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浦臼町認定こども園なかよし
開園式・入園式

ニューフェイス・・・・・・・・・・・・・・・４〜５Ｐ
子育て支援 申請窓口等変更のおしらせ・ ・ ・ ・ ・１３Ｐ
防災行政無線などを用いた情報伝達訓練の実施・・１７Ｐ

KOUHOU
URAUSU
H30.５

入学・入園おめでとうございます
認定こども園「なかよし」で４月５日、浦臼小学校・中学校で４月６日、
高齢者大学みどり学園で４月１８日に開園式・入園式・入学式が行われ、
新たな生活のスタートに臨む子ども・高齢者の期待に満ちた表情があふれていました。

４月５日

認定こども園「なかよし」

４月５日（木）、町が建設し、社会福祉法人揺籃会が今年度より運営する認定こども園、
「なかよし」にお
いて開園式・入園式が行われました。開園式では永倉理事長が「地域の子ども達が健やかに過ごせて、優し
く強くたくましく、そして思いやりのある子どもに育つよう、園長はじめ、職員や地域の方々とより良い運
営をしていきたい。」とあいさつをしていました。開園式の後には入園式が行われ、３９名の子どもが入園
しました。保護者の方は、
「近隣の町の人が憧れるようなとても良い設備。０歳から子どもを預けられるので、
親は安心して働きに出られるし、ここの評判が広まれば、浦臼町に引っ越してくれる人もいるかもしれな
い。」と話していました。

国民健康保険税は納期内に必ず納めましょう!!
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４月６日 浦臼小学校・浦臼中学校
４月６日（金）、浦臼小学校と浦臼中学校で入学
式が行われ、小学校では２０名、中学校では１１名
が新たな仲間に加わりました。小学校では、新入生
がステージで一人ずつ名前を呼ばれると、手を挙げ
元気に返事をしていました。また、校長先生から「し
っかり勉強と運動をして、賢く、優しく、たくまし
い子どもになってください」とエールを送られると、
新入生が返事をする場面もありました。
中学校では、新入生代表の生徒が中学校生活への
期待や不安、意気込みなどを発表していました。上
級生から歌の歓迎もあり、新入生は緊張しつつも、
新たな学校生活のスタートを切っていました。

４月１８日

みどり学園

４月１８日（水）、みどり学園の入園式が行われ、
今年は新たに３名を迎えて平成３０年度の活動をス
タートさせていました。新入園生のひとり、笹木ト
ク子さんは、
「カラオケ同好会に入っているので、
カラオケが楽しみ。ゲートボールにもチャレンジし
てみたい」と話していました。

ゴミは、分別して出しましょう!!
３

KOUHOU
URAUSU
H30.５

平成30年度浦臼町役場機構図
町
課名

課局長
主幹名

係

長 斉藤

名

出納室

主幹
明日見 将幸

隆広

内藤

賢

財政係

坂本

篤史

出納係

國田

朋子

住民係

吉村

富雄

生活係

五十嵐

税務係

石田

くらし応援課

課長
大平 雅仁
主幹
中田 帯刀

長寿福祉課

課長
齊藤 淑恵

係長名
早坂

総務課

庶務係
課長
河本 浩昭
（兼会計管理者兼出納室長） 企画統計係

純雄 副町長 川畑

保健指導係

笹島

産業振興課
建設課

主幹
横井 正樹

課長
馬狩 範一
（土地改良推進委員会併任）

めぐみ
里香

農政係

城宝

睦己

商工観光係

粟野

敏朗

地域振興係

小田

修司

技術係

竹田

圭一

議会
農業委員会

教育委員会

主幹
上 嶋 俊 文

員

五十嵐

景

○笹木

要（兼出納室出納係）

○竹田

睦
大平

○髙井

五十嵐

治登

渡邊

荒井

椋志

庶務係
議事係

西川

茉里

○木村

秀幸

吉村

美紀

社会教育係

畑山

勝哉

宍戸 文子
△近野
永
（地域おこし協力隊）

涼
△今田
△丹羽

幸宏（最終処分場）
栄（最終処分場）

賢人

※氏家由美子（栄養士）
△三宮 寿恵（介護職員）
福田 珠里（看護師）

○井内 雅之（兼地域振興係）
伏見 友輝

亀澤

係

定数外職員
※準職員・△嘱託

○小田 恵美（兼保健指導係）
光富 香苗（保健師）
武藤 鈴奈（保健師）

管理係

務

空知中部広域連合へ派遣
熊谷 浩伸（H30.4.1）
社会福祉法人揺籃会へ派遣
奥山はるみ
北出枝里子（H30.4.1）

○中川 理沙（主任保健師）
○熊谷 朱美（兼保健指導係）
及川 真希（社会福祉士）

一貴

学

○：主査

晴妃（保健師）

千葉

《局長兼務》

哲男

啓生

弘樹

農地係

名

華代
恵司（兼出納室出納係）

加藤

事務局長
加賀谷 隆彦
事務局長
大平 英祐
（兼農地係長）
事務局長
武田 郁子

○中田
○藤田

政雄

介護福祉係
安田 良弘
主幹
鎌田 隆司
（兼子育て支援係長
兼社会福祉協議会）子育て支援係 《主幹兼務》
課長
石原 正伸

係

智昭 教育長 浅岡

横林

直樹

坂東
畑山

秀子（鶴沼公園）
歩（鶴沼公園）

派遣土地改良推進委員会
國田 幹夫

若木
△廣瀨
中谷
日裏
若林
石田
能登

馨（史料館） 北出
隆（海洋センター）
裕子
△曽根
豊（小学校公務補）
淳子
△織田 徳明（中学校公務補）
裕子
△三上 真弓（小学校教諭）
典夫
村居 千鶴子（小学校補助員）
千華子
△JONATHAN JENKINS
暢子
（地域おこし協力隊）

消費税軽減税率制度についての説明会
平成３１年１０月１日から消費税率の引き上げと併せて軽減税率制度が実施されることに伴い、制度
の円滑な実施に向けた説明会が開催されますのでお知らせいたします。
○日
時
６月７日（木） 午後６時〜
６月８日（金） 午後６時〜
○場
所
美唄市 美唄商工会議所（美唄市西２条南２丁目１−１）
○講
師
岩見沢税務署職員
○説明内容
・軽減税率制度の概要 ・インボイス制度の概要 ・事業者支援措置の概要
○申し込み・問い合わせ
美唄商工会議所 電話０１２６−６３−４１９６

ご融資金利

年５.０％、年７.０％、年９.０％、年１４.０％

（固定金利・保証料含む）（平成２７年４月１日現在）

・ご融資額 ５００万円以内 ・ご利用期間 １０年以内
※融資条件を変更する場合は、手数料がかかる場合があります。
※保証会社の審査によって、ご希望に添えない場合があります。
※詳しくは当金庫本支店窓口にお問合わせください。

北門信用金庫

浦臼支店

借換もOK

ご利用中のローンの

ほくもんローンプラザ
「まねき猫」
土・日も相談OK! 10:00〜18:30
※火・水・祝祭日休業
お問い合わせは0120−９５４６１１
滝川市栄町3丁目5番15号

告

※ご融資金利は保証会社の審査のうえで決定させていただきます。
※さらにお取引内容によって上記金利より年０.２０％優遇いたします。

他金融機関、クレジット、消費者金融で

広

ỖẪờỮἧἼὊἿὊὅẒộỈẨཱྀẓ

TEL ６８−２０１１

元気にあいさつをしましょう!!
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第１回浦臼町議会定例会 一般質問

第１回定例会は、３月６日から20日までの15日
間開催され、６議員から一般質問がありましたの
で、内容を要約し報告します。

② 年 間 営 業 損 失 に は︑
﹁輸送
し︑野生鳥獣をジビエとして
に直接必要な費用﹂︑
﹁車両や
利用促進し︑農業被害を防止
施設の維持︑修繕等に掛かる
するため整備をする︒
費 用 ﹂︑ 減 価 償 却 費 そ の 他 諸
①道エゾシカ対策課課長ほか
税が含まれ︑燃料代や運転手
多くの関係職員に支援いただ
の費用は﹁輸送に直接必要な
き１月末にマスタープランを
費用﹂に含まれている︒
提出し︑３月９日に採択の内
③Ｊ Ｒの経営努力は更に必要
報があった︒
であり︑基金の運用益の減少︑ ②鶴沼地区の一般廃棄物最終
収支悪化のため安全への投資
処分場の近接地で計画し︑合
を怠ったことの悪循環が現在
併処理浄化槽の処理水は最終
の経営状況だと考える︒
処分場処理水放流管へ接続す
る︒
③ 代以上のハンターが ％
ジビエ そらちについて
以上と高齢化は進んでいる状
況である︒
④近隣市町では︑駆除で約２
００頭︑狩猟期で約４４０頭
の実績︒収集体制や捕獲方法︑
ハンターの育成等による活用
可能な個体数を確保するため︑
モデル事業を活用しながら︑
生肉として利用率を高めてい
く︒糞尿による悪臭は想定し
ていない︒
⑤国は 年度に２︐５６６ト
ンに倍増する目標としている︒
町の総合戦略に位置づけた
事業であり︑新しい産業の創
出により︑地域経済の活性化
に寄与する事業である︒
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札沼線の存続を求める

20

▲図１ 札沼線における収入を100とした時の費用の内訳（JR資料より）

Ｑ質 問
年度の事業実施のまとめ
が無いなか︑振興局・道の性
Ａ 町長答弁
急性に対して怒りを持つ︒
①国・道のバックアップあり
①収入を１００とした場合の
とはどの部署の誰が発言して
営業係数︑２︐２１３に対す
いるのか︒
る施設の維持や︑修繕に掛か
る費用１︐３１５については︑ ②排水はどこか︒また︑臭い
については︒
単年度収支に基づく数値とな
③ハンターの高齢化について︒
っている︒
④各市町での加工可能な月別
一方︑区間を短縮した場合
の頭数は︒将来的には飼育す
のコスト試算は︑今後 年の
るとのことだが︑異臭対策は︒
運行維持に必要な費用の単年
⑤平成 年度にジビエを倍増
度分の数値で︑運営赤字とは
するとあるが︑何トンなのか︒
別に今後必要となる費用であ
り︑営業係数には含まれてい
Ａ 町長答弁
環境省︑厚生労働省が連携
ない︒

29

牧島議員
Ｑ質 問
①平成 年 月 日付のＪ Ｒ
発表の資料では︑施設の維持
や修理に掛かる費用︑１︐３
１５は営業係数全体の ％と
なる︒
一方︑営業区間を短縮した
場合のコスト試算では︑土木
構造物維持費用︑車両更新費
用合わせて７︐０００万円が
計上され︑総体赤字４億３︐
７００万円の ％となるが︑
この差は何か︒
②年間営業損失３億６︐７０
０万円は一日に換算すると約
１００万円となる︒しかし︑
私の試算では一日 万６︐２
００円となるがこの差は︒
③北海道新幹線は年間 億円
の赤字だと報道されている︒
札幌延伸は経営を赤字にさせ
る要因だ︒トンネル維持を含
めると更に膨大な赤字になる
と考えるが︒

親しまれる議会だよりを目指します。
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野崎議員
Ｑ質 問
平成 年第２回定例会で質
問した砂川市立病院への通院
について︑内部で検討すると
の答弁だったがその結果は︒
Ａ 町長答弁
１事業者が乗合タクシー事
業を行っていて︑砂川市立病
院までのコースを運行すると︑
他の乗合タクシーや一般タク
シーの運行に支障をきたすう
えに︑他地域にも病院があり︑
公平性を考慮すると現状は難
しいと考える︒

高齢者の砂川市立病院
への乗合タクシーの運
行は

議会だより No.162
Ｑ 町長再答弁
違う方法も含めて再度検討
するが︑現状は難しい︒

Ｑ 再質問
乗合タクシーの新たなシス
テム作りを考えてはどうか︒

29

シルバーハウジング事
業のニーズ調査検討の
結果について

域で見守りなど︑支援するこ
とに力を入れていく︒

Ｑ質 問
昨年実施したシルバーハウ
ジング事業のニーズ調査の結
果は︒高齢者の生活を守るた
めには町に住み続けられるよ
うにしなければならないので
は︒
浦臼町子育て支援の町
Ａ 町長答弁
宣言を
アンケート回答者のうち︑
シルバーハウジングを必要と
Ｑ質 問
回答した町民は ・１％であ
医療費や通学の補助など︑
った︒
生まれてから 歳まで約２１
一方︑住み慣れた住宅に住
０万円の支援に加え︑認定こ
み続けたいと回答した人は
ども園の開園に伴い︑保育料
・４％という結果から︑在
の半額補助︑０歳児よりすべ
宅支援サービスを充実しつつ︑ ての園児の給食費無料化を新
地域づくりの整備を推進した
たに実施する︒
いと考えている︒
施策を存分に生かすために
も︑浦臼町子育て支援宣言を
Ｑ 再質問
サービス付き高齢者住宅に
することで浦臼町への移住に
住みたい人もいるが︑最後ま
期待が高まると考えるが︒
で浦臼町に住んでほしい︒
Ａ 町長答弁
コストを掛けないで便利な
浦臼町子ども・子育て支援
住まいを考えていただきたい︒ 事業計画に基づき︑保護者の
負担軽減を図りながら︑認定
こども園を開設し支援の充実
に努めており︑更に子育て世
代包括支援センター︑子育て
10

Ｑ 町長再答弁
他の町村ではシルバーハウ
ジングは多大なコストが掛か
っている︒保健センターや地

59

18

中川議員

支援センターを新設し︑支援
の充実に努める︒
今後も子育て支援策を充実
させながら︑移住・定住促進
事業を展開している所管課と
連携を強化していくが︑子育
て支援の町宣言は現在は考え
ていない︒
Ｑ 再質問
現在の子育てに対する支援
は︑守りの要素が強く感じら
れる支援であり︑方針転換を
して町外へ子育て支援をアピ
ールしては︒
Ｑ 町長再答弁
認定こども園ができたこと
で︑様々な効果が表れると思
う︒
今後町外への情報の発信を
強くしていかなければいけな
いので︑定住・移住を目指し
今後具体策を出すよう検討し
ていく︒

Ｑ質 問
人々の心の潤滑油である芸
術︑文化の振興は力を注がな
ければならない分野︒近年の
町民文化祭は参加団体が減り︑
活気がなくなりつつある︒
芸能発表に園児や児童が参
加するプログラムがあれば︑
地域住民との交流にも繋がり︑
文化祭も活気づくのでは︒
Ｑ 教育長答弁
子供たちの参加について︑
学校現場では限られた授業時
数のなか︑小学校は学芸会直
後の文化祭であり︑中学校は
学力テストという状況では難
しい︒
ただ文化祭は町民挙げて開
催していることなので︑部活
動の調整や︑学校については
子供たちが参加しやすい環境
整備のお願いをしている︒

町民文化祭の継続につ
いて

折坂議員

Ｑ質 問
議会懇話会では︑有害鳥獣
の駆除対策を望む声が多かっ
た︒
ジビエ事業に対する補助金
が予算計上されているが︑食
肉加工よりも農地が荒らされ
る現状を何とかして欲しいと
いう町民の思いと︑有害鳥獣
駆除のためにジビエ事業が必
要という行政の考え方に乖離
がある︒
①有害鳥獣に対する電気柵設
置などに助成する考えは︒
②ハンターとして地域おこし
協力隊を募集しては︒
③ジビエ そらちを今後どう
事業展開していくのか説明会
を開催し︑町民に理解を求め
ることが必要では︒
de

Ａ 産業振興課長答弁
①電気柵設置の助成は︑近
隣市町は国の鳥獣被害防止総
合対策交付金事業を活用して
いるが︑柵の切れ目からの侵
入や線を飛び越えたり︑冬期
間の一時撤去に費用と手間が
掛かるなど︑有効性や安全性︑

管理性を考慮して︑今のとこ
える交付金の活用も可能であ
地域コミュニティの存
ろ設置の助成については考え
る︒
続のために
ていない︒
Ｑ 再質問
捕獲体制の強化を図りジビ
Ｑ質 問
会館の維持管理経費はどの
エ事業を推進し︑農業被害の
地域のコミュニティ施設の
会館も同一にしてほしい︒緊
低減につなげていきたい︒
維持を目的として︑地区会館
急避難所によっては水道やガ
②芦別市では協力隊が精力的
の修繕費用の ％を補助する
スも止めている︒
に取り組んでいる︒本町も積
施策が示されたが︑町が建設
会館の修繕︑建て替え︑解
極的に募集していきたい︒
した３会館以外の町内会所有
体に住民負担を求めるのはど
③施設建設予定地の住民には︑ の３会館も緊急避難所として
うなのか︒
事業内容を説明する機会を今
指定し︑大規模改修︑解体を
Ａ 町長答弁
月中に設けるが︑全町民への
町が責任を負うとしては︒
今までの経緯のなかで町と
事業周知は広報等で行う︒
その理由は︑今後人口減や
してやるべき部分を検討して
Ｑ 再質問
高齢化で運営さえままならず︑ こなかったことは反省をして
まず浦臼町の被害をどう防
老朽化する会館を残り ％と
いる︒今後検討していきたい︒
止するのか話し合うのが前提
はいえ︑大規模改修や解体を
では︒施設建設による費用対
自己負担して行う体力が各町
※そのほかに︑人口減少対策
効果がどのくらいか検証を︒
内会にあるのか︑という考え
について質問しています︒
事業者の採算ラインである
からである︒
８００頭のシカを集められる
コミュニティを維持するた
のか︒事業者の撤退もありう
めの補助金なら︑町内会で話
るが赤字補填の考えは︒野外
し合って用途を決定できる補
での内臓摘出を許可するのか︒ 助金としてほしい︒自分たち
が暮らす地域をどう守ってい
くかという話し合いを重ねる
ことが大切では︒
Ａ 産業振興課長再答弁
捕獲体制は今後この事業と
並行して進めていく︒
民間企業が営利目的とした
事業なので︑現時点では赤字
補填をする考えはない︒
認証をとるために屋外で内
臓摘出することは認められな
い︒

20

Ａ 総務課長答弁
緊急避難所の重要性は認識
しているが︑新たな緊急避難
所の指定は考えていない︒
町内会交付金やまちづくり
活動応援補助金と︑自由に使

80

町政はあなたのために。

議会を傍聴してみませんか？

■町議会の定例会は年４回（３・６・９・12月）開きます。
■町議会の臨時会は、必要に応じて随時開きます。
■手続き不要！名簿に記入するだけで傍聴できます。
お気軽にお越しください。

平成３０年第１回定例会は９名の傍聴がありました。
☆ありがとうございました☆

深刻な有害鳥獣被害に
対する駆除対策を急い
で

議会だより No.162

Ｑ質 問
現在︑浦臼町は奈井江町と
火葬場の連携事業を行ってい
るが︑今後施設及び火葬炉の
老朽化に伴う改修︑改築が考
えられる︒
少子高齢化社会に伴う人口
減少の進行や財政規模の縮小︑
多くの公共施設の維持管理︑
独自活性化対策など多くの費
用が必要となることを鑑みる
と︑持続可能な行政運営のた
めには︑さらなる火葬場の広
域化の検討が必要ではないか︒

30

▲図２ 各町内会の世帯主平均年齢、避難行動要支援者登録者数。
平均
（）内は施設入所者、グループホーム入居者を除いた数値

農業再生を考える

50

70 24

65.1
（65.5）

60 14

合計

36

動要支援者の登録者数は図２
のとおり︒
行政区再編について町内会
議で伺ったが︑現状として再
編を強く望んでいないことが
わかった︒今後は運営が困難
になっている町内会をどう解
決するかという視点で検討し
たい︒

Ｑ質 問
①年代ごとの農地保有面積の
実態は︒
②将来予測される農業をどう
捉えているか︒
③新規就農者の受け入れに積
極的に取組む考えは︒
④町の要綱に﹁サポートチー
ム﹂が設置されているが︑そ
の内容と︑今後の展開は︒
Ａ 産業振興課長答弁
①平成 年度末の農業者平均
年齢は ・７歳︑年代ごとの
農地保有面積の割合は︑ 代
から 代が８・３％︑ 代が
・９％︑ 代が ・６％︑
代が ・３％︑ 代が ％︑
それ以上で０・９％となる︒
②１軒の農家が担う耕作面積
がこれまで以上に増加傾向と
なることが懸念される︒
労働力不足の課題を未然に
解消するため︑ＩＣＴ・ロボ
ット技術や新しい栽培技術を
活用しながら省力化や大規模
化に向けた対策を検討する必
要がある︒
そのため︑今年度は新たに
若手農業者チャレンジ応援事
業や︑水田観測センサー導入

20

40

15

60 28

30

36

あった︒
また︑衛生組合からは２町
が加入しても対応できるが︑
その際の負担金は現在より増
額となる見込みだと聞いてい
る︒
奈井江町の施設利用を第１
としながらも︑広域化による
将来にわたっての住民サービ
スの維持に努めていくことが︑
スケールメリットなどの効果
も考えられ︑両町で今後加入
も視野に入れるなど︑様々な
形の検討を行っていきたい︒

行政区再編の必要性

1
0
6
0
4
2
0
3
4
7
1
3
2
3
0

49.6
67.4
67.8
68.6
70.7
62.8（74.2）
70.5
58.7
71.2（65.4）
69.9
69.3
64.1
64.8
58.3
63.0

浦臼第５
浦臼第６
浦臼第７
浦臼第８
晩生内第１
晩生内第２
晩生内第３
鶴沼第１
鶴沼第２
鶴沼第３
浦臼第１
浦臼第２
浦臼第３
浦臼第３の２
浦臼第４

要支援者
登録数（人）
要支援者
登録数（人）

平均年齢（歳）
平均年齢（歳）

町内会
町内会

静川議員
Ａ くらし応援課長答弁
Ｑ質 問
現在の奈井江町火葬場は建
各町内会の世帯主の平均年
設から 年以上経過している︒ 齢と災害時の要支援者の人数
毎年修繕を行いつつ維持管理
は︒
しているが︑昨年奈井江町よ
将 来 を 見 据 え︑ 検 討 会 議
り検討方法の一つとして︑非
︵仮︶を創設し協議を進める
公式にて砂川地区保健衛生組
べきと考えるが︒
合が運営している火葬場への
Ａ 総務課長答弁
加入を今後考えたいとの話が
世帯主の平均年齢︑避難行

柴田議員

火葬場の広域化

議会だより No.162

支援などの予算を計上してい
る︒
③高齢化・担い手不足の対策
として︑新規就農者の確保︑
育成が必要と考えるが︑主要
作物の水稲は多額の就農資金
が必要なことや︑農地取得の
課題がある︒
農業法人化を促進し︑法人
に就農することで︑意欲ある
有能な担い手を確保する必要
があると考える︒
④サポートチームは農業次世
代人材投資資金経営開始型の
新規交付対象者に適切なサポ
ート支援を行うため設置して
いる︒
経営の各課題に対応し︑指
導︑相談等を実施していて︑
今後も継続して新規就農者を
支えていきたい︒

議会だより No.162

会

一

般

計

名

会

予

算

額

特

33億7500万円

国民健康保険

1億4210万円

後期高齢者医療

4190万円

下 水 道 事 業

7550万円

別

計

前年度比

予算の主なもの

教育関係
産業関係
0.0 福祉関係
建設関係
生活・防災・まちづくり関係
△ 27.6

8350万6000円
5億4571万4000円
4億8159万4000円
4億1760万8000円
3億9618万5000円

国民健康保険分賦金
市町村事務処理標準システム運用委託料

会

△ 4.6 保険料等負担金

1億1966万円
300万7000円
3269万1000円

計

石狩川流域下水道事業負担金
1.8 石狩川流域下水道組合管理運営負担金
公債費

169万5000円
407万6000円
5914万4000円

◎平成29年度予算の補正されたもの
会 計 名
（補正番号）
一

般
会
（第８号）

補正後の予算額
（補正額）
計

審議 された 事件 と 結果

平成30年度 各会計予算

補正された主なもの

35億6583万6000円 基金積立金
（7234万2000円）ふるさと納税記念品
障害者福祉サービス給付費
道営農地整備事業(経営体育成型)負担金
橋梁長寿命化補修工事

特
別
会

国民健康保険
（第５号）

2億2167万8000円 財政調整基金積立金
（2741万1000円）国民健康保険分賦金

後期高齢者医療
（第３号）

3946万4000円 印刷製本費
（△173万6000円）保険料等負担金

1億974万1000円
2200万円
△1138万3000円
2567万円
△1104万4000円
4301万2000円
△1261万2000円
△6万7000円
△165万2000円

計
下 水 道 事 業
（第３号）

7490万7000円 石狩川流域下水道組合管理運営負担金
（△22万5000円）長期債償還元金

△30万6000円
18万円

条例等の審議と結果

◆浦臼町企業立地促進条例について ︱可決︱
企業立地を促進し︑産業発展と雇用機会の拡大を図るため
◆浦臼町長等の給与に関する特例措置条例の一部を改正する条
例について ︱可決︱
◆浦臼町個人情報保護条例の一部を改正する条例について
︱可決︱
◆浦臼町工鉱業振興促進条例の一部を改正する条例について
︱可決︱
◆浦臼町後期高齢者医療に関する条例の一部を改正する条例に
ついて ︱可決︱
◆浦臼町特定教育・保育及び特定地域型保育事業の運営に関す
る基準を定める条例の一部を改正する条例について
︱可決︱
◆空知中部広域連合規約の一部を変更する規約について
︱可決︱
◎町道路線の変更について ︱可決︱
町道南２丁目線の道路延長を短縮するため
◎町道路線の認定について ︱可決︱
旧田宮団地敷地内通路を町道として一体的に管理するため

議会だより No.162

議会の活動状況がインターネットでもわかります
定例会・臨時会の議決結果、一般質問通告、会議録を公開しています。
←公式ＨＰでこのマークを見つけて下さい。

（http://www.town.urausu.hokkaido.jp）
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議会の流れ

13

常 任 委 員 会 報 告

清美
美鈴
敬恭

◎議会運営委員会
２月 日
・町内会との議会懇話会のま
とめ
２月 日︑３月９日
・第１回定例会の運営につい
て
４月６日
・道内政務調査について
◎全員協議会
２月８日︑２月 日︑３月
日
・ジビエ ウラウスについて
２月 日
・新年度予算について
３月６日・ 日
・第１回定例会について
５月１日
・ジビエ そらちについて
◎議員懇談会
２月８日︑ 日
・町内会との議会懇話会のま
とめ
◎議会広報特別委員会
４月 日
・議会だより第１６２号編集
委員長
柴田 典男

副委員長
委員

中川
折坂
野崎

14

農林建設常任委員会

︿調査日 １月 日﹀
﹃うらうす友だち
マラニックの検証﹄
浦臼町全体での町内農産物
のＰＲと︑町外の参加者と農
業後継者との交流を目的とし
た︑マラソンとピクニックを
併せ持ったマラニックが平成
年・ 年と２年続けて開催
された︒
第１回目は１３７名︑第２
回目は１９７名が参加︒この
事業に対する参加者の期待度
の高さが伺えた︒ 年度のマ
ラニックでは︑コース距離︑
トイレ対策︑参加者の分散化
など︑諸問題点が改善され十
分な対策がされていた︒
マラニック終了後には交流
会を開催し︑２回目は１２０
名が参加して盛り上がりを見
せた︒今後の実施に向けて︑
より浦臼の産業や農協青年部
との交流など︑ＰＲの工夫を
することが望ましいと考える︒

de

20
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15

27

23
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総務常任委員会
︿調査日 １月 日﹀
﹃晩生内ワークセンターの
現状について﹄
社会福祉法人豊寿会は︑平
成 年に多機能型作業所とし
て旧晩生内小学校校舎を利用
して開設し︑現在は２事業で
名の入所があり︑世話人を
含め 名の職員で運営されて
いる︒
支 援 サ ー ビ ス は︑ 就 労 継
続 支 援 Ｂ 型 事 業 所﹁ ピ ン ネ ﹂︑
生活介護事業所﹁ノンノ﹂で
の作業提供を中心に︑農産加
工をはじめ︑リサイクル自転
車 の 修 理 販･ 売 等 を 行 っ て い
る︒また︑農作業の派遣など
を行っている︒
８戸あるグループホームで
は 名が共同生活を送り︑町
内行事の参加など︑地域と積
極的に交流している︒
旧校舎前の道路については
町道としての管理が望ましい
のではないか︒また︑豊寿会
所有の旧グラウンドはパーク
ゴルフ場として町の管理が望
ましいと考える︒
18

予算審査特別委員会報告

33

平成 年予算審査特別委員
会に付託された議案６件を慎
重に審議した結果︑全て原案
可決すべきものと決定した︒
今年度予算は前年並みの
億７︐
５００万円となっている︒
本年度︑認定こども園の開
園に伴う給食費の完全無料化︑
国の新規モデル事業となった
ジビエ そらちの事業展開が
加速する︒また︑ライスター
ミナルの自動倉庫更新など︑
新規事業が幅広く盛り込まれ︑
確実な成果を期待するもので
ある︒
〇ジビエ そらちについて
・時間のない中で判断を必要
とされたが︑国のモデル事業
として採択された以上︑役職
員間で情報を共有︑連携しな
がら慎重に事業を推進された
い︒
・農業者の大きな要望である
有害鳥獣対策を確立していた
だきたい︒
・施設対象地域に対して話し
合いがない中で進んでいるた
め︑事業の周知や︑住民説明
会を開催すること︒
︵中川委員長︶
32
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◇ 子育て支援 申請窓口等変更のおしらせ ◇
平成３０年４月より、子育て支援のうち出産祝い金交付事業、乳幼児紙おむつ等購入費助成事業、子
育て用品リース助成事業の申請窓口等が変更になりました。
【申請窓口・担当係】
平成３０年３月３１日まで
平成３０年４月１日から
【事業内容】

役場 くらし応援課 住民係
保健センター内 子育て世代包括支援センター（子育て支援係）

① 出産祝い金
浦臼町内に１年以上住所を有し居住している夫婦（未婚の父母を含む。）に子どもが生まれた時に、
出産祝い金を交付します。金額については、下記のとおりです。
（ただし、本町の町税等を滞納している場合、交付対象外となります。）
第１子 →
第２子 →
第３子以降

１０万円
２０万円
→ ３０万円

◇申請時期
出生届を提出した日から
３０日以内に申請

② 紙おむつ等購入費助成
３歳未満のお子さんのいるご家庭に紙おむつ・ゴミ袋引換券を交付し、町内の指定業者にて紙おむつ
とゴミ袋に引き換えます。
（ただし、本町の町税等を滞納している場合、交付対象外となります。）
１ヵ月につき、『紙おむつ ４袋』＋『燃やせるゴミ
ゴミ袋（４０ℓ）１梱包』と交換できる引換券を交
付します。

◇申請時期
出生時、４月、１０月

③ 子育て用品リース（ベビー用品レンタル）助成
２歳未満のお子さんのいるご家庭にベビー用品をレンタルします。ダスキンさんと連携して、レンタ
ル料金を町が助成します。
（ただし、本町の町税等を滞納している場合、助成対象外となります。）
対象用品は、ベビーベッド、
ベビーバス、ベビースケール、
ベビーラック、チャイルド
シートになります
＊ベビー用品のカタログは
保健センターにあります
※なお、高校生までの医療費助成事業の
申請窓口等はくらし応援課住民係のま
まで変更はありません。

◇申請時期

◎問い合わせ先
保健センター内
子育て世代包括支援センター（子育て支援係）
電話 ０１２５−６９−２１００
＊＊＊ お気軽にご相談ください ＊＊＊

振り込めサギには十分注意しましょう！
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幼児歯科検診・幼児のフッ素塗布・妊婦歯科健診の
実施場所等の変更のお知らせ
平成３０年４月より、これまで保健センターで乳幼児健診時に行っていた幼児歯科検診・幼児のフッ
素塗布・妊婦歯科検診は町が浦臼町歯科診療所に委託し、下記のとおり実施することになりました。また、
新たに３歳児歯科検診対象幼児の保護者を対象とした検診を実施し、親子とも優良な場合は保護者の同
意をいただき「親と子のよい歯のコンクール」に、町から推薦することになります。ぜひこの機会に親
子でお口の定期検診を受けましょう。

【実施場所】 浦臼町歯科診療所
住
所
診察時間
休 診 日
電
話

浦臼町字浦臼内１８３番地の４６６（浦臼駅内）
月・火・水・金 ９:３０〜１２:００ １３:００〜１８:００
木・土・日・祝日
６８−２２０７（※受診には事前予約が必要です）

【対象者・内容】
◎歯科検診
対象者
１歳６ヶ月児
歯科検診対象幼児
３歳児
歯科検診対象幼児
３歳児歯科検診
対象幼児の保護者
（父母のどちらか１名）

内容

検診に必要なもの

・診察
・歯科指導
・希望者へのフッ素塗布

＊母子健康手帳 ＊健康保険証
＊乳幼児医療受給者証 等

＊歯科問診票（町から配布されます）
＊健康保険証

・診察
・歯科指導

妊婦（２０〜３７週）

＊母子健康手帳

＊健康保険証

◎幼児のフッ素塗布
対象者
フッ素塗布を
希望する幼児
（１歳〜就学前）

内容
・診察
・歯科指導
・フッ素塗布

フッ素塗布に必要なもの
＊母子健康手帳 ＊健康保険証
＊乳幼児医療受給者証 等

【利用の流れ】
①歯科検診対象者には、町より乳幼児健診案内時等にお知らせをします。
フッ素塗布対象者は前回のフッ素塗布から３か月以上間隔をあけてください。
②保護者（対象者）が、浦臼町歯科診療所に事前予約をします。
※「歯科検診・フッ素塗布」の予約である旨を必ずお伝えください。
③検診等に必要なものを持参し受診します。検診料金はかかりません。
④結果は当日医師等からお知らせします。
◎問い合わせ先
保健センター内
子育て世代包括支援センター（子育て支援係）
電話 ０１２５−６９−２１００
＊＊ご不明な点はお問い合わせください＊＊

交通安全を心がけ事故の無いよう努めましょう！
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平成３０年度

虹の会（ひきこもり家族交流会）

日
場

時：第２金曜日 １３：３０〜１５：３０
所：滝川市まちづくりセンター「みんくる」
住所：滝川市栄町３丁目６番２８号
電話：０１２５−７４−６２１０
対象者：ひきこもっている子どもや兄弟姉妹がいて心配、同じ境遇の家族と話したいなどと思っている
方
内 容：（１）家族同士の意見交換による交流
（２）他機関が行うひきこもりに関する講演会等の情報提供
『ひきこもりについて正しく理解したい』『ひきこもりについての情報がほしい』
『受診が必要か』などと思っている方もぜひ、御参加ください。
『ひきこもり』は、「甘え」や「怠け」ではありません。家族だけで悩まないで相談しましょう。
１
２
３
４
５
６
７
８
９
１０
１１

日
程
平成３０年 ４月１３日（金） ＜交流会でのお約束ごと＞
平成３０年 ５月１１日（金） ・話したいことだけ話す、無理して話さなくてもよい。
平成３０年 ６月 ８日（金） ・他の人の話を否定しないで、じっくりと聞く。
平成３０年 ７月１３日（金） ・会で話された内容は、他言しない など
平成３０年 ９月１４日（金）
平成３０年１０月１２日（金） ★ 秘密は厳守します。
平成３０年１１月 ９日（金） ★ 匿名参加でもかまいません。
平成３０年１２月１４日（金） ☆ まず、家族が一歩踏み出しましょう
平成３１年 １月１１日（金） ☆ 初めての参加を希望される方は、事前に電話か来
所で滝川保健所へお申し込みください。
平成３１年 ２月 ８日（金）
平成３１年 ３月 ８日（金）

問い合わせ先

滝川市緑町２丁目３番３１号
滝 川 保 健 所（空知総合振興局保健環境部滝川地域保健室）
健康推進課 健康支援係 （０１２５）２４−６２０１

山菜採りによる事故の防止
〜山菜採り 無我夢中に 落とし穴〜
例年、行者ニンニクやタケノコ等の山菜を求めて入山し、道に迷ったり、沢に転落する事故が起きて
います。
慣れた山でも、油断すると「危険な落とし穴」があることを忘れずに、次のことに注意しましょう！
１ 山菜採りを行う際の留意事項
（１）家族に行き先と帰宅時間を知らせる。
（２）単独での入山を避け、互いに声を掛け合い位置を確認する。
（３）服装は、目立つ色にする。（色は赤や黄色系が目立ち、ヘリコプターへの合図はタオルを大きく降る）
（４） 携帯電話、非常食、水、熊鈴、笛、ラジオなどを携行する。
（５） 迷ったときは、落ち着いて行動する。（体力の消耗を抑え、発見されやすい場所を探す）
２ ヒグマに遭わないための留意事項
（１）ヒグマの出没情報を確認する。
（２）出没情報のある場所、出没を知らせる看板のある場所へは入らない。
（３）山には仲間と入り、一人にならないようにする。
（４）ラジオや鈴を鳴らすなど、音で人の存在や接近を知らせる。
（５）早朝、夕方、悪天候などで薄暗い時には山に入らない。
砂 川 警 察 署
電話 ５４−０１１０

国民健康保険税は納期内に必ず納めましょう!!
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リサイクル品を抽選販売します
砂川地区保健衛生組合 クリーンプラザくるくるでは、「粗大ごみ」や「燃やせないごみ」として出
された家具や生活用品を修理により再生し、地域の皆さんに再利用いただくことでリサイクル、リユー
スへのご理解をさらに高めていただきたいと考え、次の日程で今年１回目の「リサイクル品の抽選販売」
を開催します。
場

所

砂川市西８条北２２丁目１２７番地６
砂川地区保健衛生組合
クリーンプラザくるくる

対

象

砂川地区保健衛生組合を構成する砂川市、歌志内市、上砂川町、奈井江町、浦臼町の住民
の皆さんです。※ただし、申込みは小学生以上とします。

展示件数
申込期間

約

４００

点

平成３０年５月２６日（土）から６月２日（土）
午前８時３０分から午後４時３０分まで
（ただし、５月２７日（日）は休みとする。）

抽選・販売日

平成３０年６月１０日（日）午後１時００分から
※当日会場にいない場合は無効となります。

抽選販売の方法
１ リサイクル品は一部を除き有料です。
２ 申込期間中に「クリーンプラザくるくる」にて、展示のリサイクル品から希望の品を選び、その
場で購入申込書に品番号、氏名、住所など必要事項を記入して申込みください。
（一人３点まで）
※抽選販売日当日の申込はできません。また、郵送・電話での受付はしていません。
３ 申込者は、抽選販売日の午後１時００分までに「クリーンプラザくるくる」にお越しください。
４ 申込みが一人の場合は、そのまま申込者に販売します。
５ 申込みが複数の場合は、抽選のうえ当選者に販売します。
６ 購入品は自分で持ち帰りいただくことが条件です。
７ 購入品を当日持ち帰りできない場合、一週間程度保管いたしますが早めの引取りをお願いします。
８ 申込みのないリサイクル品については抽選販売終了後、整理券を配布したうえで販売します。
又、翌日から随時販売いたします。
詳
細
クリーンプラザくるくる ☎５３−５３５３

無料法律相談会
雨竜町在住の司法書士・行政書士 木村幸一先生に
よる無料法律相談会が６月１３日（水）午前１０時か
ら正午まで浦臼町商工会館にて開催されます。
相続、遺言、登記（法人・不動産）、債務整理、民事裁判、
成年後見等について悩んでいる方等、専門家に相談し
てみませんか。
詳しくは、浦臼町商工会にお問合せください。
お問合せ ６７−３３３１

ゴミは、分別して出しましょう!!
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防災行政無線などを用いた情報伝達訓練の実施
地震・津波や武力攻撃などの発生時に備え、次のとおり情報伝達訓練を行います。この訓練は、全国
瞬時警報システム（Ｊアラート）（※）を用いた訓練で、浦臼町以外の地域でも様々な手段を用いて情
報伝達訓練が行われます。
（１）訓練実施日時
平成３０年５月１６日（水） 午前１１時００分ころ
（２）訓練で行う放送試験
情報伝達手段

①

防災行政無線

放送内容
町内に設置してある防災行政無線から、一斉に、次のように放送されます。
【放送内容】
上りチャイム音
＋ 「これは、Jアラートのテストです。」×３
＋ 下りチャイム音
（※）Ｊアラートとは、地震・津波や武力攻撃などの緊急情報を、国から人工衛星など
を通じて瞬時にお伝えするシステムです。

【お問い合わせ先】
浦臼町総務課
電話 ０１２５−６８−２１１１

新たな地域おこし協力隊が着任しました
浦臼小学校・中学校のALT（英語指導助手）として英語の指導にあたっていたジョナサン・ジェン
キンスさんが、今年の4月から地域おこし協力隊として浦臼町に住み、ALTとしての活動のほか、地域
行事や国際交流活動への協力を行っていくこととなりました。
ジョナサン ジェンキンスさんより
町民の皆様、はじめまして。
浦臼町地域おこし協力隊に着任しました、Jonathan
Jenkins（ジョナサン ジェンキンス）と申します。オ
ーストラリアのメルボルン市から来ました。スポーツ、
スノーボード、バイク、旅行など自然と関わることが大
好きで、自然豊かな浦臼町に住むことになって大変嬉し
いです。浦臼町の皆さんと顔を合わせることで、少しで
も早く地域へ溶け込んで生活できるように頑張ります。
私を見かけたとき、ぜひお気軽に英語でも日本語でも声
をかけてください。よろしくお願い致します。

限りある水資源を大切に!節水にご協力をお願いします!
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浦臼短歌会

隼子

最終処分場放流水水質検査結果（３月分）

５月１７日（木）午後６時から
奈井江町文化ホール（ＪＲ奈井江駅前）

濃度

１未満

0.6

1.9

2.50

3月8日
（木）

7.7

１未満

0.6

2.2

3.30

3月14日
（水）

7.4

１未満

0.5未満

2.1

3.30

基準値

ウ

87歳

タさん

・八重樫 昌 志
鶴沼第１
（故 八重樫 ツネ子さん）５万円

（

浦臼第７
キさん）３万円

906人（−５人）
977人（−４人）
1,883人（−９人）
889戸（＋３戸）
）内は前月との比

期

0

0

8

0

0

（7）

（1）

（29）

（0）

（1）

2

0

25

1

0

（12）

（4）

（94）

（1）

（1）

■３月末現在

浦臼町内の出動状況（

3月１日
↓
3月31日

間

１月１日
↓
3月31日

）内は奈井江・浦臼支署全出動状況

編 集 後 記
浦臼町初の認定こども園が開園しました。開園式・入園式に
お邪魔したのですが、綺麗で充実した設備に驚きました。床
暖房やエアコン、空気清浄機もあって、自分が通っていた保
育園とは全然違うなぁと感心するばかりでした。子ども達の
様子を職員の方がカメラでいつでもチェックでき、０歳から
でも子どもを預けられるので、もし自分に子どもができたら
安心して入園させることができると思います。たくさんの子
どもが入園してくれれば、町全体が明るく活気づくので、こ
の開園を切っ掛けとして浦臼町に子育て世代が増えてくれた
らいいなぁと思っています。また、「浦臼町の子ども園の評判
が広まれば、町に引っ越してくれる人もいるかもしれない。
」
と仰っていた保護者の方の言葉が現実になるよう、園の情報
を発信していきたいと思います。
たまには町職員らしい事を書いてみましたが、真面目な内容
の仕上がりになり驚いています。

■発行・編集／北海道浦臼町役場 総務課企画統計係
〒061-0692 北海道樺戸郡浦臼町字ウラウスナイ183番地の15
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計

○故人の生前のお礼として

男
女
計
世帯数

分

累

ご厚志ありがとうございます
社会福祉協議会へ

・庄 子 敏 幸
（故 庄 子 ユ

区

今月分

畑

火災出動

96歳

３月25日
浦臼第７
３月25日
鶴沼第１
４月５日
浦臼第７

戒

ツネ子さん

２０以下 ９０以下 １２０以下

はい！こちら１１９番
警

八重樫

５.８〜８.６ １０以下

救急出動

85歳

全窒素

〔ＳＳ〕 〔ＢＯＤ〕〔ＣＯＤ-Ｍｎ〕〔Ｔ−Ｎ〕

７.5

救助出動

キさん

山

ユ

生物化学的 化学的
酸素要求量 酸素要求量

3月１日
（木）

その他の出動

子

〔ｐＨ〕

採取日

おくやみ申し上げます
庄

浮遊物質量

でに申し込みされた
日︵火︶です︒ 方の月戸別日︵︵訪火問︶ま︶収
集日です︒

と き
ところ

項目 水素イオン

月

優良運転手のみが受講できる講習会で、ご自
宅に「運転免許証更新連絡書」が届きますので、
砂川警察署等で更新の手続き（申請等）を済ませ、
「優良講習」対象者に該当するかどうか確認の上、
受講してください。
更新手続きは、誕生日の前後合わせて２ヶ月
間の間に行ってください。

今月の 粗大ごみ収集日 は

短 歌・
・
・
・
・

井下

手をかりて織りしマフラー仕上がりぬ

き

頬に温もり優しく伝う

パソコンで詩を打ち続けその数は
一万編を超えてもさらに
玄地 祐文

と

時刻忘れ夜中床にて文庫本
いつしか朝となりておどろく
斎藤 陽子

からす

一喜

ヒナ育つ季節か早も野に烏
小枝くわえてさっと飛び立つ
本間マキ子

還暦を越えて人生共にする
二人の門出に拍手喝采

森

母上の回忌法要兄妹で
逝きし夜明けに名残り雪ふる
森 小夜子

お知らせします！

■印刷／㈱テラックス

８

