を

●緊急車両の活動を妨げます

大声で叫び助けを呼ぶ。

犯罪の発生件数

２月２日 木( )
午前９時から午後５時まで
場所
拓殖大学北海道短期大学１
０１教室

冬道では、スリップによる
正面衝突の死亡事故が多発し

主催・お問い合わせ先
拓殖大学北海道短期大学

狭い道路に違法車輌がある
ときは、他の車両が通行不能

ています。
スピードダウンと路面状況に

となります。特に消防車や救

Ａ

壁を叩いて助けを呼ぶ。

ページに掲載してい

Ｂ

答えは
ます。

交通事故の発生件数

町民が町外で
第１当事者となった
人身事故件数

車上
狙い

病院 事務所
荒らし 荒らし

℡２３・４１１１

あわせた慎重な運転を心がけ

急車などの緊急車両の活動を
を与えます。

妨げ、人命救助に重大な影響

ましょう。
●「急」のつく運転操作は危険

●除排雪作業などの障害とな

急発進、急加速、急ハンド
ル、急ブレーキといった「急」

ります
違法駐車が除排雪の進行や

のつく運転操作はスリップに
繋がり大変危険です。スピー

33

28

２３・４４１１
FAX

北竜町の事件・事故の発生状況（11月末現在）

平成28年

０

０

０

０

３

３

平成28年

２

平成28年

47

平成28年

１

平成27年

１

１

２

１

２

７

平成27年

１

平成27年

65

平成27年

3
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後期高齢者医療制度のお知らせ
～ 医療費通知 ～
■医療費通知を全受診者へ送付します
広域連合では被保険者の皆様の医療費総額などについてお知らせする「医療費通知」
をこれまで希望された方に対し年２回送付しておりました。
平成２８年９月送付分から、対象期間に医療機関等を受診した全ての被保険者の皆様
へ送付するよう変更しています。
これは、医療機関の窓口でお支払いいただいた自己負担分を除いた医療費は、後期高
齢者医療制度から支払われていることを具体的に理解していただくとともに、健康管理
の重要性を意識していただくことで、医療費の適正化、ひいては被保険者の皆様の負担
軽減を図ることを目的としています。

◆医療費通知の活用例
● 医療費の推移が一目で把握でき、ご自身の健康状況の把握や健康管理に活用できます。
● インフルエンザ予防や健康診査など皆様の健康増進に役立つ情報をお知らせします。
● 診療日数等に間違いがないか確認しましょう。
【イメージ図】
受診年月
H ２８年１月
H ２８年２月

診療を受けた医療機関等
○○病院
××薬局
合

診療区分
医科外来
調剤

日数
１
１

計

医療費総額 自己負担額
１８，０００
１，８００
１０，０００
１，０００
２８，０００

２，８００

◆注意事項
・ 確定申告（医療費控除）の際の添付資料としては使用できません。
・ 医療機関等の請求遅れや請求内容を審査中のものなど、
一部の受診記録が記載されていない場合があります。
・ 自己負担額は、市町村等から医療費助成を受けているなど、
記載されている金額と実際に窓口で支払った金額が異なる場合があります。
・ このお知らせは、皆様の受診状況についてお知らせするものであり、
請求書ではありません。また、特に手続きなど行っていただく必要はありません。

◆発送日・対象診療月
医療費通知の発送日、対象となる診療月は、次のとおりです。
発送日
平成２９年３月末日
平成２９年９月末日

診療月
平成２８年７月～１２月
平成２９年１月～６月

お問い合わせ先
北海道後期高齢者医療広域連合
℡０１１- ２９０- ５６０１
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北竜町役場住民課国保医療係
℡３４－２１１１

福祉灯油代等助成・除雪費助成について
町では今年度においても、在宅福祉の向上を図ることを目的に次の世帯に暖房用灯油代及び暖房用電気代、
除雪費用の助成を行います。申請方法は、居住要件と世帯要件を満たしている世帯へ申請期限までに、担当
民生委員が訪問し申請書をお渡し致しますので、必要事項を記入の上、領収書等と一緒に担当民生委員にお
渡しいただくか、役場住民課福祉係まで提出してください。申請書受理後、所得要件を確認し後日助成の有
無等をお知らせいたします。

福 祉 灯 油 代 助 成
●助成対象世帯
次の要件１～３をすべて満たしている世帯です
（暖房用に灯油を使用しない住宅に居住している者を除く）
。
１

居住要件～１２月１日現在、北竜町に現に居住している世帯(入院者、施設入所者等を除く)
（１２月１日～３月３１日の間、各月ごとにその月の半分以上の日に自宅に滞在する
ことが見込まれる方）

２

所得要件～本年度の町民税が非課税の世帯または、町民税の均等割額だけが課税されている世帯

３

世帯要件～次のいずれかに該当する世帯
①世帯主が７０歳以上、同居の親族も７０歳以上の方で構成されている世帯
②７０歳以上の独居世帯
③身障手帳１級及び２級の交付者で、その方の収入で生計を営んでいる世帯
④義務教育期間終了前のお子さんを養育し、児童扶養手当を受給している母子世帯及び父子世帯
（扶養義務者等と同居している場合は、
扶養義務者などが町民税非課税世帯または町民税均等割のみの場合に限り対象）
成
額
●灯油代：６，０００円
●電気代：６，０００円
●ガス代：６，０００円

●助

※申請できるのは、灯油代、電気代、ガス代のうち
主力暖房として利用しているもの１つになります。
●申

請

●そ

期

平成２８年１２月１６日（金）～ 平成２９年２月２８日（火）まで

他

助成額について、近年、灯油代の変動が大きいため、

の

間

その動向を勘案した支給がなされるよう、灯油代の助成額に上限を設けました。
今年度については、助成額は６，０００円です。
また、今年度から暖房用にガスを使用している方も支給対象となりますので、
対象の方は期限までに申請されますようお願いします。

除 雪 費 助 成
●助成対象世帯
次の要件１～３をすべて満たしている世帯です。
１

居住要件～１２月１日現在、北竜町に現に居住している世帯(入院者、施設入所者等を除く)

２

所得要件～本年度の町民税が非課税又は均等割のみが課税されている世帯

３

世帯要件～次のいずれかに該当する世帯
①世帯主が７０歳以上、同居の親族が６５歳以上の方で構成されている世帯
②７０歳以上の独居世帯
③６５歳以上の身体障害者又は世帯全員が病弱で除雪が困難な世帯
④その他町長が特に認める世帯
成
額
（１）玄関前の除雪（２）屋根・窓の除雪

●助

上記で業者等へ支払った額の２分の１（ただし、
（１）
（２）ともに２０，０００円が限度）
●申

請

期

限

平成２９年３月３１日（金）までに、領収書等を添付の上、申請書を提出下さい。

【お問い合わせ先】

役場住民課

福祉係

℡３４－２１１１
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働いている
調理師の皆様へ！
■

調理師法では、調理業務に従事している調理師の方は、２年ごとに、12 月31日現在の調理

従事場所等を届け出なければならないと定められており、今年は届出の必要な年となっています。
■

届出が必要な調理師の方とは、次の施設、店舗で調理の業務に従事している調理師の方です。
・

寄宿舎、学校、病院、事業所、社会福祉施設、介護老人保健施設、矯正施設、
その他多数人に飲食物を調理して供与している施設

・
■

飲食店営業、魚介類販売業、そうざい製造業
届出は、あなたが働いている地域を担当区域としている北海道全調理師会深川支部

（所在地：深川市２条10 番１号

プラザ冨士屋内

℡２３- ２１０７ ）に

平成29 年１月15日までに提出してください。
■ 届出用紙は、
一般社団法人北海道全調理師会、
深川支部及び最寄りの保健所に備えてあります。
また、インターネットでの届出も可能です。
次のホームページ・アドレスからアクセスしてください。
注意）平成28 年12月3 1日～平成29年１月1 5日までアクセス可能です。
ホームページ・アドレス ⇒ https://www.harp.lg.jp/SksJuminWeb/EntryForm?id=AOVie6SV
■

詳しくは、一般社団法人北海道全調理師会深川支部（℡２３- ２１０７）または、
北海道深川保健所（℡２２- １４２１）にお問い合わせください。

監査委員からのお知らせ
平成28年度の定期監査を11月下旬に実施いたしましたので、その結果について概要をお知らせいたします。
定期監査と言われている監査は会計年度中、少なくとも1回以上行わなければならない監査であり、一般
会計と７つの特別会計を合わせた８会計を対象とし、財務に関する事務の執行及び経営に係わる事業の管理
を監査するものであります。
監査は事務の所管などから事前に提出を求めた資料や、監査委員が特に提出を求めた関係書類を審査しつ
つ職員から事情聴取を行い実施いたしました。
監査の結果は次のように3つに区分し整理いたしました。
1つ目に、是正又は改善を求めることが必要な「指摘事項」
2つ目に、指摘事項に該当するがその内容が軽易な「指導事項」
3つ目に、改善を求める事項が制度などに起因するもので、その制度について検討を求める「検討事項」
に区分し、監査の結果はそれぞれの事項で数点の是正、改善及び、検討を求めるべきものが確認されました。
いずれも行政運営に大きな影響を与える内容のものではなく、担任業務の不慣れであったり、また事務処理
の繁忙期にぶつかり、ついつい見過ごしてしまったなどと思えるのがほとんどと感じられました。
今回の定期監査結果をふまえ、職員間の連携と個々の資質向上に向けたさらなる努力が必要と感じました。
なお、定期監査結果報告書につきましては役場２階、議会事務局（兼監査事務局）において閲覧すること
が出来ます。いつでもお越し下さい。
北竜町監査委員
同
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長谷川 秀幸
小坂

一行

平成２８年度空知管内ＪＡ青年部海外農業事情視察研修
JAきたそらち青年部北竜支部
松田 晋里
私はこのたび、空知管内ＪＡ青年部の２８年度
海外視察研修に参加し、１０月３０日から１１月５
日までアメリカ西海岸を中心に研修してきました。
主に滞在したカリフォルニア州は、農地が日本
の約２．４倍に対し、年間降水量は日本の約３分
の１ほどしかなく、農地の規模だけでなく気候風
土も全く違います。
現地では、様々なアメリカ国内の需要に合わせ
た複合経営を行っている、カリフォルニア州の農
業法人や農業協同組合を視察させていただきまし
た。
はじめに訪れたのは、ＪＡグループに近い組織
といわれている、非営利の農業団体サクラメント・
ファーム・ビューロです。この団体では、農業者
の支援と農業の発展拡大を目標としているほか、
広報活動や教育、基金活動、そして政治家に対す
る農業政策改善をアピールする活動も行っていま
す。日本の農協しか知らない私にとっては見るも
の全てが新鮮で、海外の農業団体を視察でき深く
感銘を受けました。
続いて訪れたのは、カリフォルニア米を生産し
ているスパングラー氏の農場です。この農場は約
４００haあり、サクラメント市の農家ではごく一
般的な経営面積といわれています。北海道と比べ
ての経営規模に驚かされました。収穫は１８～
２２％の水分量で行い、1日２４～２８ha刈り取
ります。日本と違い熱風の乾燥機は使わず、外気
を取り込み扇風機で送風するのみで、約２週間か
けて仕上げるそうです。刈り取った稲の乾燥手法
にも大きな違いがあります。
その後、約１，０００ha以上の経営面積を誇る
フレスノ農場を訪れました。ここでは主なピスタ
チオ等のナッツ類とブドウ等の果樹生産、その他
酪農も行っています。ここで収穫されたナッツ類
は日本にも多く輸出されています。１，０００ha
以上の経営規模にも驚かされましたが、北海道で
は馴染みのないナッツの生産現場を見ることがで
き貴重な体験となりました。
農作物の生産に加え観光農場の一面をもつ、マ
レーファミリーアームズ農場も訪問しました。主
産物の果樹や南瓜の収穫が落ち着く１０月～１１
月頃から観光農場に力を入れており、農業を題材

とした学校教育を手掛け、その手法はカリフォル
ニア州だけでなくアメリカ国内でも高く評価され
ており、現地の学校教育でも様々な行事が展開さ
れています。
北海道では農作物の収穫が終わると降雪により
大半の人が農閑期を迎えますが、農閑期でも観光
農場を展開できる環境や、農業を取り入れた教育
風土に、深く感銘を受けました。
研修を通じて広大なカリフォルニア州を３分の
２ほど縦断しましたが、どの視察先でも懸念され
ているのが、深刻な水不足と労働者不足でした。
年間降水量の少ないカリフォルニアではどれだけ
経費を節約しても広大な面積に撒く水代は経営を
少なからず圧迫し、また繁忙期には季節労働者を
雇っていますが、人手が不足しているためメキシ
コなどの移民を雇っています。不法移民も多く紛
れていますが、それでも労働者不足は深刻です。
大統領選挙ではトランプ氏が当選し、今後さら
に移民労働者を排他する動きが強くなると言われ
ています。労働者不足は日本国内でも深刻な問題
となっており、担い手確保は喫緊の課題です。日
本と同様の課題を農業大国のアメリカも抱えてい
ることを初めて知りました。アメリカの農業規模
に圧倒されたことが多かったのですが、反面、日
本と同じ課題について深く考えさせられます。こ
れらを踏まえ、非常に有意義な視察研修となりま
した。参加した空知の盟友とも様々な話をしまし
たし、人脈を広げることもできました。
結びになりますが、このような貴重な機会を与
えてくださった多くの関係者の皆様に感謝を申し
上げ、研修報告とさせていただきます。大変あり
がとうございました。
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フレッシュミズ道外研修をおえて
JAきたそらち女性部北竜支部

平成２８年１１月１０日から１３日の４日間、
植松園恵さん、辻圭子さん、石井朝江さん、私と
農協職員の高木さんの５名で、沖縄へ視察研修へ
行ってきました。
今年は、例年よりも降雪が早く、出発前日の道
内は大荒れ。無事に出発できるのかという不安の
中、当日は予定していた時刻よりも少し時間を早
めての出発になりましたが、天候に左右されるこ
となく、沖縄へ到着することが出来ました。
最初の研修先となったのは、糸満市にある「Ｊ
Ａ おきなわ」が運営するファーマーズマーケッ
ト（直売所）「うまんちゅ市場」です。
ここでは、ひまわりライスの「ななつぼし」
・
「お
ぼろづき」が販売されており、白米だけではなく、
一分づき・三分づき・五分づき・七分づきという
方法に分けて、店頭精米が行われていました。
その他にも、野菜・青果・加工品や惣菜、また
今年から出来たという精肉コーナーもあり、数多
くの商品が並んでいました。
当日は天候にも恵まれ、９時の開店と共に店内
には沢山のお客様が入ってきました。試食も兼ね
ての販売は１０時からの予定だったので、その間
なかなか立ち止まってくれる方も少なかったので
すが、そこへノースドラゴンブラウンが応援に駆
け付けると、店内にいたお客様はノースドラゴン
に興味を持ち、北竜町に興味を持ち、そしてお米
に興味を持ち、購入してくれる方もいました。ま
た、ノースドラゴンブラウンと写真を撮ったり、
握手をしたりと一瞬で和やかな雰囲気になり、そ
れまでなかなか声を出せなかった私達も、緊張が
ほぐれ、呼び込みにも力が入りました。
試食が出来るようになると、沢山のお客様が集
まり「おいしい！」「いつもななつぼしを買って
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フレッシュミズ会長
山田 のぞみ

ます！」
「おぼろづきも美味しいね」
「やっぱりこっ
ち（ななつぼし）の方がいいね」などの声を聞く
ことが出来、また、お米もたくさん売れて本当に
嬉しかったです。
まだ人で賑わう店内を後にし、私たちが次に向
かったのは島らっきょうと小菊の農家視察です。
どちらの農家も北海道に比べると、それほど広い
面積ではなかったのですが、直売所メインの出荷
で精算額が高い為、十分生活をしていけるとの事
でした。その周辺には、ゴーヤやピーマン、島野
菜を栽培している所もあり「台風の時は、大変で
はないですか？」という質問に対し、台風の時に
はテントを剥いだり、上に巻きつけたりと十分な
対策はするが、沖縄では台風が来た方がウリハム
シ等といった虫が少なくなるので、台風が全くな
いと困るとの事でした。北と南、天候も気温も栽
培する物も時期も違えば、考え方も違いがあるの
だなと思いました。
その日の夜には、うまんちゅ市場の店舗職員の
方と交流を図る事ができ、とても楽しい時間を過
ごすことが出来ました。
この研修を通し、消費者の声を直に聞けた事、
中には秋田から来られたお客様もいて「北海道の
お米も美味しくなったよな～」と言って頂きまし
た。もちろんとても嬉しかったです。ただ、産ま
れも育ちも農家っ子の私にとっては「美味しくな
いお米」を食べたことがないのです。きっとそれ
は父、祖父、先人の方達が品質改良や、努力を重
ねて来た結果なのだなと改めて思いました。
だからこそ、この「美味しいお米」をもっと沢
山の方々に知って頂きたいですね！
今回は貴重な体験をさせて頂き、本当にありが
とうございました。

北竜土地改良区
ほくりゅう

新年のご挨拶

ばと全国土地改良事業団体連

区としても幾分かの力になれ

お見舞いを申し上げます。当

な被害を受けました。心から

川、空知川の氾濫により大き

等に向けた、農地の団地化、

担い手の更なる経営規模拡大

る情勢が大きく変化する中で、

の進展など農業・農村をめぐ

致します。近年農業の国際化

組合員皆様のご協力をお願い

に努めて参りたいと思います

合会を通じて募金活動を行い、

大区画化、排水改良等、農業

海道に上陸、接近する事態と

一日も早い復旧を願い応援を

生産基盤の整備が強く求めら

ので事業推進にあたり期成会、

行ったところで御座います。

れており予算確保が必須条件

なりオホーツク、十勝、石狩

月１日に北竜土

は、ご家族お揃いにてご健勝

ございます。組合員の皆様に

新年明けましておめでとう

１０２の発表もあり６年連続

以降天候も回復し、作況指数

候が続きました。しかし７月

が、６月に入り一時不順な天

農業情勢も大きく変わりまし

昭和、平成と時が移りこの間

祝賀会を御来賓多数のご列席

地改良区創立１００周年記念

保に向けて、関係機関と連携

とした予算総額の安定的な確

し た。 創 立 以 来、明 治、 大 正、 事業関係の当初予算をはじめ

を頂き開催させていただきま

を図りながら強力に要請活動

要な平成

けた生産基盤整備の推進に必

であります。攻めの農業に向

次に昨年

で新年を迎えられたことを心

の豊作を期待しながら収穫期

た。先人、先輩諸氏が多くの

を行って参りたいと思います。

博信

よりお喜び申し上げます。日

を迎えました。しかし、いざ

苦難を乗り越え築き上げられ

最後に昨今の農業を取り巻

近江

頃より土地改良区の運営、維

収穫が進むと豊作という数値

た偉業、遺産に心から敬意を

く環境は依然厳しいものがあ

北竜土地改良区理事長

持管理、並びに事業推進に深

には届かない状況であり、乳

表し、今後土地改良区の健全

年度農業農村整備

いご理解とご協力を賜り厚く

白、腹白等、しらたにより調

り、無事通水を終える事が出

に対するご理解とご協力によ

ましたが、組合員皆様の通水

期の用水の確保を大変心配し

も早く進みました。かんがい

日頃の営農努力の成果と敬意

されたことは、組合員皆様の

晴らしい、おいしい米が生産

品質においては近年になく素

きたものと思います。しかし

最終的に平年作以上は確保で

育 成 型 ）北 竜 北、北 竜 北 西、渭

として農地整備事業（経営体

今年度の道営土地改良事業

ます。

努力を新たにするものであり

域農業の振興、発展のために

農地を将来に向かって守り地

整による目減りもありますが、 な運営と地域の宝である水、

まして、最良の年になります

本年も組合員の皆様にとり

努力いたす所存で御座います。

目指し、役職員一致協力して

的な維持管理、経費の節減を

りますが、今後も施設の効率

順調な春作業でありました

に米にあっては、融雪も早く

さて昨年を顧みますと、特

８月下旬には４つの台風が北

県を襲った熊本地震、そして

昨年は４月に熊本県、大分

設整備型）和地区の継続推進

利施設整備事業（基幹水利施

の津、北竜南２地区、道営水

年のご挨拶と致します。

りますことを祈念申し上げ新

よう、更に豊穣の出来秋にな

ご協力をお願い致します。

組合員皆様の一層のご支援、
来ましたことに心から感謝申

を表する次第であります。
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し上げます。

昨年は積雪も少なく、融雪

お礼申し上げます。

12
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平成２８年度臨時総会で補正予算などを可決
本年度の臨時総会が去る１１月２２日公民館大ホールにおいて開催され、議長に藤井明紀氏、議事録記名人
に渡辺俊成氏、杉本徳夫氏をそれぞれ選任して別掲のとおり全議案が可決されました。
議案番号

件名

承認議案 平成27年度会計
第１号 収入支出決算の承認について
承認議案 平成27年度 財産目録及び
第２号 事業報告の承認について
北竜土地改良区
第１号
定款の一部変更について

内容
平成27年度会計 収入支出決算の承認を求めるもの。
収入決算額
424,421千円
支出決算額
397,302千円
差 引 残 額
27,119千円
平成27年度 財産目録及び事業報告の承認を求めるもの。

結果
原案
承認
同

定款の一部を変更するもの。

原案
可決

１．道営土地改良事業 北竜北地区において次の土地改良施設用地を処分する。
所在
地目
面積 単位
金額
譲渡先
① 雨竜郡北竜町字碧水391番2 用悪水路 27㎡ ㎡当たり58円 1,566円 中村尚一
② 雨竜郡北竜町字碧水391番3 用悪水路 21㎡ ㎡当たり58円 1,218円 中村尚一
２．道営土地改良事業 渭の津地区において次の土地改良施設用地を処分する。
所在
雨竜郡雨竜町字
渭の津130番137

地目

面積 単位

金額

譲渡先

用悪水路 279㎡ ㎡当たり58円 16,182円 田岡 順

３．道営土地改良事業 北竜北西地区において次の土地改良施設用地を交換する。
第２号

◇譲受

土地改良財産の処分並びに
交換について

所在
ಶ๗अࣞ܁
雨竜郡北竜町字板谷160番2の内

◇譲渡

̛ϧϯ̞ϫϮϦ܅
̛̛̛!̛)Ϫ/Ϭͭͅ

所在
अࣞࡸѧஂଭ
̛̛ϯ̞ϭϬϧ܅
雨竜郡北竜町字板谷468番1の内
!!!!!!!̛)Ϩ/ϩͭ*

地目
田

面積 譲受先
106㎡ 中村尚一

地目
用悪水路

面積 譲渡先
206㎡ 中村尚一

同

４．次の土地改良施設用地を交換する。

◇譲受

ଊࣞ
ϧϧϪ̞ϧϩϬ܅
̛̛!̛)ϨϬ/ϯͭ*

所在
雨竜郡北竜町字三谷91番25
ଥ൛ࣞࡸѧးࣞ

◇譲渡

̛!ϭ̞ϫϮϪ܅
̛̛!̛̛)ϧ/Ϯͭ*̛

所在
ઌଭ
̛̛ϧ̞ϧϨϧ܅
雨竜郡北竜町字三谷204番25の内
!̛̛̛̛)Ϧ/ϩͭ*

第３号

平成28年度会計 収入支出
第１回補正予算について

ਓවࣣࠗ
!

地目
面積 पࡸࣞݡѧચᄿᆍ
譲受先
ϨϦϪ-ϧϧϫ܅
用悪水路
（田）172㎡
善岡澄雄
535-532୷)!!̛̛ ϪϮ/ϧͭ*
地目
用悪水路

面積 譲渡先
106㎡ 善岡澄雄

းஃࣞࡸѧপ࿋ࣞ
既定予算額より3,302千円を増額し、
ϫϨ̞ϦϨϪ܅
̛̛!̛)ϧϨ/Ϩͭ*
第１回補正予算額を583,384千円とするもの。

ຟဠࣞݡ
ϧϬ̞ϧϦϦ܅
̛!̛̛)ϩ/Ϯͭ*

同

平成２７年度会計 収入支出決算 内訳
ૈࣄమఔྉ
̛ϫϦ܅
̛̛̛̛)Ϧ̟ϧͭͅ

ಶ๗अࣞ܁
̛ϧϯ̞ϫϮϦ܅
̛̛̛!̛)Ϫ/Ϭͭͅ

ଊࣞ
ϧϧϪ̞ϧϩϬ܅
̛̛!̛)ϨϬ/ϯͭ*

ଥ൛ࣞࡸѧးࣞ
̛!ϭ̞ϫϮϪ܅
̛̛!̛̛)ϧ/Ϯͭ*̛

۪ഈࠉᅫྉ
̛Ϫϯ̞ϯϬϦ܅
̛̛!̛)ϧϨ/Ϭͭ*

ਓවࣣࠗ
!535-532୷

पࡸࣞݡѧચᄿᆍ
ϨϦϪ-ϧϧϫ܅
̛̛!!)ϪϮ/ϧͭ*

ઌଭ
̛̛ϧ̞ϧϨϧ܅
!̛̛̛̛)Ϧ/ϩͭ*
းஃࣞࡸѧপ࿋ࣞ
ϫϨ̞ϦϨϪ܅
̛̛!̛)ϧϨ/Ϩͭ*
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ڴཤࠉᅫྉ
̛ϫϧ̞Ϯϭϯ܅
̛̛!!!)ϧϩ/Ϧͭ*

ஂફࣞ
̛ϧϪ̞ϦϨϫ܅
̛̛̛̛)ϩ̟ϫͭͅ

अࣞࡸѧஂଭ
̛̛ϯ̞ϭϬϧ܅
!!!!!!!̛)Ϩ/ϩͭ*

ৃ၇!͕̩̠ͤ͟!!!଼ˎ˕ාˍ

ຟဠࣞݡ
ϧϬ̞ϧϦϦ܅
̛!̛̛)ϩ/Ϯͭ*

ࠔࣞ
ϧϮϩ̞ϩϧϧ܅
̛̛̛)ϪϬ̟ϧͭ*

अࣞ
̛ϧϦ̞ϭϦϪ܅
!!!!!!!!)Ϩ̟ϭͭ*

ࣣࠗ
!4:8-413୷

๘එނᆕૈࣄྉ
̛̛ϩ̞ϧϦϮ܅
̛!̛!!̛)Ϧ/Ϯͭ*
ૈࣄက൶ࣞ
̛ϬϮ̞ϧϧϧ܅
!!!!!!)ϧϭ̟ϧͭ*

ஂ౯ࡸѧ൶ࣞ
̛ϧϬ̞ϧϫϪ܅
̛̛!!!!!)Ϫ/ϧͭ*

財

産

ഊȁȁȁȁȁȁȁȁါ

目
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北竜土地改良区 創立１００周年記念祝賀会について
平成２８年１２月１日（木曜日）にサンフラワーパーク北竜温泉で
北竜土地改良区

創立１００周年記念祝賀会を開催しました。

祝賀会次第
１．開

会

北竜土地改良区理事長代理

西野 利幸

２．物故者に対し黙祷
３．挨

拶

北竜土地改良区理事長

近江 博信

４．祝

辞

北海道土地改良事業団体連合会会長理事

塩㞍 芳央

様

北竜町長

佐野

豊

様

雨竜町長

西野 尚志

様

５．祝

宴

乾

杯
万歳三唱

北竜町議会議長

佐々木 康宏 様

きたそらち農業協同組合
北竜地区代表理事

６．閉

▲ 開会

会
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北竜土地改良区総括監事

北竜土地改良区理事長代理

▲ 来賓挨拶
会長理事

北清 裕邦

西野 利幸

北海道土地改良事業団体連合会
塩㞍 芳央 様

ৃ၇!͕̩̠ͤ͟!!!଼ˎ˕ාˍ

河野

▲ 挨拶

北竜土地改良区理事長

▲ 来賓挨拶

北竜町長

佐野

朗

近江 博信

豊様

様

▲ 来賓挨拶

▲ 閉会

雨竜町長

西野 尚志 様

北竜土地改良区総括監事

河野

▲ 乾杯のご発声

朗

北竜町議会議長

佐々木 康宏 様

▲ 万歳三唱 ＪＡきたそらち北竜地区代表理事 北清 裕邦 様

北竜土地改良区の概要
ひまわりの作付けと、安全安心な食糧生産宣言の町 代まで村長が兼務し４代から組合員選出の組合長が就
として知られるようになった北竜町は、明治２６年に 任している。
千葉県の吉植庄一郎を団長とする第１次移民２５戸、

昭和２６年１２月１日、法改正により土地改良区に

４０余人が入植して開拓の鍬を下したことに始まり、 組織変更となるが、水稲作付けに必要な水不足解消の
同３２年、雨竜村から分村して北竜村が誕生した。こ 為国営恵岱別ダムをはじめとして各種ダムの建設、国
の年、続木竹吉が東旭川から種籾を入手して水稲の試 営付帯道営かんがい排水事業ほか一連の用排水路の整
作に成功し、同４４年に渡部八右衛門ら６人が発起し 備壮工、道営河川工作物応急対策事業での頭首工完備、
恵岱別用水組合を創立、恵岱別川から、かんがい面積 国営かんがい排水事業雨竜川中央地区や国営農地再編
１，０００ヘクタールに及ぶ水利権を取得した。これ 整備事業、道営ほ場整備事業５地区、道営中山間地域
が北竜土地改良区の起源である。

総合整備事業２地区、道営水利施設整備ストックマネ

明治４５年５月、幹支線水路工事を完成し約３００ ジメント事業２地区など、かつてない事業費をかけて
ヘクタールの水稲作付けを行い、入植以来悲願とした 積極的に水資源の確保と圃場条件の改善と整備に手を
米の収穫を喜びあったが、工事費残額や水路決壊導水 尽くし完了している。現在においては、道営農地整備
門大破修理工事費の支払いが、大正２年の大凶作に遭 事業（経営体育成型）４地区、水利施設整備事業１地
遇し、有志１４人が自己所有の土地を担保に差し入れ、区が継続されている。また、平成３０年度には道営農
個人からの借入れにより、辛うじてこの苦境を切り抜 地整備事業（経営体育成型）１地区を計画予定している。
けている。この苦難を教訓として大正３年に北竜村土
功組合を設立、同６年に設立許可を受けた。

平成２８年４月現在、賦課面積２，６６４ha、組合
員数１８６人、地区は北竜町と雨竜町の一部。予算規

北竜村土功組合は大正６年から昭和２６年まで約３ 模５億８，００８万２千円。理事７人、監事２人、職員
５年経営されたが、地区９３２ヘクタールに及ぶ用水 ８人である。平成２４年４月、組合員数２２４人とな
供給の万全を期し冷害凶作や経済恐慌の中にあって健 り土地改良法２３条により総会制移行準備。平成２６
全経営を貫き、北海道からの運営に対する融資や特別 年３月には組合員数２０７人となり総会制に移行する。
助成の交付は一切受けることなく自主自立の基礎づく

本年は用水組合設立から１０６年、土功組合設立か

りを果たした先人の努力は驚異的であり、組合長は３ ら１００年、土地改良区となって６５周年を迎えた。
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北竜町無火災期間（平成２８年１２月２０日現在）
第１分団区域
３２７日間
第２分団区域
９５日間
平成２８年深川地区消防組合管内火災発生件数
１４件
内訳 北 竜 ２件
深 川 ６件
秩父別 １件
妹背牛 ２件
沼 田 ２件
幌加内 １件

謹 賀 新 年
深川地区消防組合北竜消防団

団 長

加 藤

宰

新年あけましておめでとうござ

また、火災発生件数につきまし

き続き消防防災力の強化､火災予防

います。輝かしい平成29年の新春

ては､全国的に年々減少傾向にあり

対策の推進を図るなど､積極的に取

を迎え､町民の皆様に謹んで年頭の

ますがいまだに４万件ほどの火災

り組んで参りますので､今後も皆様

ごあいさつを申し上げますととも

が発生しております。昨年､北竜町

のご理解とご協力をお願い申し上

に､日頃から消防行政に対しまして

内におきましては住宅火災が１件､

げます。

深いご理解とご協力を賜り厚くお

車両火災が１件発生いたしました

最後になりますが､皆様のご健康

礼申し上げます。

が､人的な被害がなかったことはな

とご多幸をお祈り申し上げますと

によりだったと思われます。

ともに､本年が災害のない一年であ

昨年を振り返りますと全国各地
で地震や風水害による自然災害が

火災を早期発見､早期避難するこ

りますよう心から祈念申し上げ､年

多く発生しており、熊本県では４

とを目的に住宅用火災警報器の設

頭のごあいさつとさせていただき

月に震度７を２回も記録する大規

置が義務付けられてから10年が経

ます。

模な地震が発生しております。ま

過いたしました。全国各地で普及

た８月のお盆頃から週に１個から

される中､北竜町内の設置率は９割

２個のペースで台風が発生し､その

を超える多くのご家庭に住宅用火

消火栓の除雪に
ご協力をお願いします

内北海道に４個上陸､さらに根室半

災警報器が設置されました。これ

冬期間は､消火栓が雪に埋もれ水

島付近を１個通過いたしました。

は町民皆様の高い防災意識の賜と

利確保に困難を極めます。北竜消

この台風の影響を受け､道内各地で

思われ心から感謝申し上げ､これか

防では､随時除雪に努めております

は川の氾濫による水害が発生し､JR

らも設置率100 ％を目指して努力

が､降雪の状況によっては対応が十

では線路が寸断されるなど多大な

してまいります。

分に行き届かない場合があります。

る被害が発生いたしました。幸い

さて､近年の災害は複雑多様化の

にして北竜町内におきましては自

傾向を強めており､住宅火災による

然災害による大きな被害はありま

死者数がいまだ多数にのぼるほか､

せんでしたが､災害はいつどこで発

風水害などによる自然災害が後を

生するかわかりませんので日ごろ

たたず､消防の責務は益々大きなも

から災害への備えをしていかなけ

のになっております。

この冬も各町内会を始め地域の皆
さんのご協力をお願いいたします。

北竜消防団といたしましても､引

ればなりません。

平成２９年 北竜消防出初式
平成29年１月７日（土） 14時30分より出初式を消防庁舎前で開催いたします。
分列行進時には､国道275号線の一部交通規制がございますので､ご協力お願いします。
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がつ
しょう

Ｎｏ．２２１
診療所長 浦本幸彦

診療所だより

お 正 月
りません。感染するには鳥イ

が他の人に感染することはあ

その人からすぐに鳥インフル

ができる人がいます。しかし

ンフルエンザを受け付ける事

せん。しかし極まれに鳥のイ

は鳥の病気で人にはうつりま

基本的には鳥インフルエンザ

も確認され話題となりました。

北海道で発生しその後全国で

昨年末に鳥インフルエンザが

今年は酉年。トリと言えば

手伝いができれば幸いです。

本年も皆様の健康づくりのお

おめでとうございます

布巻き、黒豆、栗きんとん、

作っていました。なます、昆

味あるようです）はほとんど

おすましやしょうゆ味、みそ

ようですが）や雑煮（これも

には定義みたいなものがある

んて呼ばれていました。厳密

がめ煮、筑前煮、筑前炊きな

しいです。僕のいた九州では

現も各家庭で呼称が異なり楽

います。お煮しめ（煮物の表

みると主なものは手作りして

っしゃいますが、話を聞いて

皆さん大して作らないよとお

どうする？」って尋ねます。

近づくと患者さんに「おせち

お節料理ですかね。年の瀬が

そうですが、お節料理は家族

少ないようですね。お屠蘇も

す。北海道はお屠蘇の風習は

んでしかめっ面をしたもので

いと注がれた不味いお酒を飲

ったので一番小さな盃にちょ

した。僕は次男で一番チビだ

の朝に年少者から飲まされま

屠蘇散を日本酒に浸して元旦

飲まされていました。漢方の

すがお正月には必ずお屠蘇を

そうそうお酒で思い出しま

もの、嫌いなはずありません。

理を肴にお酒を飲めるんです

なりますから。朝からお節料

です。だってすべて酒の肴に

料理の甘いもの以外は大好き

じさんになってからはおせち

あけまして

ンフルと人インフルの両方の

海老、焼き魚なども作る方が

僕はうらやましく思いました。

ただ最近は商品としてバカ

性質をもったウイルスが変異

めて低い確率です。しかしゼ

数の子や伊達巻、かまぼこな

高いおせちが出回っています。

の健康や繁栄を織り込んだ食

ロではありませんから鳥イン

どはさすがに買うしかないよ

お正月に便乗した商売でしょ

多く、煮物とお雑煮以外はす

フルが蔓延しないよう、隔離

うですが皆さんキチンとおせ

うが少し違和感を感じます。

して生まれてこなければなり

や殺処分を行っています。ま

ち料理を作っているようです。

皆さんのように温かい手作り

習慣です。栄養学的にも悪く

た万が一ヒトに感染する新型

子供の頃は、お節料理があ

のお節料理が一番だと思いま

べて買おうかと計画している

インフルエンザが発生しても

まり好きではありませんでし

す。

ません。そのような現象は極

現在ある抗インフルエンザ薬

た。だっておかずになるもの

でありますように。

どうか今年一年皆様が健康

はありません。

が有効です。慌てずに対応し

が少なくて義務感で食べてい
た記憶があります。しかしお

ましょう。
さてお正月と言えば、僕は

北竜町立診療所

午後休診日のお知らせ

１月１８日(水)は、午後２時より浦本先生が深川市において介護認定審
査会に出席のため、
午後より休診となります。午前中は診察を行っています。
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さきちゃん

生涯学習だより北竜町教育委員会

ひまわり大学１１月講座を開催
１１月１０日に株式会社ヤクルト北北海道より管
理栄養士の井田史織氏、他アシスタント２名をお招
きし、
「生活習慣病を予防する食生活」と題した講演
会を実施しました。
参加した学生は講演を通して改めて生活習慣病の
恐ろしさを再認識し、これからの食生活を見直す良
い機会となりました。

第１４回北竜ライオンズクラブ杯
小学生バレーボール大会を開催
１１月２６日に北空知管内の８チームを招き、開
催されました。
予選はＡブロックとＢブロックに分かれて行われ、
北竜ドラゴンキッズは、Ｂブロック１回戦で雨竜暑
寒ブレーズと対戦しました。終始相手に流れを渡す
ことなく圧倒し見事に勝利を収め、決勝トーナメン
トに進出しました。準決勝では音江ＪＣＥと対戦し
こちらも見事に勝利し決勝に進み、沼田リトルポプ
ラとの決勝では第１セットを奪ったものの、第２、
第３セットを奪われ惜しくも準優勝となりました。

女性レクリェーション大会を開催
１１月２７日、第４９回女性レクリェーション大
会を１１９名参加のもと開催しました。
１３の町内会が４つのチームにわかれ、
「つないで
くぐって」や「ラダーゲッター」など６種目を行い、
大きな声援が飛び交う中、参加者は交流を深め、会
場は楽しい雰囲気に包まれました。
また、競技終了後には大抽選会も行われ盛会のう
ちに終了しました。

生涯学習カレンダー
月 日

行

事

名

場

所

時 間

1/4 (水) 初心者スキー教室( ～5日) 町営スキー場 10:00～
1/8 (日）成人式

公民館

14:00～

1/12
（木）ひまわり大学講演会

公民館

10:00～

子どもと高齢者の
1/14
（土）ふれあい事業
[かるた大会・豆まき]

公民館

9:30～

真竜小学校始業式
1/17
（火）
北竜中学校始業式

真竜小学校
北竜中学校

第39回
改善センター 9:00～
1/22
（日）ライオンズクラブ杯争奪
女性ミニバレーボール大会

図書館から新刊のお知らせ
・氷の轍
・へんしんトンネル
・たったひとつの君との約束

桜木 紫乃
あきやま ただし
みずの まい

他多数の新刊が入りましたのでお知らせします。
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1/24
（火）真竜小学校自由参観日

真竜小学校

8:40～

1/26
（木）北竜中学校入学説明会

北竜中学校

14:35～

1/27
（金）真竜小学校一日入学

真竜小学校

10:15～

公民館・改善センター
図書館・郷土資料館の休館日
1月1日～1月5日【年末年始のため】
1月9・16・23・30日／2月6日

図書館・郷土資料館の開館時間
火～土曜日 9:00～18:00 日曜日 9:00～17:00

●

除雪作業に皆さんのご協力をお願いします

●

町では、降雪時の安全で円滑な道路交通を確保するため、迅速かつ適切な除雪作業を実
施しておりますが、除雪の要望の全てを行政で行うことはできません。
除雪作業を円滑に実施するため、特に次のような点について皆様のご理解とご協力をお
願いします。

１ 自宅の前は自分で除雪をお願いします。
除雪車が通った後は雪がどうしても残ってしまいます。さらに除雪作業は、沿道の一軒
一軒の出入り口の除雪や、各家庭の生活時間に合わせた作業を行うことはできませんので、
ご自宅の出入り口の除雪は皆さんで行っていただくよう、ご理解とご協力をお願いします。

２ 路上駐車や荷物の放置は、やめて下さい。
除雪された雪が道路わきにたまり、道幅が狭くなります。路上駐車や道路上への物の放
置は、交通の流れも悪くなり交通事故の原因にもなります。また、除雪作業を行う上で大
きな支障にもなります。

３ 雪を道路に捨てないでください。
捨てるときは指定場所へ。
道路は人や車の通る場所です。路上に投げ出された雪は交通の支障となるばかりか、凍
結して交通事故の原因にもなりますので、道路には雪を出さないでください。
町指定の排雪場（雪捨て場）はひまわりの里入口横の砂利駐車場となっておりますので
ご利用ください。

４ 早朝の除雪作業にご理解をお願いします。
除雪作業は、朝の通勤や通学路の確保のために、早朝の作業になります。除雪車のエン
ジン音、振動などで町民の皆さんには大変ご迷惑おかけしますが、ご理解をお願いします。

【道路の除排雪の問い合わせ先】
国道、道道、町道などで連絡先が異なります。
■国道

札幌開発建設部

深川道路事務所

℡２５－１１５５

■道道

札幌建設管理部

深川出張所

℡２２－１４１１

■町道

除雪センター

℡３４－２６２８

役場建設課

℡３４－２１１１

２０歳になったら国民年金
２０歳になり、大人の仲間入りをすると、多くの権利と同時に義務も生じてきます。そのひとつとして
国民年金があり、国内に住所を有する２０歳から６０歳までの厚生年金や共済年金に加入していない全て
の方が加入することになっています。( ２０歳を迎えたら、国民年金の第１号被保険者になるための手続
きを、ご自身で行ってください。ただし、第２号、第３号被保険者に該当する場合を除きます。）
年金なんて先の事と思うでしょうが、老後の備えとしてだけではなく、病気や事故
で障がいが残った時など、働くことができなくなった時の生活を支えてくれます。
そのためには、国民年金に加入し、保険料をきちんと納めていなければなりません。
学生などの収入が少ない方は、保険料の猶予や免除などの制度もありますので、お気
軽にご相談ください。
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●リサイクル市開催●

リサイク ル 品 を 抽 選 販 売
リサイクル市は、「粗大ごみ」や「燃えないごみ」として搬入された「ソファ」や「タンス」などの
家具や日用品の中から、再利用可能なものを簡易修繕清掃し、リサイクル品として抽選販売しています。
ご希望の品物がありましたら会場にて確認し申込みください。
■主なリサイクル品

タンス・食器棚・整理棚・椅子・ソファ・テーブル・机・その他家具

■対 象 者

北竜町、深川市、妹背牛町、秩父別町、沼田町にお住まいの方
引き渡し日に取りに来られる方

■販売価格

２００円～３，０００円の範囲内で設定

■抽選申込

日時

平成２９年１月１６日(月) ～２２日(日)

場所

北空知衛生センター組合

午前９時～午後４時

■抽

選

平成２９年１月２３日(月) 午前１０時３０分～
北空知衛生センター組合(公開抽選)

■通

知

抽選後、購入者決定文書を平成２９年１月２４日以降に別途郵送します。

■引き渡し日と代金の支払い
平成２９年１月２９日(日)午前９時～正午まで
引き渡し日に代金を支払い、各自で搬出してください。
■お問い合わせ先

北空知衛生センター組合

℡２３－３５８４

■お誕生おめでとう

板谷
あん

川村 杏 ちゃん

（
月

11

日）

歳

日）

30 78

祐太さん・まり子さん

石川 正直 氏

月

１ 88

歳

10

日）

12

■お悔やみ申し上げます

板谷
（

佐藤 延 氏

月

歳

日）

歳

７ 88

日）

13 86

（

月

月

加藤 智枝子 氏

（

𠮷成 リヨ 氏

（

12

和町

碧水

桜岡

Ｂ

ＤＩＧ的○×クイズ 答え

答え

ケースバイケースですが、

大声を出しても人の声は聞こ

えにくく、被災者の体力を消

耗する等の理由からＢです。

12

15

宰

生前のお礼として

加藤

友治 様

社会福祉協議会へ

碧水

𠮷成

様

桜岡

社会福祉事業に

有限会社ヤマダ様

社会福祉協議会へ

桜岡

冬の月少し欠けても夫婦椀

雪しんしん山の寝息を封じたり

冬の紅いのちの終り知らされず

冬至への闇を楽しむ一人閨

道産の旨味の残る温め飯

鱈を買う昭和なごりの計り売り

半年は雪につつまる光星碑

木の囲い早い根雪で大わらら

まちの動き
山本玲子

阿部れい子

吉尾広子

山岸正俊

山下好晴

佐光久美子

杉本隆文

高田紀子

１２月１日現在（前月比）

世帯数
人口
男
女

８５１世帯（－２）
１, ９６７人（±０）
９３５人（－１）
１, ０３２人（＋１）
（外国人含）
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２０１７年 年男・年女 酉年生まれの小学生

私たちの将来の
とみどころ

こうすけ

冨 所 洸介

やまだ

くん

ゲームクリエイター
面白いゲームを作りたいから。

夢

いわくら

たかはし

岩倉 あずさ ちゃん

高橋 健斗 くん

幼稚園の先生

ふじえ

あいか

野球をしたいけど働かないとお金が
足りなくなるからです。

あだち

かえで

安達 楓

ちゃん

一級建築士
テレビを見てカッコイイと思った
し、人のやくにたちたいと思ったか
ら。そして自分の家も建てたいです。

たかはし

野球をしながら働く

お姉ちゃんが幼稚園の先生なので、
先生の仕事などを見て、自分もやっ
て、小さい子を、笑顔にさせたいか
らです。

藤江 愛空

けんと

かずき

高橋 和希

くん

教師
野球のこ問になって、野球を教えた
いからです。

たきもと

ちゃん

ひ な

山田 陽菜 ちゃん

てつや

滝本 哲也 くん

ブリーダー

農家

ゲームクリエイター

ねこが大好きだから、いっしょにい
られることがしたい。ねこをあか
ちゃんからそだててみたい。ねこと
いつもいっしょにいたいからです。

親も農家だし、手つだいをしたとき
に楽しかったからです。

ぼくは、ゲームが好きで、今度は、
ぼくが作りたいなと思ったからです。
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