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町政の発展に多大な貢献

平成３０年度

浦臼町政功労者表彰式

平成３０年度の表彰者については、浦臼町表彰審査委員会に諮問し、慎重な審議をいただいた結果、町政
功労者１名が決定され、７月１５日（日）役場３階あかねホールにおいて表彰式が行われました。
なお、受賞者の功績内容は下記のとおりです。

左から赤川表彰審査委員長、斉藤町長、菅原氏、妻の登志子さん、阿部浦臼町議会議長

町政功労者
自治部門
菅原 勝良

氏

氏は、昭和５０年から３２年にわたり浦臼町消防団員として活躍され、強固な消防精神に徹し、常に団
員の先頭に立ち災害現場活動に従事するなど、地方自治の発展に寄与されました。

町民まちづくり活動応援補助金制度対象事業開催のお知らせ
○だれでも食堂
浦臼の新鮮な野菜をできるだけ利用した、月に１回町民が開く、町民のための食堂です。
日時：８月２５日（土）１１：３０〜１３：３０
メニュー：チキン南蛮丼、サラダ

開催場所：ふれあいの家（中央団地敷地内）
料
金：大人２００円 １８歳以下無料

国民健康保険税は納期内に必ず納めましょう!!
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浦臼町身体障害者福祉協会ボランティア活動
７月９日、浦臼町身体障害者福祉協会（澤俊平会長 会員２３名）によるボランティア活動が行われ
ました。
協会では、障がいのある方が障がいのない方と共にいきいきと活動できる社会を目指すことを理念と
し、毎年ボランティア活動を行っています。
当日の活動参加は少人数となりましたが、ふるさと活性化センターのスリッパ洗浄並びに保健センタ
ー前花壇の草取りを実施いただきました。

保健センター前花壇の草取りの様子

スリッパ洗浄を行う参加者

浦臼町観光大使
臼子ねぇさん

子供盆踊り
日時 ８月１５日（水） 午後６時〜
場所

役場前駐車場
（雨天時 役場3階あかねホール）
※

開催場所の変更時は防災無線で周知いたします。

わたしも参加するわよ〜
みんなきてね〜♪

◎先着300名様におやつを用意しています。

主催 浦臼観光協会
第１０回

鶴沼ワインフェス

◎空知管内のオーナーシェフが集い、１日限りのオープンレストランで腕をふるいます。
■開 催 日
平成３０年８月２６日（日） １０時開催
■開催場所
鶴沼ワイナリー特設会場

各種ワインを取りそろえています

会場内を臼子ねぇさんが歩き回ります

ゴミは、分別して出しましょう!!
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親子（母子）健康手帳・
妊婦健診費用の助成についてのお知らせ
保健センター（子育て世代包括支援センター）では、浦臼町に住民登録がある妊婦さんを対象に、元気
な赤ちゃんを迎えられるよう、親子（母子）健康手帳の交付・妊婦健診費用の助成を行っています。妊娠
が判明したら、妊娠１１週までに保健センター（子育て世代包括支援センター）にお越しください。交付
の流れにつきましては、下記の通りです。

＊親子（母子）健康手帳の交付
医療機関にて妊娠と判断されたら、浦臼町保健センター
（子育て世代包括支援センター）に行きます
妊娠１１週までを目安に、体調が良ければ、できるだけご本人（お母さん）がお越しくださ
い。
保健師や栄養士が体調についてお伺いする他、様々なご相談をお受けしています。

妊娠届を窓口で記載します
医療機関から妊娠証明書を受け取った場合は、窓口で提示してください。

親子（母子）健康手帳を受け取ります
その他、母子健康手帳副読本、妊娠・出産に関わるリーフレット等を
お渡ししていますので、ご自宅でお目通しください。

＊妊婦健診費用の助成
助成内容
対象

妊婦一般健康診査受診票１４枚

超音波検査受診票１４枚

浦臼町に住民登録がある妊娠中の方
・親子（母子）健康手帳交付時に、妊婦一般健康診査受診票と超音波検査受診票を３枚
ずつ交付します。
・医療機関受診時に、親子（母子）健康手帳と一緒に提出すると、助成対象の健診項目

使用方法

について無料となります。
・妊娠２０週、３０週頃に保健師・栄養士が妊娠中の体の変化や、食事・生活のことに
ついてお話をさせていただく際、残りの受診票を交付しますので、各受診票の使用時期
に合わせてご利用ください。

その他詳しいことやご不明な点については、
ホームページをご覧いただくか、下記までお気軽にお問い合わせください。

【お問い合わせ】浦臼町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）☎0125-69-2100

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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後期高齢者医療制度のお知らせ
〜 高額療養費と高額介護合算療養費の見直しについて 〜
■

高額療養費の限度額が見直しされます

●高額療養費の限度額が、平成３０年８月から次のとおり見直しされます。

【平成３０年７月まで】
１か月の自己負担限度額（※１）
区

分

外来

外来＋入院

〔個人単位〕

〔世帯単位〕

現役並み所得者

５７, ６００円

※2
（４４, ４００円）※3

一般

１４, ０００円
※4

５７, ６００円
（４４, ４００円）※3

区分Ⅱ

住民税非課税世帯

区分Ⅰ

２４, ６００円

８, ０００円

１５, ０００円

※１

※２（医療費総額
−２６７, ０００円）
×１%＋８０,１００
円です。
※３

多数該当（過去１２
か月に３回以上世帯
単位における高額療
養費の支給に該当
し、４回目以降の支
給に該当）の場合
の自己負担限度額で
す。

※４

１年間の外来の自己
負担額合計の限度額
が １ ４ ４, ０ ０ ０ 円
となります。

【平成３０年８月から】
１か月の自己負担限度額（※１）
区

現役並み
所得者

分

外来＋入院
〔世帯単位〕

課税所得
６９０万円以上

２５２, ６００円+（医療費−８４２, ０００円）×１％
( １４０, １００円）※３

課税所得
３８０万円以上

１６７, ４００円+（医療費−５５８, ０００円）×１％
（９３, ０００円）※３

課税所得
１４５万円以上

８０, １００円+（医療費−２６７, ０００円）×１％
( ４４, ４００円）※３

１８, ０００円
※４

一般
区分Ⅱ

住民税非課税世帯

■

外来
〔個人単位〕

区分Ⅰ

月の途中で７５歳
の誕生日を迎えるこ
とにより加入する方
（ 障 害 認 定 で 加入す
る方は除く）は、加
入した月の自己負担
限 度 額 が1/2に 調 整
されます。

５７, ６００円
（４４, ４００円）※3
２４, ６００円

８, ０００円

１５, ０００円

高額介護合算療養費の限度額が見直しされます

● 高額介護療養費の限度額が、次のとおり見直しされます。
区

分

現行

平成３０年８月〜
【課税所得６９０万円以上】２１２万円

現役並み所得者

６７万円

【課税所得３８０万円以上】１４１万円
【課税所得１４５万円以上】６７万円（改正なし）

一般
住民税非課税世帯

☆

５６万円

５６万円（改正なし）

区分Ⅱ

３１万円

３１万円（改正なし）

区分Ⅰ

１９万円

１９万円（改正なし）

お問い合わせ先

☆

北海道後期高齢者医療広域連合
〒060-0062 札幌市中央区南２条西14丁目 国保会館６階
☎０１１−２９０−５６０１

浦臼町役場

くらし応援課住民係

☎ ０１２５−６８−２１１２

買物は町内商店で買いましょう!!
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空知中部広域連合からのお知らせ
〜

６５歳以上の皆さんの介護保険料が変わります

〜

８月中旬に
「平成３０年度介護保険料決定のお知らせ」を発送いたします
介護保険制度は、国や道、市町村が負担する「公費」と、皆さんが納める「介護保険料」を財源として運
営しています。
介護保険料の額は、皆さんが住み慣れたまちで、いつまでも安心して暮らせるように、介護保険サービス
がどれくらい必要になるのかを見込んで介護保険事業計画を策定し、決定しています。この計画は３年ごと
に見直しを行うことになっており、今年度から新しい保険料基準額に変更となりました。

介護保険料基準額：年額６２,４００円（月額５,２００円）
段

階

対

象

者

算定基準

年間保険料額

第１段階

・生活保護を受けている人
・世帯全員が住民税非課税で、老齢福祉年金を受けてい
る方、または前年の合計所得金額＋課税年金収入額が
８０万円以下の方

基準額×0.45

２８, ０８０円

第２段階

・世帯全員が住民税非課税で、前年の合計所得金額＋課
税年金収入額が１２０万円以下の方

基準額×0.69

４３，０５６円

第３段階

・世帯全員が住民税非課税の方（第１、２段階以外の方） 基準額×0.75

４６，８００円

第４段階

・本人は住民税非課税だが、世帯の誰かに住民税が課税
されていて、前年の合計所得金額＋課税年金収入額が
８０万円以下の方

基準額×0.9

５６，１６０円

第５段階

・本人は住民税非課税だが、世帯の誰かに住民税が課税
されている方（第４段階以外の方）

基準額

６２，４００円

第６段階

・本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が１２０万
円未満の方

基準額×1.2

７４，８８０円

第７段階

・本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が１２０万
円以上２００万円未満の方

基準額×1.3

８１，１２０円

第８段階

・本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が２００万
円以上３００万円未満の方

基準額×1.5

９３，６００円

第９段階

・本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が３００万
円以上５００万円未満の方

基準額×1.7

１０６，０８０円

第10段階

・本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が５００万
円以上の方

基準額×1.8

１１２，３２０円

◎所得の申告をお忘れなく
空知中部広域連合では介護保険法に基づき、構成市町から皆さんの所得情報を得て、本人及び世帯員の市
町村民税の課税状況と所得等を基に介護保険料を算定しています。所得が未申告ですと正しい介護保険料の
算定ができません。未申告の方は、お住まいの市町村民税担当窓口で所得の申告をお願いします。

◎介護保険料の未納はありませんか
介護保険料の納め忘れがあると、未納期間に応じて、介護サービスを利用しようとするときに給付に制限
を受けます。必ず納期限内に納めてください。

問い合わせ

空知中部広域連合事務局介護保険係（６６−２１５２）

元気にあいさつをしましょう!!
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第２回浦臼町議会定例会 一般質問

第２回定例会は６月19日に開催され、５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。

ふるさと納税の今後に
ついて

東藤議員

指導に従うよう︑早い段階で
改める考えである︒
町民とともにふるさと納税
が今まで以上に増えるように
努めていく︒

野崎議員

30

35

86

Ａ 町長答弁
現在︑神内ファームが提供
している返礼品は非常に人気
のあるものが多い︒ハンバー
グ及びマンゴー︑神内和牛は︑
平成 年以降も継続する方向
で検討いただいている︒
還元率３割については国の

Ａ 町長答弁
本年度一般会計予算で︑ひ
ばり団地建て替えの実施設計

Ｑ質 問
現在︑返礼品は 品あり︑
うち 品が神内ファームの商
品で︑約 ％を占めている︒
神内ファームが縮小するこ
駅前跡地再利用による
とによる返礼品の対応はどう
市街地開発と高齢者の
なるのか︒
安心な住まいを
国から︑返礼品の還元率は
３割までと通知されているが︑ Ｑ 質 問
該当する商品はストップする
公営住宅を駅周辺に再編し︑
のか︒
ひばり団地の土地を建売り住
新しい返礼品を考えなけれ
宅用地に開放出来ないか︒
ば︑ふるさと納税の申込みが
まちなかに住むことで︑高
減少してしまいかねないと考
齢者の流出を止め︑商店街も
えるが︑町長の考えは︒
再生することになるのでは︒
Ｊ Ｒが廃止になった場合︑
Ｊ Ｒより環境整備・地域振興・
駅前再整備などで助成金が交
付されると聞いているが︑駅
周辺の再編の考えは︒

親しまれる議会だよりを目指します。
31

業務委託料と解体工事に係る
予算を計上し︑既に着手して
いるため考えていない︒
高齢者については︑今後と
も在宅支援で支えていく考え
である︒
札沼線沿線まちづくり検討
会議にて︑Ｊ Ｒ側から廃線と
なった場合︑各町に対して代
替交通や観光振興などに対す
る支援との話があり︑ほかに
駅周辺の整備に対する支援に
ついて協議中である︒
Ｑ 再質問
人口減少のなか︑役場︑病
院︑保健センター付近に公住
をつくり人を集中させて︑駅
周辺をコンパクト化すること
で︑商店の利用も増えるので
はないか︒
高齢者を見守る支えあいも
当然だが︑流出を止める策も
お願いしたい︒

Ａ 町長再答弁
高齢者が住みづらく離町し
ているのかもしれない︒その
住みづらさの解消について︑
今後議会と協議していく︒

Ａ 総務課長答弁
①カメラは４カ所︑ふれあい
ステーション︑鶴沼公園︑防
災倉庫及び認定こども園に設
置している︒
②設置によって中心市街地の
安全対策としても十分期待が
持てる︒役場以外の必要な場

Ｑ質 問
防犯カメラは犯罪抑制︑検
挙率向上︑交通事故の減少に
も役立つ︒地域防犯力の向上
や︑事件事故の解決に効果を
発揮することから︑さらなる
安全・安心のまちづくりに向
けて取り組むべきと考えるが︑
町長の考えを伺う︒
①町内における防犯カメラの
設置状況は︒
②役場に設置する考えはある
か︒
③地域防犯力を高めるために︑
商店街や民間事業者に設置補
助制度を設ける考えは︒

防犯カメラ設置補助制
度の創設について

小松議員

所についも︑設置する方向で
検討をしていく︒
③より地域の安全確保につな
がることは理解するが︑設置
費用の問題もあるため︑商工
会と十分協議していきたい︒

わなければならない︒
８００頭の計画だが︑ 頭
の実績でも良いのか︒
業者が持つべきところ︑処
理施設が持つべきところの経
理はどこを見ていくのか︒
Ａ 産業振興課長再答弁

①代替交通に関することでは︑
浦 臼 月- 形 間 の 代 替 バ ス の 運
行︑町営バス奈井江線の土日
祝祭日の運行︑中央バス滝川

Ｑ質 問
①Ｊ Ｒ側へ町はどのような要
求をしたのか︒
②どのような整備を進めて町
へ譲渡されるのか︒
③廃線跡をサイクリングロー
ド︑通学道路としては︒
④医療大学まで一本のバス路
線とすべきでは︒
Ａ 総務課長答弁

ＪＲ札沼線の廃止につ
いて

猟友会に多くとっていただ
かなければ事業効果は出ない
ので︑コンソーシアムの中で
役割分担・連携をしながら内
容を詰めていく︒

80

浦- 臼 線 の 負 担 金 の 支 援︑ 美
唄駅までの乗合タクシーの支

援を要求している︒
駅周辺整備では複合施設の
建設に対する支援を要求して
いる︒
②Ｊ Ｒが測量し︑レール・枕
木・電柱の撤去︑路盤及び盛
り土は敷砂利をならす程度と
のこと︒
③鉄橋等の維持管理︑安全確
保対策が必要となり難しい︒
④既に地元で営業しているバ
ス事業者の権益を優先するこ
とが必要︒

非核・平和の町宣言を
訴えては

Ｑ質 問
唯一の被爆国として︑８月
には広島・長崎で世界大会が
毎年開かれている︒昭和 年︑
西本敦さんが﹁広島・長崎を
繰り返すな﹂と訴えながら歩
いてから 年︑道内での宣言
市町村は１２３自治体になっ
ている︒
本町での﹁非核・平和の町
宣言﹂を実現しては︒

Ａ 総務課長答弁
唯 一 の 被 爆 国 と し て 非 核・
平和を求める思いには疑いも
なく︑最近の国際情勢の動き

33

問

費用が必要となっている︒
題は無いのか︒
一方︑本年 月から運用開
⑤年間８００頭を確保するた
始となる準天頂衛星システム
めのコンソーシアム協議はど
﹁みちびき﹂を活用すること
こまで進んでいるのか︒
により︑専用受信機の設置で
Ａ 産業振興課長答弁
精度の高い測位が可能となる︒ ①企業側の諸事情により３月
基地局設置が不要となり︑
２日付で不参加の申し出があ
どこでも受信が可能となるの
った︒協議不足や詰めの甘さ
で︑﹁ み ち び き ﹂ の 運 用 開 始
があったと反省する︒
を待ち︑圃場整備とあわせて
②道では平成 年度までに道
効果の検証を行いながら︑ス
南地区を除き 万頭を目標と
マート農業の推進に向けて検
している︒
討していきたい︒
③５月 日に発注した設計業
務の中で仕様等の協議を進め︑
概要が明確になった段階で情
報提供していく︒
④モデル事業と平行して業者
が従来事業を運営することに
ついて︑農林水産省はコンソ
ーシアムの中で決めた運営形
態であれば問題は生じないと
ジビエ そらちについ
している︒
て
⑤捕獲に関することは町と猟
友会が連携し︑進める︒
30

30 33

Ｑ 再質問
国の予算ありきなのでは︒
協議不足を反省するならば︑
道に対してはっきりと言って
もらわなければ困る︒
浦臼町内のハンターは 歳
以上が半分を占めている︒狩
猟の技術の向上を図ってもら

60

Ｑ質
年度第１回定例会の質問
で︑ＧＰＳアンテナの設置に
つ い て︑﹁ 少 し 勉 強 す る 時 間
が欲しい︑時間をかけずに検
討していきたい﹂との答弁で
あった︒
その後︑どこまで検討され
ているのか︒
Ａ 産業振興課長答弁

20

de
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牧島議員

Ｑ質 問
①予算審議に入る中での業者
変更は許されないと考えるが︒
②エゾシカの生息数は 万頭
以上と言われているが︑適正
生息数は︒
③業者変更によるコストスタ
ディはどのようになるか︒
④変更後の業者と経理上の問

60

29

スマート農業の推進には︑
ＲＴＫ基地局を設置し︑イン
ターネット回線を使用した高
い精度の測位が必要となる︒
その場合︑基地局から半径
㎞と広範囲で利用可能とな
るが︑普及段階の現在では︑
ＲＴＫガイダンスシステムと
自動操舵補助装置の導入に１
セット約２５０万円と多額な

50

ＧＰＳアンテナ基地
︵ Ｒ Ｔ Ｋ基 地 局 ︶ の 設
置の検討と経過につい
て

議会だより No.163

20

ーの育成には時間がかかるが︒ Ｑ 再質問
②減量化施設は町内のシカの
鳥獣被害の被害額の調査を
処理だけで運営費用が捻出で
す べ き で は な い か︒︵ 起 業 当
きるのか︒
初の赤字を補完しながら︶企
③町民への説明が不十分では︒ 業は撤退しないでやってくれ
④補助金ありきで進められて
るのか︒ジビエ そらちとい
いる︒シカが大量に捕獲でき
うブランド名は確立できるの
るようになってから︑食肉の
か︒
有効利用としてジビエ事業を
Ａ 産業振興課長再答弁
考えるのが妥当では︒
コンソーシアムで協議をし
Ａ 産業振興課長答弁
て一つ一つ解決しながら進め
新規狩猟者を確保するため︑ ていく︒
有害鳥獣被害防止対策協議会
被害額の調査は中山間地域
を通じて︑免許取得費用や銃
連絡協議会等を通じて報告さ
器購入費等の助成を行い︑新
れているのが 年度で３２９
規会員も加わり現状数を維持
万２︐０００円︒
している︒
ブランド名で商品化も可能
減量化施設は町が運営し︑
と考えている︒
地元猟友会が捕獲した個体の
処理料は免除する考え︒現在
人口減少問題を戦略的
は運営経費のすべてを処理料
に考える
で賄う考えはない︒
この事業の目的はエゾシカ
Ｑ質 問
による農業被害を減らすため︑
浦臼町年齢別人口を調べる
ハンターにこれまで以上に捕
と︑平成 年から５年間で町
獲してもらい︑買い取り制度
の総人口が２︐１３９人から
等を設け︑趣味と実益を兼ね
１︐９２１人と約 ％人口が
た事業として捕獲を推進する
減少したが︑結婚︑子育て世
とともに︑食肉として有効活
代である 〜 歳世代がこの
用を推進しようとするもの︒
５年間でほとんど減っていな
ご理解願いたい︒
いのは明るい兆しだ︒しかし︑
後期高齢者が転出をしている
de

29

34

から︑核兵器への恐怖を身近
に感じた︒
どのような内容で宣言する
かなど︑議会とも協議し︑進
めていきたい︒
Ｑ 再質問
７月 日は開町記念日︑ま
た忠霊塔の慰霊祭がある︒
年の時間を経た中で高齢化が
進み︑辛酸を受けた方々にど
う町は応えていくのかが課題
だと思う︒
いつ頃の期日を考えるか︒
Ａ 町長答弁
出来るだけ早い時期に︑と
考えている︒

10

70

折坂議員
Ｑ質 問
①国の補助金対象であるこの
事業が︑ 年後︑ 年後も持
続可能な事業なのか慎重に検
討しなければならない︒ハン
ターの高齢化が問題︒ハンタ

25

25

15

ジビエ倍増モデル整備
事業の今後は
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10

という現実もある︒
生まれてくる子供を減らさ
ず︑高齢者が元気にこの町で
暮らせる︑助け合いの仕組み
を構築する必要がある︒
現在︑高齢化率 ％︑直近
５年間の出生者数は平成 年
を除き一けたであること︑
年・ 年には社会減が 人を
上回っていることなどを町民
に伝えることを始めて︑人口
の１％の定住人口を増やすこ
とを目標に掲げ︑分析と目標
の設定︑地区別の活動計画な
どの戦略を練るための︑町民
との学び合いの場を設けるこ
とを提案する︒
Ａ 総務課長答弁
人口減少対策は︑第４次浦
臼町総合振興計画と︑浦臼町
総合戦略に基づき各政策分野
にて効果があると思われる各
事業に取り組んでいるところ︒
認定こども園もそのうちの一
つであり︑当初の見込みより
も多い入園者となり︑一定の
評価を得ている︒
ジビエ事業は企業誘致や働
く場の確保の観点から期待を
している︒
町民との協議の場について
は︑福祉のまちづくり委員会
29

43

28

26

50

をはじめ︑各政策分野に各種
委員会等が設置されていて︑
それぞれの立場からの意見を
もらい︑それらを政策に生か
しながら将来につながるまち
づくりを進めていきたい︒

24

12

27
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員
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○鹿追町議会
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告

○ ＬＬＰ富良野エゾシ
カ有限責任事業組合︵ジ

24

議
議員のなり手不足を解消する
ための環境整備を求める意見
書を提出するなど︑町民とと
もに議会改革を進めている︒

40

６月 日〜 日にかけ︑議
会の活性化のために先進的な
取組を行っている２つの町議
会と︑鹿肉の解体処理・加工
販売を行っている団体を視察
しました︒

○浦幌町議会

鹿 追 町 議 会 は︑﹁ 住 民 参 加
ビエふらの︶
型の開かれた議会﹂を目指し︑
住民と直接対話する﹁まちな
ジ ビ エ ふ ら の は︑﹁ 鳥 獣 被
か会議﹂や︑青年や高齢者な
害防止総合対策事業﹂を活用
ど様々な立場の町民と話す機
して解体処理施設を平成 年
会を設けるなど︑議会改革・
に建設した︒
議会活性化に取り組んでいる︒
年間処理頭数３００頭︑年
ま た︑ 町 民 が 委 員 と な っ
間販売量６︐１００㎏ を目標
た﹁鹿追町議会議員定数・報
としているが︑現在は年平均
酬等及びあり方等審議会﹂が
処理頭数 頭︑販売量も７０
設置され︑議員の定数・報酬
０㎏ 前後と少なく︑今後の課
等について検討を行った結果︑ 題として︑次の点を上げてい
昨 年︑﹁ 議 員 報 酬 の 引 き 上 げ
た︒
の必要性がある﹂と答申があ
・搬入が面倒で︑搬入手段が
った︒それにより︑本年６月
少なく︑肉の品質を保つため
定例会で︑来年５月より平均
の搬入条件が厳しい︒また︑
・１％の引き上げが決定さ
富良野市では︑１頭あたりの
れた︒
駆除費が道・市・農協と合わ
せて１７︐０００円と高額支
給されるため︑本組合に搬入
されるシカが少ない︒
・シカを解体する際︑クレー
ンでつり上げるため︑施設の
高さが足りない︒
本町で行われる事業の今後
に生かしたい︒
10

26

研修に向け︑質問事項をま
とめ研修に臨んだ︒
浦幌町議会は議会活性化の
ため︑全国の共通課題である
﹁議員のなり手不足﹂の議論
を進めている︒特徴ある取組
として次の点が上げられる︒
︿まちなかカフェ 議会﹀
スーパーや公共施設などで
気軽に議員と話す場所の提供︒
︿議会モニター制度﹀
公募で選んだ委員から︑委
員会や議会の運営について意
見を聴取する制度︒
︿ナイター議会﹀
平成 年から３月定例会の
一般質問を夜に実施するもの︒
︿日曜議会﹀
平成 年から 月定例会の
一般質問を日曜日に実施する
もの︒
その他︑国に対して︑地方
de
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両町とも町村議会や各地
での研修︑町民との議論が
活発に行われていると感じ
た︒
浦臼町議会では︑今回の
視察や︑議員間での話し合
いを通して︑今後の議会の
方向性について町民の皆様
に示していきたいと考えて
います︒

議会だより No.163

審議 された 事件 と 結果
条例等の審議と結果

日開催︺

条例等の審議と結果

◆浦臼ライスターミナル自動倉庫設備更新業務委託
・契約方法 随意契約
・契約金額 １億９︐３３２万円
︵うち消費税額 １︐４３２万円︶
・契約の相手方 ピンネ農業協同組合
代表理事組合長 宮本

財産の取得について

英靖

◆浦臼町国民健康保険税条例の一部を改正する条例について
︱可決︱
平成 年度分所得額及び平成 年度固定資産税額の確定のた
め
30

業務委託契約の締結について

29

・名称・種類・数量 除雪トラック専用車 トン級︶ １台
・契約の目的 冬期間の町道等の除雪のため
︵平成 年度社会資本整備総合交付金事業︶
・契約方法 指名競争入札︵最低制限価格適用︶
・契約金額 ４︐５９５万４千円
︵うち消費税額 ３４０万４千円︶
・契約の相手方 ＵＤトラックス北海道株式会社
代表取締役 古館 利幸

一般会計
（第１号）

33億9,877万7,000円 公有財産解体工事
（2,377万7,000円）
158万8,000円
融雪促進剤購入費助成金
280万円

下水道事業
（第１号）

7,630万円
下水道管渠補修工事 80万円
（80万円）

36億3,707万円 基金積立金
一般会計
9,241万1,000円
（第９号） （7,123万4,000円）
定住促進住宅取得応援助成
△400万円
金
町税等還付金
408万9,000円
基幹水利施設管理事業負担
△161万3,000円
金

◆浦臼町行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条
例について ︱可決︱
行政手続等について電子申請を利用して行うために︑必要な
事項を定めるため
◆浦臼町家庭的保育事業等の設備及び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︱
家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準の一部を改正
する省令︵平成 年厚生労働省令第 号︶に伴う改正

30

◎平成29年度予算の補正されたもの（専決事項）

◎平成30年度予算の補正されたもの（第２回定例会）

会 計 名 補正後の予算額
（補正番号）
（補正額）

会 計 名 補正後の予算額
（補正番号）
（補正額）

補正された主なもの

補正された主なもの

報告事項
◆繰越明許費繰越計算書の報告について
◇翌年度繰越事業と金額
・産地パワーアップ事業
６２５万円
・農地整備事業︵経営体育成型︶ ２︐５６７万円

30

・石狩川流域下水道事業
１︐２１０万７千円
◆浦臼町土地開発公社の経営状況の報告について
浦臼町土地開発公社の平成 年度事業及び決算︑平成 年度
の事業計画及び事業予算について報告された︒

第１回浦臼町議会臨時会 ︹５月

10

65

専決処分した事件の承認されたもの

11

29

◆浦臼町税条例の一部を改正する条例について
地方税等の一部を改正する法律等が平成 年４月１日から施
行されるため

30

30

議会だより No.163

40

常 任 委 員 会 報 告

農林建設常任委員会

25

12

議会の流れ

◎議会運営委員会
６月 日
・第２回定例会について
７月６日
・議会改革について
◎全員協議会
５月１日
・ジビエ そらちについて
５月 日
・浦臼ライスターミナル自動
倉庫更新について
・Ｊ Ｒ札沼線について 他
６月 日
・第２回定例会の運営につい
て
７月 日
・議会改革について
◎議員懇談会
６月 日
・道内視察研修について
◎議会広報特別委員会
７月 日
・議会だより第１６３号編集

11

副委員長
委員

委員長

中川
折坂
野崎

柴田

清美
美鈴
敬恭

典男

de

総務常任委員会

29

自治功労者表彰

議長として７年以上在職
阿部 敏也 議長

平成 年６月 日開催の北
海道町村議会議長会定期総会
において︑長きにわたり地方
自治の振興に貢献された議長
に表彰状が授与され︑第２回
定例会開会前に伝達しました︒

行政視察

12

○７月２日に︑西興部村議会
が移住・定住対策について行
政視察のため来町しました︒

11

︿調査日 ４月 日﹀
︿調査日 ４月 日﹀
﹃ふるさと納税の現状と
﹃農業法人設立の背景及び事
今後の課題について﹄
業内容と今後の事業展開につ
ふるさと納税は５年が経過
いて﹄
し︑平成 年度は１万２︐１
新規就農者を増やすには町
２９件︑１億７︐１５９万円
や農協︑農家が連携した取組
を受け付けた︒
が求められ︑この問題は本町
種類に及ぶ返礼品があり︑ のみならず︑全道でも発生し
神内ファームの商品が３割以
ている︒
上を占め︑精米のななつぼし
深川 市では昨 年︑深川 市︑
㎏ が人気だが︑還元率の大
Ｊ Ａ︑深川 市 振 興 公 社の共同
きい商品であり︑今後の課題
出資により株式会社深川未来
である︒
ファームを設立︑運営している︒
基 金 の 支 出 充 当 は︑﹁ 子 育
当法人は︑新規就農者を社
て支援や教育環境向上﹂が
員として雇用し︑実践的な研
％︑﹁ 農 業 振 興 や 商 工 観 光 に
修を通して専門的な技術や知
対 応 す る 取 組 ﹂ が ％︑﹁ 生
識を身につけている︒
活支援・スポーツ文化振興関
また︑就農相談活動を行う
連﹂その他で ％となってい
など︑ワンストップ窓口とし
る︒基金残高は 年度末で約
て対応し︑開業資金の確保も
６億４︐０００万円であった︒ 指導し︑就農にあたっては土
町の情報発信として︑町外
地の斡旋も含め︑きめ細やか
から参加できるイベントへの
な運営がされている︒
使途や︑目標を定めて事業を
今後の新規就農者やＵター
行っては︒また︑カタログの
ン者に活路を見いだすもので
工夫︑納税者と町をつなぐ企
あり︑農協との連携を密にし
画が必要では︒
ながら︑話し合いの一歩を踏
み出すことを強く期待する︒
86

15

11

20

24

15

19

25

29

30

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。
■難しい手続き不要！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２回定例会は10名の傍聴がありました。
☆ありがとうございました☆

KOUHOU
URAUSU
H30.８

浦臼中学校

資源回収にご協力をお願いします

目
的：部活動ユニフォーム等の購入資金のため（資金が足りません）
日
時：８月２５日（土）８：３０開始予定 雨天決行！
回収する物：アルミ・スチール缶（よく洗っていただき、可能な限り、つぶさないでおいてください)
新聞・雑誌・本・ダンボール
＊種類別に縛って、当日の朝、お近くのごみステーションにお出しください。
※期日の前に中学校の校門にある物置での保管ができます。コンテナではなく物置での保管になります。
学校への持込もできますのでよろしくお願いします。

児童扶養手当・特別児童扶養手当の受給者は現況届の手続きを忘れずに！
児童扶養手当、特別児童扶養手当の受給者は、毎年８月に児童の扶養・監護等の状況を確認するため
に現況届を提出しなければなりません。
現況届は引き続き手当を受けられるかどうかを審査するための届出です。
提出がないと８月分以降の手当が受けられなくなりますので、受給者は必ず提出してください。
○必要なもの〜手当証書・印鑑
その他必要に応じて提出していただく場合があります。
なお、現在手当を受給されている方には、役場から現況届の用紙等を送付いたします。
詳しいことは、役場くらし応援課住民係までお問い合わせください。
電話６８−２１１２（くらし応援課直通）

全国一斉「子どもの人権１１０番」強化週間のお知らせ
法務局では、子どもの人権についての専用相談電話「子どもの人権１１０番」を設置しています。い
じめや虐待など子どもの人権に関する悩みをご相談ください。
また、平成３０年８月２９日（水）から同年９月４日（火）までは、全国一斉「子どもの人権１１０番」
強化週間です。期間中は、平日の受付時間を延長して、土日も対応します。
子どもの
人権１１０番

ぜろぜろなな

の ひゃくとおばん

０１２０−００７−１１０
（全国共通・通話料無料）

◆受付時間

平日：午前８時３０分〜午後５時１５分
（年末年始を除く）

●強化期間中の受付時間
８月２９日〜９月４日の平日：午前８時３０分〜午後７時
９月１日（土）、２日（日）
：午前１０時〜午後５時

振り込めサギには十分注意しましょう！
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お盆休みのお知らせ
施 設 名
町 立 診 療 所
歯 科 診 療 所
最 終 処 分 場
B&G海洋センター（プール含む）

休
業
日
８月９日（木）正午〜１６日（木）
８月１１日（土）〜１６日（木）
通常勤務（午前９時〜午後４時）
８月１４日（火）〜１６日（木）

町税の納期のお知らせ
第２期納期限

８月３１日（金）まで

町税（住民税・固定資産税・軽自動車税・国民健康保険税）は、６月１１日発送の納付書にて、納期
限までに納付願います。既に口座振替による納付をご利用の場合は、納期限の日に引き落としをいたし
ます。
やむを得ない理由によって期限内の納付が困難となったときは、納期限前に必ず役場税務係までご相
談願います。事前の相談なく町税を滞納した場合には、勤務先や金融機関などへの財産調査、給与や預
貯金の差押えなど、法に基づいた厳しい滞納処分を行うことがあります。
〈納付の方法〉
○口座振替による納付
北門信用金庫浦臼支店、ピンネ農業協同組合浦臼支所およびゆうちょ銀行で口座振替による町税
の納付ができます。納税通知書、通帳およびその通帳の届出印を金融機関の窓口にご持参の上、お
手続きください。
ゆうちょ銀行で口座振替の手続きをなされる場合には、申込書の「払込先」欄に以下のとおりご
記入願います。
加入者名：浦臼町役場
口座番号：０２７８０−９−９６０２２７
払 込 日：毎月末日
口座振替による納付は、納付しに行く手間もなく納め忘れも防ぐことができますのでとても便利
で安心です。
○納付書による納付
北門信用金庫、北海道銀行および北洋銀行の各支店窓口またはピンネ農業協同組合浦臼支所また
は浦臼町役場出納窓口にてお支払いください。
なお、ゆうちょ銀行では納付書による納付はできませんのでご留意願います。
●お問い合わせ：役場 くらし応援課 税務係（６８−２１１２）

「広報うらうす」に広告を載せてみませんか？

広告主募集中
１号広告
２号広告

縦４㎝×横15㎝ 4,000円
縦４㎝×横 7㎝ 2,000円

問い合わせ 役場総務課企画統計係

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

浦臼町社会教育事業

浦臼町民移動芸術鑑賞会

事前告知

劇団四季

サウンド・オブ・ミュージック
芸術鑑賞バスツアー参加者募集のお知らせ
昨年度好評でした「芸術鑑賞バスツアー」を今年度も実施します。
今年は期間限定の「サウンド・オブ・ミュージック」を鑑賞します。本格的なミュージカルをお友達
と一緒に鑑賞しに出かけませんか。バスで劇場まで送迎します。
みなさんの参加をお待ちしています。
開催期日
実施場所
鑑賞内容
参 加 料
集合場所
募集対象

平成３０年１０月１３日（土）
札幌市 北海道四季劇場
劇団四季 「サウンド・オブ・ミュージック」
一人２,０００円
午前９時 浦臼町役場 （帰着は６時頃）
小学生以上の町民 先着３０名
※小学生については、保護者同伴とします
申し込みは平成３０年９月１８日（火）〜電話のみの受付とします。
詳しくは、９月に配布の町内回覧のチラシをご覧ください。
申込み先

浦臼町教育委員会社会教育係

Tel

６８−２１６６

わくわく浦臼スケッチ
浦臼町地域おこし協力隊の横山です。
暑い日がつづく北海道、いよいよ８月５日は、浦臼町味覚まつりです。
そして８月７日は、北海道の七夕ですね。
７月２６日木曜日に特別養護老人ホームゆうあいの郷で七夕の会が開催されました。
七夕の会を彩る出演者には、浦臼町のコーラス団体りらの会が演奏を披露しました。
懐かしい歌謡曲や馴染みのある童謡を参加者の皆さんと歌い、最後は拍手喝采でとても盛り上がりま
した。
施設内も七夕の飾りが素晴らしく、北海道の短い夏を楽しむ七夕の会となりました。
北海道も猛暑がつづいています。しっかりと水分補給をして脱水に気をつけましょう。

国民健康保険税は納期内に必ず納めましょう!!
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〜海や川
◎
◎
◎
◎
◎

北方領土返還要求運動強調月間 北方領土は日本固有の領土です！
平成 年８月１日〜８月 日

水難事故の未然防止！
危険がいっぱい潜んでいる〜

波の力で倒されたり、沖に流される危険があります。
水辺で遊ぶ子供の近くから離れないようにしましょう。
指定された海水浴場で遊泳しましょう。
遊泳禁止区域では、離岸流や急な深み等多くの危険があります。
体調不良時や飲酒後の遊泳は危険です。
体調不良時やお酒を飲んだ後は、呼吸が乱れやすいので入水を避けましょう。
釣りをするときは、救命胴衣を必ず着用して、安全な場所で行いましょう。
高波時の防波堤、流れが速い岸辺、滑りやすい岩場には近寄らないようにしましょう。
水上オートバイは遊泳区域に入らないこと。
安全航行に努め、救命胴衣を装着しましょう。
砂

川

警

察

署

電話

30

５４−０１１０

31

平成３０年度（第２回）北海道警察官募集
〜夢、今叶えるとき〜
◎

◎
◎
◎
◎

採用予定人数 ２００名程度
Ａ区分（大学を卒業または卒業見込みの者）
男性
４５名程度、女性 １０名程度
Ｂ区分（Ａ区分以外の者）
男性 １１０名程度、女性 ３５名程度
受付時間
７月２日（月）から８月２４日（金）まで
第１次試験日
９月１７日（月・祝）
第２次試験日
１０月中旬から１１月上旬
受験資格
１８歳以上３３歳未満（採用基準日現在）
詳しくは、北海道警察ホームページ、またご質問などは、最寄りの警察署または北海道警察採用セ
ンターフリーダイヤル「０１２０−８６０−３１４」（ハローサイヨー）まで！
砂

川

警

察

署

電話

５４−０１１０

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

ゴミは、分別して出しましょう!!
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Events Urausu town

浦臼町の出来事

浦臼消防演習
７月１日（日）、中心蔵において平成３０
年浦臼消防演習が開催されました。

JR札沼線住民説明会
７月１１日（水）、行政センター１階集会
室においてJR札沼線住民説明会が開催され

あいにくの雨模様でしたが、消防団員によ

ました。斉藤町長は「国や道から支援が見込

る小隊訓練・ポンプ車操法訓練、一斉放水を

めないことが分かり万策尽きた。受け入れる

行うなど、普段の訓練の成果を存分に披露し

のは難しいかもしれないが、町の判断にご理

ていました。

解をいただき、今後のまちづくりにもご協力
をいただきたい。
」と話し、町民からは「札
沼線がなくなるのは寂しい。代替バスは利便
性を考えて協議を進めてほしい」といった意
見が出ていました。

開町記念式典
浦臼町開町記念日である７月１５日、桜ヶ
丘公園開村記念碑前において、開町記念式典
が行われました。開拓先人の苦労をしのび、
その功績を讃え感謝し、郷土を愛する心を養
い、よりよき浦臼町を築きあげるという開町
記念日の趣旨のもと、雨にも関わらず多くの
方が参加されました。斉藤町長は「開町１１
９年を迎える事ができ、先人に感謝したい。
人口減少やJR札沼線の廃線等、様々な問
題があるが、町が一丸となって乗り越えられ
るようがんばっていきたい。
」と挨拶してい
ました。

戦没者追悼式
７月１５日、行政センター１階集会室にお
いて、平成３０年度浦臼町戦没者追悼式が行
われました。
追悼式では黙祷が捧げられたあと、浦臼町
遺族会会長の追悼のことばやあいさつ、献花
などが行われ、参加者は平和への思いを新た
にしていました。

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

最終処分場放流水水質検査結果（6月分）

８月１６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

6月１3日
（水）

弘
友

教さん
紀さん

６月26日
鶴沼第２

98歳

ミ

サさん

99歳

男
女
計
世帯数
（

６月24日
浦臼第４
６月24日
鶴沼第３

892人（−３人）
969人（ ０人）
1,861人（−３人）
881戸（−１戸）
）内は前月との比

1

0

6

1

0

（2）

（0）

（26）

（1）

（1）

5

0

45

4

0

（19）

（5）

（157）

（5）

（2）

■６月末現在

浦臼町内の出動状況（

6月１日
↓
6月30日

間

１月１日
↓
6月30日

）内は奈井江・浦臼支署全出動状況

編 集 後 記
７月２１日（土）、新十津川町のゆめりあで「ソラシル未来授
業」が開催され、僕も参加してきました。空知の歴史や、樺
戸郡の３町からお招きした各町の魅力についての講義を拝聴
し、浦臼町や隣町の良さを再認識できた気がします。この事
業のポイントとなるのが「シビックプライド」という言葉で、
「都市（町）に対する誇りや愛着」を意味します。日本の「郷
土愛」とは少し違い、地域に対する愛着だけでなく、自分自
身が関わり地域を良くしていこうとする姿勢も含まれていま
す。札幌にいた頃は実家のある地域に対して「ただの住宅街」
といった意識しかありませんでしたが、町の規模も人同士の
距離も札幌と違う浦臼町では、「シビックプライド」がもっと
広まれば町の活性化に直結するんじゃないかなと感じます。
浦臼町に来て４年目ですが、この意識をもっと持って生活し
ていきたいと思いました。

■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

2018.8／No.647

ＴＥＬ０１２５−６８−２１１１㈹ ＦＡＸ０１２５−６８−２２８５
ホームページ http://www.town.urausu.hokkaido.jp

８
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８

計

見

子さん

分

累

𠮷

貞

区

期

おくやみ申し上げます
林

0.92

今月分

理ちゃん

2.6

２０以下 ９０以下 １２０以下

火災出動

浦臼第３の２
浦臼第３の２

戒

栞

0.5未満

平成30年４月分から、月１回の検査になりました。

警

田

全窒素

はい！こちら１１９番

お誕生おめでとうございます
米

１未満

救急出動

樹さん
樹さん

7.７

救助出動

弘
麻

生物化学的 化学的
酸素要求量 酸素要求量

〔ＳＳ〕 〔ＢＯＤ〕〔ＣＯＤ-Ｍｎ〕〔Ｔ−Ｎ〕

５.８〜８.６ １０以下

基準値

その他の出動

藤
生

〔ｐＨ〕

採取日

いつまでもおしあわせに
加
蒲

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・
・
・
・
・

列島を恐怖の豪雨おそいくる
人も大地も呑みこみてゆく
井下 隼子

やすらぎに電話してみる悩み事
気持の弱さが心に沁みる
玄地 祐文

陽子

予防注射刺されて犬は
﹁キャン﹂
と鳴く

思わず
﹁ゴメン﹂
我は抱きしむ

斎藤

本間マキ子

﹁もしもし﹂
と答える電話に元気だね

ね

逢ってないけど声でわかると

うた

転た寝の背なに涼しき風ありて
うちわ
気付けば団扇揺らす笑顔が
森
一喜

残雪の山肌視野にバスの旅
車内は笑顔満ち溢れいて
森 小夜子

お知らせします！

■印刷／㈱テラックス
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