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町政の発展に多大な貢献

令和３年度

浦臼町政功労者表彰式

令和３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２名が決定され、７月１５日役場３階あかねホールにおいて表彰式が執り行われました。
なお、受賞者の功績内容は下記のとおりです。

町政功労者
自治部門
阿部 敏也

氏

氏は、平成１９年初当選以来、３期１２年に亘り議会議員として活躍され、平成２３年からの８
年間は議会議長として地方自治の進展、町民福祉の向上に大きく寄与されました。

社会福祉部門
藤井 政義 氏
氏は、平成３年から２９年間の長きに亘り交通指導員として活躍され、交通安全の推進・社会福
祉の向上に大きく寄与されました。また、平成３０年からは、表彰審査委員会委員及び情報公開審
査委員会委員を務められ、町政の発展に大きく貢献されています。

広
告
新型コロナウイルス感染症の予防に努めましょう！
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Events Urausu town

まちの出来事

戦没者追悼式

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

７月１５日、開町記念式典に引き続き、桜ヶ丘

園開村記念碑前において開町記念式典が執り行わ

公園忠霊塔前において令和３年度浦臼町戦没者追

れました。開拓先人の苦労をしのび、その功績を

悼式が執り行われました。

讃え感謝し、郷土を愛する心を養い、よりよき浦

追悼式では黙祷や献花などが行われ、浦臼町遺

臼町を築きあげるという開町記念日の趣旨のもと、

族会の山本副会長は「戦争は、実に惨く、残酷な

多くの方が参加されました。川畑町長は「不屈の

もの。悲惨な戦争の教訓を心に刻み、すべての人

開拓精神をもって豊かなふるさとの大地を引き継

々が平和で、心豊かな世界となりますよう、たゆ

いでくれた先人に対し、深く敬意を表し心から感

まぬ努力をすることを誓います」と追悼のことば

謝の気持ちを捧げたい」と挨拶しました。

を述べました。

災害ボランティアセンター設置・
運営等に関する協定書締結式

Ｂ＆Ｇ海洋センター１０年連続「特 A」
評価表彰式

7 月１日、町長室において災害ボランティアセ
ンター設置・運営等に関する協定書締結式が執り
行われました。大規模災害時、町と浦臼町社会福
祉協議会が災害ボランティアセンターを設置し、
ボランティアの受入れ及び活動を円滑に行うこと
を目的としています。浦臼町社会福祉協議会の小
野会長は「大規模災害はいつ何が起こるかわから
ない。今後は運営マニュアルを作成し、不測の事
態に備えたい」と話していました。

７月１３日、町長室において海洋センター１０
年連続「特Ａ」評価表彰式が執り行われました。
この「特Ａ」評価とは、全国４６６ヵ所にある
海洋センターの管理・運営面の現状を客観的に評
価するもので、
「指導員の配置」や「ソフト事業の
活用」など各項目を点数化し、特ＡからＥまでの
６段階に分類するものです。中でも「特Ａ」、「Ａ」
評価は優良海洋センターとして表彰されています。
浦臼町Ｂ＆Ｇ海洋センターは２０１９年度評価
において１０年連続「特Ａ」評価となったことから、
Ｂ＆Ｇ財団より菅原理事長が来庁され、町長に表
彰状が授与されました。

ゴミは、分別して出しましょう!!
3

KOUHOU
URAUSU
Ｒ３.８

こども園なかよし七夕の集い
７月７日、こども園なかよしにおいて七夕の集いが開催されました。昨年度に引き続き保護者同伴での
開催とはなりませんでしたが、ヨーヨー屋さんなど各クラスが用意したお店の他、かき氷やポップコーン
を食べたりと園児たちは楽しんでいました。らいおん組の粟野陽菜さんは「お化け屋敷で使うコウモリの
衣装に羽を付けるのが難しかった。みんなを驚かせるのが楽しかった」と喜んで話していました。
また、ホールに設置された柳の木には、将来の夢やコロナ収束を願う園児たちの願い事が書かれた短冊
が飾られていました。

みんなのアウトドア体験教室

小学生トランポリン教室

６月２６日、ふるさと運動公園において「みん
なのアウトドア体験教室」が開催されました。コ
ロナ禍でキャンプ需要が高まっていることから浦
臼町教育委員会が実施したもので、講師に合同会
社ＳＯＴＯＩＫＵ代表の佐藤聡氏を招き、テント
の張り方や注意点、たき火のマナーなどのレク
チャーがありました。完成したテントに興味津々
の子どもたちは、テント中で嬉しそうにお話をし
ていました。

７月２６日・２７日の２日間、Ｂ＆Ｇ海洋セン
ターにおいて小学生トランポリン教室が開催され
ました。２８名の児童が参加し、垂直跳びやかか
え跳び、腰落ち等の技のレッスンを受けました。
小学４年生の畑山芽咲さんは「腰落ちが楽しい。
手を付いてトランポリンを跳んだ時の宙に浮いた
感じが好きです」と話していました。

限りある水資源を大切に！節水にご協力をお願いします！
元気にあいさつをしましょう!!
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新しく浦臼町に着任・就職された方々を紹介します。
「広報に出てた人だ！」って気軽に声をかけてください。

プロフィール

①勤務先
④浦臼町の印象

②出身地
⑤今後の抱負

③趣味・特技

N EW

ニュー
フェイス

FACE

石川 裕美 さん
①浦臼町保健センター長寿福祉課保健指導係
②砂川市
③野球観戦
④ワインやメロン等のおいしいものがあり自然豊かなまち
⑤浦臼町の方々の健康を守り、浦臼町の皆様に信頼していただけるよう
努力します。よろしくお願いします。

高田 尚弘 さん
①浦臼町保健センター長寿福祉課介護福祉係
②砂川市
③音楽鑑賞・スポーツ観戦
④自然が豊かで、美味しいワインや農産物があり、素晴らしい環境です。
⑤一日でも早く、町民の皆様に顔を覚えてもらえるよう様々なところへ出
向いていきたいと思っております。どうぞよろしくお願いいたします。

西空知広域水道企業団職員採用試験
令和４年度に採用する職員を募集します。
１ 採 用 予 定 令和４年４月１日（一般事務 若干名）
２ 受
付 令和３年８月１０日から令和３年９月１０日まで
３ 第 1 次試験 令和３年９月２５日（土）
４ 受験資格
（１）平成６年４月２日から平成１２年４月１日までに生まれた人で、短大等及び大学を卒業若しくは
令和４年３月までに卒業見込の人
（２）平成１２年４月２日から平成１６年４月１日までに生まれた人で、高校を卒業若しくは令和４年
３月までに卒業見込の人
（３）その他 詳しい内容はホームページをご覧いただくか、または企業団にお問い合わせください。
西空知広域水道企業団事務局 ７６−２４８６
〒０７３−１１０２ 新十津川町字大和２３２−２０
ホームページ http://www.west-sorachi.server-shared.com/

砂川地区広域消防組合採用試験
令和４年度に採用する職員（若干名）を募集します。（令和４年４月１日採用）
１ 勤 務 地 砂川地区広域消防組合管内
２ 受験資格 ①〜③の全てを満たす方
①採用後、砂川地区広域消防組合管内の指定される市町に居住可能な方
②普通自動車免許 (ＡＴ限定不可 ) を取得されている方または取得見込みの方
③以下のいずれかに該当する方
・令和４年３月に高校または大学を卒業見込みである
・救急救命士の資格を有しているまたは令和４年４月までに資格取得見込みである
３ 試 験 日 令和３年９月１９日（受付期間 令和３年８月２日〜８月２５日必着）
※ 募集要項、申込書は砂川地区広域消防組合のホームページからダウンロードしてください。
※ 新型コロナウイルスの感染状況により試験日程、方法等を変更する場合があります。

買物は町内商店で買いましょう!!
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浦臼町全域へ
光ファイバー整備を進めています
町では、ＮＴＴ東日本と連携し、国の補助事業を活用した光回線の整備に取り組んでいます。現在未整
備となっている農村地域などを中心として町内全域に光回線の整備を進め、令和４年度よりサービス提供
を予定しています。
整備に関する説明会を下記のとおり開催いたしますので、サービスへの加入を希望する方はぜひご参加
ください。
また、回線整備後サービスを受けるためには、まず事前加入申込書の提出が必要ですので、別途配布し
ている「光ブロードバンドサービス事前加入申込書」を役場へご持参いただくか、ＦＡＸでの提出をお願
いいたします。なお、法人や事業者で加入を検討されている方は役場までご連絡をお願いいたします。
「光ブロードバンドサービス事前加入申込書」は町ホームページからのダウンロードも可能です。

よくある質問
・いつから使えますか？
→令和４年３月までに整備が完了し、その後申し込んだ方と事業者が契約して使用開始となります。
・料金はどれくらいかかりますか？
（例）新規に「フレッツ光」を契約する場合
・契約料８００円
・初期工事費用１８，０００円
・月額利用料金５，２００円＋プロバイダ料金
※契約内容により料金は変わります。
・今回は申し込まず、必要になったタイミングで申し込んでもいいですか？
→必要になった時点で加入することはできますが、あらかじめ整備に必要なエリアを把握し、
できるだけ早く工事が完了できるよう計画を立てるために、今回の申し込みにご協力ください。
・他社のサービス（○○光などの光コラボレーション）は使えますか？
→可能です。それらのサービスを検討されている方も、今回事前加入申込書を提出してください。

光ファイバー整備に向けた説明会
●日

時 ８月２０日（金）
①１４：００〜

②１８：００〜

※どちらも同じ内容の説明会です。１時間程度を予定しておりますので、ご都合の良い時間に参加くだ
さい。
●場

所

●対 象 者

浦臼町役場１階集会室
光回線未整備地区にお住まいの方
光回線整備地区にお住まいで、サービス未加入の方

●説明内容

光ファイバー整備の概要、サービスの内容や費用、サービスの利活用

※当日はＮＴＴ東日本の担当者が同席し説明します。
※マスク着用と出入り口での手指消毒にご協力ください。
お問合せ
総務課企画統計係

電話：６８−２１１１

元気にあいさつをしましょう!!
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歯科診療体制について

60

少子化における今後の
学校運営は

の合同体力測定などの活動
を実施しているが︑新型コ
ロナウイルス感染症対策の
ため︑今後の活動を検討し
ているところである︒
﹁将来の学校運営﹂につ
いて︑本町の小学校の児童
数は令和３年度 名︑現状
のまま推移すると令和５年
度には複式学級の編成を余
儀なくされる︒しかし︑小
規模校や複式学級にはメリ
ット・デメリットがあり︑
小規模校としてのメリット
を最大限発揮できる教育の
推進を目指す︒その先が小
中一貫校なのか︑義務教育
学校なのか︑別の形態なの
か結論は出ていないが︑今
後検討して行く︒
Ｑ 再質問
人格形成には一定規模の
人数が必要とされている︒
多人数の高校︑大学に進学
しても良いように配慮を望
む︒

ཪോ݈֥

Ｑ質 問
①町は休診の理由を承知し
ているのか︒
②来院者が少ないことに対
する対策は︒
③この２ヵ月間の来院者数
は何人か︒
Ａ 町長答弁
①休診の理由は葬儀や他店
舗への診療サポートと確認
している︒
② 歳以上の町民が無料で
歯科検診を受けられる事業
を実施している︒
③４月分の受診者数が 人︑
診療日数が 日︒前年４月
は受診者数が１２２人︑診
療日数が９日︒５月分の受
診者数は 人︑診療日数は
日︒前年５月は受診者数
は１０２人︑診療日数は７
日︒本年４月・５月の１日

40

12
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Ｑ質 問
今年の新１年生は９名︑
今後も新１年生の入学は
名を割るのではないかと危
惧している︒教育行政執行
方針の重点対策として︑﹁小
中学校間の乗り入れ授業を
実施し義務教育の在り方を
検討する﹂とあるが︑どの
ようなことなのか︒
Ａ 教育長答弁
﹁ 乗 り 入 れ 授 業 ﹂ と は︑
小１プロブレムや中１ギャ
ップの未然防止の観点から︑
教師や児童生徒が学校の枠
を超えて授業を行い︑本町
では認定こども園を含めた
園・小・中間の連携強化を
図るものである︒通常時で
あれば︑小学校における園
児の給食体験︑小・中学校

19
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第２回浦臼町議会定例会 一般質問
令和３年

第２回定例会は、６月１６日に開催し、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。

親しまれる議会だよりを目指します。

76

議会だより No.175

平均は３．４人︑昨年の４
慎重に進めていきたい︒
月・５月の１日平均は 人
Ａ くらし応援課長答弁
となっている︒
計画時の１日の患者数に
ついては 名と記憶してい
Ｑ 再質問
そのような実態の中で︑
る︒
週初めはほかのところで仕
事をしていただき︑火曜日︑
国道の安全対策につい
水曜日とか︑浦臼で診療を
て
してもらうという話し合い
も必要になってくるのでは︒ Ｑ 質 問
基本協定では１日何人の診
ＪＲの撤退により国道２
療を予定していたのか︒実
７５号と町道交点の安全施
態に合わないのであれば情
設について見直しが必要で
報交換や業務の調整を図る
はないか︒道道美唄浦臼線
連絡調整会議を開催するこ
との交点のゼブラ表示︑道
ととなっている︒お互いに
道奈井江浦臼線︑町道黄臼
意見交換をしながら持続的
沢線の信号の点滅は必要な
に５年間務めていただける
いのではないか︒また︑町
指定管理者であってほしい
道の幅より狭い旧踏切の改
と思う︒
良を進めていただくことと︑
国道と町道晩浦線について
Ａ 町長答弁
話し合いの機会を設け︑
改良をいつまでに行われる
のか伺う︒
Ａ 町長答弁
ゼブラゾーンの設置につ
いては︑道路管理者の北海
道と道警公安委員会が決定
するものである︒国道側に
違和感を感じているところ
もあるので所管する官庁と
14

15

協議をさせてほしい︒
町道黄臼沢線の点滅信号
についてはＪＲ踏切の有無
に関係なく交通量によって
公安委員会が判断してい
て︑町道側の交通量では赤
点滅信号が適当とされてい
る︒町道の幅より狭い旧踏
切の改良については︑踏切
がなくなったにも関わらず
通行や除雪作業にも苦慮し
ている︒２年以内をめどに
ＪＲ北海道が遮断機等の撤
去を行うこととなっている︒
今後︑撤去の促進を要望し︑
来年度から旧踏切部分の拡
幅工事を計画する予定であ
る︒
町道晩浦線の危険な取り
付けの解消について︑現在︑
交差点巻き込み部分に セ
ンチの段差が３．５メート
ルの幅で生じている︒昨年
秋に発注者である札幌開発
建設部滝川道路事務所と修
繕打ち合わせを行い︑令和
３年度に施工するとの回答
を得ていた︒今年秋までに
施工することで確認してい
る︒
50

Ｑ質 問
生活習慣の中に︑コロナ
に負けない健康管理支援︑
推進を啓発してはいかがか︒
Ａ 町長答弁
保健センターでは感染症
対策を行いながら︑健康管
理支援事業を継続している︒
町広報では︑時期や事業
にあわせた記事を計画的に
掲載していて︑７月号には
食事に関する記事を掲載す
る予定である︒現在は町民
に向けてコロナに負けない
体づくりに関する記事の発
信準備を進めている︒
ワクチン接種後の生活様
式等の予測は難しいが︑町
民の健康を守るため︑感染
拡大防止対策を行いながら︑
事業展開していきたいと考

コロナ禍での健康管理

݈֥

えている︒

デジタル社会と高齢者

Ｑ質 問
高機能携帯︑タブレット︑
パソコンなどの普及が進ん
でいるが︑高齢者はなかな
かついていけない状況では
ないかと考える︒町はどう
把握しているか︒
Ａ 町長答弁
高齢者でも電子機器の操
作が得意な方もいるが︑多
くは不慣れなことが予測さ
れることから︑高齢者に配
慮し︑必要な情報は広報や
チラシなどの紙ベースで読
みやすい字体と文字の大き
さを心がけて発信している︒
また︑今年度予定してい
る光回線の開通に合わせて︑
希望する方にはタブレット
の操作方法などの教室を開
催することも検討している︒
今後も高齢者の困りごと
を軽減解消していく考えで
ある︒

Ｑ質 問
砂川市に委託が始まって︑
１年が経過しようとしてい
るが︑給食車の配送状況と
献立に対する子供たちの反
危険な空き家
応はいかがか︒
Ａ 教育長答弁
配送については奈井江町
と共同で行っているが︑特
に問題はない︒
子供たちや学校職員から
の悪い評判はないと認識を
している︒アレルギーにつ
いては給食センター・砂川
市から依頼があり︑報告も
している︒
メニューについては︑米
飯︑パン︑麵があり︑バリ
エーションは増えていると
感じているし︑工夫もされ
ていると思う︒
また︑年２回運営委員会
を開催していて︑学校側︑
ＰＴＡの方から意見聴取す
る機会もある︒

݈֥

Ｑ質 問
今までに空き家問題は何
度も出ているが︑冬場︑歩
道に廃屋の屋根の雪が落ち
る場所があり︑バス利用者
は車道に出てバス停まで行
くことになる︒
町は所有者と幾度となく
話しをしているようだが︑
未だに解決策が見えてこな
い︒滝川道路事務所との話
し合いはどのようになって
いるのか︒所有者には空き
家の管理についてどのよう
な話しをしているのか伺う︒
Ａ 町長答弁
空き家対策については
﹁浦臼町空き家等の適正管
理に関する条例﹂第６条に
より適正な管理についてお
願いしている︒指摘された
建物については歩道に屋根

からの落雪が確認されてい
本人の対応であり︑それを
て︑滝川道路事務所と除雪
担保する話しをいただきた
作業開始前に建物前の除雪
いと考える︒今後も粘り強
をお願いしている︒また屋
く話しを続けていく︒
根雪の堆積状況により︑危
険な場合は︑歩行者への注
意喚起を促す看板の設置を
お願いしている︒今後も所
有者とは粘り強く交渉を続
け︑適正な管理に努めてい
ただくようにお願いしてい
く︒
新型コロナウイルスの
Ｑ 再質問
ワクチン接種計画の情
建物自体が道路用地に入
報提供を
っている︒業者が歩道の除
雪を行うが︑午前６時や７
Ｑ質 問
①現在のワクチン接種の進
時に来ることもあるが︑遅
捗状況は︒
いときは９時︑ひどいとき
②かかりつけ医の個別接種
は来ないこともある︒この
は今後も変わらないのか︒
話しはもう何年も前から出
③ワクチン接種後の副反応
ているが一向に解決してい
ない︒近隣の方が自分の除 ︵発熱など︶の対処方法は︒
④今後の接種計画の情報を
雪機で屋根から離れた歩道
を除雪している状況なので︑ 町民に公開してはいかがか︒
⑤希望する全町民が接種を
何か手を打たなければいけ
完了する時期の見通しは︒
ない︒事故が起きないよう
に考えていただきたい︒
Ａ 町長答弁
①高齢者８０９名に対し︑
Ａ 町長再答弁
６月 日現在で５８８名
最終的には町がという可
能性もあるが︑基本的には ︵ ．７％︶が一回目を終了︑

４２１名︵ ％︶が２回目
を終了︒
②個別接種の基本方針は変
更しない︒町外のかかりつ
け医で受けることが難しい
場合は︑今後も町立診療所
で受けることができる体制
を維持していく︒
③痛みや腫れに対して注射
部位を冷やし︑症状が軽く
ならない場合は診療所に相
談するよう指導︑それ以外
は個別に相談いただきたい︒
④ホームページや広報にて
接種計画の公開を行う予定︒
⑤接種計画上は令和４年２
月に完了予定︒
接種年齢の拡大について︑
仲泊医師との協議では︑小
児に対する安全性の根拠と
データ量の不足から︑接種
時期については具体的に決
まっていない︒
Ｑ 再質問
ワクチンの接種対象年齢
は浦臼町の場合 歳以上と
なっているが︑厚生労働省
がワクチン接種対象年齢を
歳以上に引き下げたこと
で町としての考え方は︒

19

学校給食の現状

議会だより No.175

72

11

୬ा݈֥

12

52

また︑いろいろな事情で
ワクチンを打たない選択を
する人がいるという考え方
を浸透させていただきたい︒
Ａ 町長再答弁
歳以上をやらない選択
はなく︑当然やるべきだと
いう考え方で︑医師との協
議を続けていく︒

長引くコロナ禍による
心の不調

と確認をしているが︑経年
による劣化から破損の可能
性は否めないと考える︒
施設の改修については︑
内容や時期︑改修に係る費
用と町の財政状況を勘案し
ながら︑施設のあり方も含
めて整理していきたいと考
える︒
Ｑ 再質問
現状では︑コンクリート
とフェンスの境目がさびて
穴があいてぼろぼろの状態
である︒もしそこに︑大人
が３〜４人もたれるとフェ
ンスが倒れ落下する非常に
危険な状態である︒再度確
認をしていただきたい︒
Ａ 教育長再答弁
再確認をさせていただき
たい︒ただ︑全面的に改修
等をするには特定財源が必
要で︑町と十分協議をして︑
進めたいと思っている︒
Ｑ 再々質問
命に関わる問題なので︑
いつまで目視による検証を
するのか︑期限を決めてい
ただきたい︒

Ａ 教育長再々答弁
我々による目視点検はす
ぐにでも実施したいと考え
る︒本当に危険であれば︑
そこに立ち入らないという
対応を早急にとっていく︒

一般質問とは、議員が町の仕事について説明や報告を求めたり、
質問をすることです。
浦臼町議会では、年に４回（３月、６月、９月、１２月）一般質
問を行っています。どんなことを質問するかは、町のHPや、チラ
シでお知らせをしているので、気になる質問があったら、ぜひ議会
へ来てくださいね！（今はマスクも忘れずに！）

ながることも多くあるため︑ 生徒はいないという理解で
今後も丁寧な支援を心がけ
よいか︒
る︒
Ａ 教育長再答弁
今のところ︑定例の校長
会︑教頭会の時にはそのよ
うな情報は入っていない︒

ふる さ と町 営 野 球 場 の
整備補修計画
Ｑ質 問
町営球場では自然劣化が
見られ︑補修となれば︑単
年度の予算では厳しいもの
と考える︒来年度以降年次
計画を策定し︑順次補改修
が必要と考えるがどう考え
ているか︒
Ａ 教育長答弁
利用開始から約 年の年
月が経過し︑観客席フェン
スにはサビが目立つ状況を
認識している︒目視による
折れ曲がりなどはないもの

「一般質問」ってなに？

コロナ 禍における子 ど
もの心のケアについて
Ｑ質 問
子どもの体調の変化はわ
かりづらい︒周囲の大人が
ＳＯＳのサインを見逃さな
いよう親に向けての保健指
導を︒
Ａ 教育長答弁
保 護 者 に 対 し て︑
﹁学校
便り﹂や﹁保健便り﹂での
情報提供のほか︑スクール
カウンセラーを配置し︑児
童生徒や保護者︑学校職員
の心理面の支援を実施して
いて︑新たな取り組みを行
う予定はない︒
終わりの見えない現状に
おいては︑必要に応じて継
続的に学校と協議し検討し
ていく︒
Ｑ 再質問
現状はストレスを大きく
感じている︒それによって
生活に支障をきたしている

ಎ݈֥
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Ｑ質 問
①全町民に向けて心の健康
状態をチェックする調査を
実施しては︒
②調子が悪いと周囲に相談
できる場があって︑保健師
につながる仕組みづくりを︒
Ａ 町長答弁
①既存の事業で妊婦相談︑
うつスクリーニング︑睡眠
アンケート︑高齢者宅への
訪問などでおおよその心の
状態の把握が可能であり︑
全数調査は行わない︒また
子育て世代の世帯に全件電
話訪問を今年度も実施予定︒
②各事業を通して相談につ

30
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第２回浦臼町議会臨時会 ︹４月

日開催︺

令和３年第２回定例会は３名の傍聴がありました。
☆ありがとうございました☆

審議 された 事件 と 結果

■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。

条例等の審議と結果

◆浦臼町税条例の一部を改正する条例について
︱承認︱
地方税法等の一部を改正する法律などの公布に伴う改
正︒
◆浦臼町議会会議規則の一部を改正する規則について
︱可決︱
男女の議員が活動しやすい環境整備の一環として出産・
育児・介護など欠席事由の整備と出産に係る欠席期間の
規定など︒

業務委託契約の締結について

◆令和３年度デジタル防災行政無線更新業務
・契約方法 随意契約
・契約金額 １億８６８万円
︵うち消費税額 ９８８万８︐０００円︶
・契約の相手方 パナソニックシステムソリューショ
ンズジャパン︵株︶

議会を傍聴してみませんか？

条例等の審議と結果
◆浦臼町税条例の一部を改正する条例について
ー可決ー
◆浦臼町手数料徴収条例の一部を改正する条例について
ー可決ー
◆浦臼町特定教育・保育施設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 ー可決ー
◆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
ー可決ー

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
・高度無線環境整備推進事業 １億２︐５００万円
・道営農地整備事業︵経営体育成型︶負担金
１︐０２０万円
・社会資本整備総合交付金事業
３億６︐７７４万１︐０００円
・石狩川流域下水道事業 ２万４︐０００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令和 ２年度事業及び決算︑令和
３年度事業計画及び事業予算について報告されました︒

町政はあなたのために。
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第３回浦臼町議会臨時会 ︹５月

条例等の審議と結果

◆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︱
国民健康保険法施行令等の一部を改正する政令に伴う
改正及び資産割廃止等に伴う改正︒

業務委託契約の締結について

日開催︺

◆令和３年度セキュリティー強靱化サーバ等導入業務
・契約方法 随意契約
・契約金額 ５︐１７０万円
︵うち消費税額 ４７０万円︶
・契約の相手方 株式会社 北海道日立システムズ

財産の取得について

◆除雪トラック専用車︵ ｔ級︶１台
・契約方法 指名競争入札
・契約金額 ５︐５０９万３︐８５０円
︵うち消費税額 ５００万８︐５３１円︶
・契約の相手方 ＵＤトラックス北海道株式会社
10

14

◎令和３年度予算の補正されたもの
会 計 名
（補正番号）

補正後の予算額
（補正額）

補正された主なもの

一

般 会 計
（第１号）

35億4448万5000円 開業医保証融資預託金
（3248万5000円）融雪促進剤購入費助成金
町内消費活性化事業補助金
商工事業者持続化支援金

一

般 会 計
（第２号）

35億4612万4000円 町立診療所医師住宅改修工事
（163万9000円）水利施設点検整備業務委託ほか

一

般 会 計
（第３号）

35億6445万9000円 町有車輌内抗菌加工処理業務委託
（1833万5000円）子育て世帯生活支援特別給付金
揚水機場整備工事

670万円
300万円
1138万円
1105万円
149万8000円
61万円
88万円
105万円
290万円

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）

︿調査日４月９日﹀

復旧させることにある︒
今回の調査では策定され
た業務継続計画︵ＢＣＰ︶
の検証と内容についての調
査を行なった︒
災害事前情報がある場合
は︑担当課で情報を共有︑
連携することと実地訓練の
必要性があると考える︒新
型コロナウイルス感染症の
収束が見通せない状況であ
り︑職員が感染した場合の
対応を含めた業務継続計画
を再度検討するべきと考え
る︒
また非常時にいち早く初
動体制を確立することがそ
の後の対応に影響を及ぼす
と考える︒今後の職員の意
識改革と啓発を期待する︒

・グランドデザイン業務委
託報告書の説明
◎議会広報特別委員会
７月 日
・議会だより第１７５号編
集

寄付行為について
議会議員は︑選挙区内
で金銭や品物を送ること
は特定の場合を除いて法
律で禁止されています︒
また︑有権者が求めて
もいけません︒
ご理解とご協力をお願
いいたします︒

13

議会の流れ

◎議会運営委員会
６月９日
・第２回定例会の運営につ
いて
◎全員協議会
４月 日
・浦臼町税条例等の一部を
改正する条例について
・開業医保証融資制度につ
いて
・新型コロナワクチン接種
について
５月 日
・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
・新型コロナウイルス感染
症ワクチン接種の進捗状
況について
６月 日
・第２回定例会の運営につ
いて
・浦臼第１揚水機場高圧受
電 設 備 変( 圧 器 更) 新 工 事
について
・雪寒機械購入事業の計画
変更について
・シュブルイユ決算報告
16
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総務産業常任委員会報告

近年︑局地的な地震や集
中豪雨といった災害が多く
発生し︑防災対策が今まで
以上に各自治体に求められ
ている︒平成 年の胆振東
部地震では︑大規模停電が
発生し︑本町においても復
旧までの数日間は様々な対
応に迫られた︒
なお︑この計画では︑震
度６弱以上の地震が発生し
た場合に︑第３非常配備︵出
動︶をとったときの非常時
優先業務︵通常業務・災害
応急対策等︶を︑各所管課
が目標とする期間までに実
施することを想定している︒
この計画の目的は︑町民
の生命・身体及び財産を保
護し︑町民の生活への影響
を最小限にするように︑迅
速に災害応急対策業務を開
始するとともに︑最低限の
サービスを維持しつつ︑可
能な限り早期に通常業務を
30

﹃業務継続計画︵ＢＣＰ︶について﹄
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業務継続計画(ＢＣＰ)とは、

災害時に行政自らも被災し、人、物、情報等利用できる資源に制約がある
状況下において、優先的に実施すべき業務を特定するとともに、業務の執行
体制や対応手順をあらかじめ定める計画である。

議会だより No.175
今回は︑後継者である浦
臼町の若手農業者の３名の
方にお話を聞きました︒

鎌塚健行さん︵右︶
佐藤史浩さん︵中︶
砂田修さん︵左︶
①主産業である米作の将来
性をどう考えてますか？
やり方が変わってくるか
なと思います︒ほ場を変え
ることや技術介入をしてい
かなければいけないと思う︒
また基盤整備があるかない
かで変わってくると思いま
す︒
②米づくりの中でどのよう
な作業が大変ですか？
農作業はどの作業も大変

ですが︑一番は苗作りでは
ないでしょうか︒季節だと
春が一番大変です︒
③少子化が進む中︑農業者
として考える︑お米の消費
拡大策はありませんか？
高校も給食化にしたらお
米の消費が増えるんじゃな
いかなと思います︒また体
を使えばお腹がすく︑肉体
労働者を増やすこと︑一番
はおいしいお米を作ること
だと思います︒低タンパク
米が良いと思います︒
④農業の中でやりがいのあ
る︑好きな仕事はなんです
か？
やりがいを感じるのは収
穫作業ですね︒
⑤皆さんは後継者ですが︑
将来の農業後継者はどうな
ると思いますか？
人手不足だと思います︒
自分の子どもが農業をやり
たいと言うならやったら良
いと思いますが︑強制的に

やらせようとは思わないで
す︒
⑥後継者になった経緯は？
親の手伝いや農協の臨時
職員をやりつつ農業をやろ
うと思いました︒
⑦農業をやってみてどうで
すか？
自由な時間が多く︑サラ
リーマンより良いと思いま
す︒仕事がわかってきて︑
軌道に乗れば長くやれるし︑
楽しいと思います︒
⑧今後どのような新しい農
業機械があれば良いです
か？
機械は新しいのがたくさ
ん出てきているので︑苗作
り専門の法人化が出来たら
良いです︒
⑨冬の屋根雪除雪で大変な
事は︒落ちた事はありませ
んか？
落ちたことはみんなあり
ますね︒ただ落ちても大丈
夫なところですね︒危ない
と思ったところは上らない
ようにしています︒
○質問︵番外編︶
①配偶者問題の解決策はあ

りませんか？
本人のやる気次第じゃな
いですかね︒独身慣れして
いるところもあるかもしれ
ません︒また独身女性が町
から出て行くことも関係し
ていると思います
②もし町長になれるとした
ら何がしたいですか？
基盤整備です︒町にお金
が落ちる︑人が来る︑ご飯
を食べる︑建物ができる︑
と思います︒
③浦臼町にあったら良いと
思うものはなんですか？
光回線が全域に通ってほ
しいです︒他のまちから浦
臼町に来たときに﹁光回線
もないのか﹂って思っても
らいたくないですね︒
あと町内を走るタクシー
ですね︒
とても気さくにお話をさ
せていただき︑ユニークな
発想をお持ちのお三方でし
た︒また農業に関して熱い
気持ちを持っていることが
伝わってきました︒
ご協力ありがとうござい
ました！

編集後記

野崎
折坂
東藤
髙田

敬恭
美鈴
晃義
英利

夏を迎え水田は目にやわ
らかい緑の海のようになり︑
今年も残り５ヵ月︒
７月︑議員数名で︑かば
と〜る号ととべ〜る号を乗
り継ぎ北海道医療大学まで
行って来た︒浦臼から当別
まで片道１時間 分かかっ
たのだが︑バスの乗車の仕
方や乗り継ぎの方法など︑
ドライバーさんのていねい
な説明が印象的だった︒ぜ
ひ多くの町民が利用できれ
ばと思う︒
コロナ禍も１年半が過ぎ︑
収束がまだ見えていない︒
浦臼町のワクチン接種は少
しずつ進んでいるが︑もう
しばらくはコロナウイルス
にご注意を︒
︵野崎︶

委員長
副委員長
委員
委員
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新型コロナワクチン接種についてのお知らせ
今年度１９歳から４９歳になる方の、接種のご案内と接種券を７月上旬に送付し、現在下記の日程で
予約を受付中です。
なお、５０歳以上の方でこれまで接種を受けることができなかった方も、この日程で接種できますの
で、希望される方は保健センターまで、予約をお願いします。
予約は 保健センター
〈接種場所〉浦臼町立診療所
〈接種費用〉無料
〈接 種 日〉１回目接種後のおよそ３週間後が、２回目の接種日になります。

Ａ
Ｂ
Ｃ
Ｄ
Ｅ
Ｆ
Ｇ

１回目接種日

２回目接種日

７／１５（木）
７／１６（金）
８／９（月）
８／１０（火）
８／１１（水）
８／１２（木）
８／１８（水）

８／５（木）
８／６（金）
８／３１（火）
９／１（水）
９／２（木）
９／７（火）
９／８（水）

１回目接種日
Ｈ
Ｉ
Ｊ
Ｋ
Ｌ
Ｍ
Ｎ

８／１９（木）
８／２０（金）
８／２４（火）
８／２５（水）
８／２６（木）
８／２７（金）
９／３（金）

です

受付時間

２回目接種日
９／９（木）

① ９：３０

９／１０（金）

９／１６（木）

②１０：００
③１０：３０
④１１：００
⑤１４：３０

９／１７（金）

⑥１５：００

９／２４（金）

⑦１５：３０

９／１４（火）
９／１５（水）

・「Ｃ」の接種日の受付時間は、①から⑥までとなります。
・「Ｆ」と「Ｎ」の接種日の受付時間は、午前のみ（①から④）となります。
※すでに定員により予約を終了している場合があります。
※診療所ではワクチン接種と並行し通常診療も行っているため、お待ちいただくことがあります。
ご了承ください。
※何らかの病気にかかっていて治療を受けている方は、かかりつけ医に接種を受けてよいか必ず相談く
ださい。
※接種を希望される方で上記の日程で都合がつかない方は、ご相談ください。
※詳細については、郵送されている案内文をご覧ください。
予約・お問い合わせ
浦臼町保健センター
電話：６９−２１００

こども盆おどり
日時 ８月１４日（土）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。

◎先着３００名様におやつを用意しています。
※新型コロナウイルス感染症対策のため、必ずマスクの着用をお願いします。
また感染状況により中止の場合があります。

主催

浦臼観光協会

国民健康保険税は納期内に必ず納めましょう‼
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浦臼町観光大使
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〜１１９番通報は慌てる前に『ひと呼吸』大切な内容をお知らせください〜
消防署からのお願いです
砂川地区広域消防組合（砂川市、奈井江町、浦臼町、上砂川町）の火災・救急に関する１１９番通報
は、砂川消防署で集約し砂川市、奈井江町、上砂川町から出動しています。
１１９番通報時、電話を切るまで消防車・救急車が出動しないのではないかと思い、早く電話を切ろ
うとする事があります。消防署では通報中に出動準備を行い、現場に向かっておりますので、消防署か
らの問いかけに落ち着いてお答えいただきますようご協力お願い致します。
この度砂川地区広域消防組合では、落ち着いて１１９番通報していただけるようマニュアルを作成し
ました。記載事項のほか、具合の悪い方のお名前と状態、通報された方の電話番号等もお聞きします。
下記のマニュアルを町内の店舗、施設等のトイレに貼付けておりますので、ご協力お願い致します。

１１９番通報 まずは『ひと呼吸！』落ち着いて
緊急時あなたは、答えられますか？
・砂川消防署です
火災ですか救急ですか？
・場所、住所はどこですか？（何か見えますか？）
・住所（施設）が確認できれば、出動準備を始めています。
・電話中に出動していますので、安心してお待ちください。
・その後も慌てずに詳しく状況を教えてください。
お問合わせ

◎砂川地区広域消防組合消防本部
電話：５４−２１９６
FAX：５２−２１４８

救急通信課

救急係

「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、令和３年８月２７日（金）から同年９月２日（木）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。）

◆強化週間中の受付時間
８月２７日（金）、８月３０日（月）〜９月２日（木）：午前８時３０分〜午後７時
８月２８日（土）、８月２９日（日）：午前１０時〜午後５時

だれでも食堂のご案内
浦臼の野菜をできるだけ使用して月に１回町民が開く、町民のための食堂です。
新型コロナウイルス感染症対策により、予約制での開催といたしますので事前に申込みが必要となり
ます。マスク着用のうえ、ぜひお越しください！
日
時：８月２８日（土） １１：３０〜１３：３０
開催場所：ふれあいの家（中央団地敷地内）
※１１：３０から３０分ごとの時間予約制です。 申 込 先：電話 ０９０-２８１１-８１９６
メニュー：豚丼・サラダ ※テイクアウトも出来ます（予約限定２０食まで）
代表 鎌田 眞美
料
金：大人２００円 １８歳以下無料
※新型コロナウイルスの感染状況等により、中止となる場合があります。

新型コロナウイルス感染症の予防に努めましょう!!
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空知中部広域連合からのお知らせ

〜
６５歳以上の皆さんへ
〜
令和３年度介護保険料は据置きとなりました。
納 入 通 知 書 は ８ 月 中 旬 に 発 送 い た し ま す 。
介護保険制度は、国、道及び広域連合（市町）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、今年度から年間保険料額を算出する際の第７段階から第９
段階までの所得金額の設定額が変更となりました。

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

基準額 ×０．３

１８，７２０円

基準額 ×０．５

３１，２００円

基準額 ×０．７

４３，６８０円

基準額 ×０．９

５６，１６０円

基準額

６２，４００円

基準額 ×１．２

７４，８８０円

基準額 ×１．３

８１，１２０円

基準額 ×１．５

９３，６００円

基準額 ×１．７

１０６，０８０円

基準額 ×１．８

１１２，３２０円

・生活保護を受けている方
第１段階

第２段階
第３段階

第４段階

第５段階
第６段階

・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
・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
・世帯全員が住民税非課税の方（第１、２段階以
外の方）
・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
・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）
・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

・本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が
１２０万円以上２１０万円未満の方
・本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が
第８段階
２１０万円以上３２０万円未満の方
・本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が
第９段階
３２０万円以上５００万円未満の方
・本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が
第１０段階
５００万円以上の方
第７段階

◎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。
【問い合わせ先】 空知中部広域連合事務局介護保険係

電話：６６−２１５２

ゴミは、分別して出しましょう‼
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「高齢者大学みどり学園」町外研修に参加してみませんか。
〜第２弾〜
「高齢者大学みどり学園」では、年間１４回程度の合同学習を実施しています。そのなかでバスに乗っ
て町外の施設見学や調理体験などを楽しむ学習の機会も計画しています。
今回は映画鑑賞です。みどり学園に入園されていない方でも参加できる「オープン参加」の受付をして
いますので、下記内容を確認の上、ご希望のある方は、ぜひ一緒に行ってみませんか？
なお、参加料と昼食代は各自ご負担となりますので、ご理解とご協力をよろしくお願いします。
参加申込みをされる方は、教育委員会社会教育係までご連絡ください。
記
１．実 施 日 時 令和３年８月１９日（木） 午前７時４５分 役場前よりバスにて出発
２．行 き
先 イオンシネマ江別
３．鑑 賞 作 品 『映画 太陽の子』
◆一部紹介〜終戦７５周年を迎え制作された作品。太平洋戦争末期に存在した「日本の原爆開発」の
事実を基に時代に翻弄されながら全力で駆け抜けた若者の青春群像物語です。
４．参 加
料 １，１００円（鑑賞料金） ※別途、昼食代金は各自ご負担となります。
５．募 集 対 象 ６０歳以上の町民の方
６．参 加 定 員 １０名まで（定員に達した時点で終了となります。
）
７．申込先・期日 教育委員会社会教育係 電話：６８−２１６６
８月１３日（金）まで
８．そ の
他 帰庁時刻は、午後３時を予定
※新型コロナウイルス感染症の感染状況によっては、中止する場合がございます。

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１１月分以降の手当て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。

〇必要なもの〜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、役場から通知文等を送付いたします。
詳しいことは、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）

特別児童扶養手当の受給者は所得状況届の手続きを忘れずに！
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所得状況届を
提出しなければなりません。
所得状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月分以降の手当て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。

〇必要なもの〜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、役場から通知文等を送付いたします。
詳しいことは、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）

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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「北の龍馬まつり」中止のお知らせ
新型コロナウイルス感染症の影響により、参加者の健康と安全を最優先に考え「第９回北の龍馬まつ
り（９月７日開催予定）」を中止させていただきます。楽しみにしていただいた皆様にはご迷惑をお掛
けして申し訳ありませんが、何卒ご理解のほどよろしくお願いいたします。
なお、例年行っていた「夏のイベント抽選会」については、浦臼町商工会で抽選を行い、当選者には
電話で連絡を致しますので、抽選券に必要事項の記入もれがないようお願いいたします。多数のご応募
をお待ちしております。

町税の納期のお知らせ
第２期納期限

８月３１日（火）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１０日発送の納付書で納期限ま
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。
納付方法は次のとおりです。
○口座振替による納付
下記の金融機関で口座振替による納付ができます。
・北門信用金庫浦臼支店 ・ゆうちょ銀行
・ピンネ農業協同組合浦臼支所
《手続きに必要なもの》
・納税通知書 ・通帳及びその通帳の届出印
《手続き場所》 各金融機関の窓口
※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。

※ゆうちょ銀行で口座振替の手続き
をされる場合は、申込書の「払込先」
欄に次の内容をご記入願います。
加入者名：浦臼町役場
口座番号：02780-9-960227
払 込 日：毎月末日

○納付書による納付
下記の金融機関窓口で納付ができます。
【第３期以降の納期限】
・北門信用金庫 ・北海道銀行 ・北洋銀行
＊第３期納期限１１月 １日（月）
・ピンネ農業協同組合浦臼支所 ・浦臼町役場出納
＊第４期納期限１２月２７日（月）
※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：くらし応援課 税務係（６８−２１１２）

お盆休みのお知らせ

夏休み期間中のラジオ体操の中止について

町立診療所は下記期間をお盆休みとさせていた
だきます。大変ご迷惑をお掛けしますが、ご理解
の程よろしくお願いします。

小・中学校の夏休み期間中に役場前駐車場にて
開催しているラジオ体操は、新型コロナウイルス
感染症拡大防止のため、中止とさせていただきま
す。
楽しみにしていただいている皆様には大変申し
訳ございませんが、ご理解の程よろしくお願いし
ます。

８月１３日（金）〜８月１６日（月）

買物は町内商店で買いましょう‼
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KOUHOU
URAUSU
Ｒ３.８

令和３年度本山町友好交流事業について
町では、友好交流町である高知県本山町との親善交流を深めるため、町内のグループを対象として本
山町訪問に係る経費を助成しておりますが、新型コロナウイルス感染症の影響により、今年度の訪問団
体の募集を中止します。応募を予定されていた皆様には申し訳ありませんが、何卒ご理解のほどよろし
くお願い申し上げます。

元気にあいさつをしましょう!!
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KOUHOU
URAUSU
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子育て世代包括支援センター
からのお知らせ
親子で簡単クッキングをしてみよう！
せっかくの夏休みですが、コロナ禍で時間を持て余している、ということはありませんか。栄養士考案
の、浦臼のおいしい夏野菜を活かしたレシピを紹介するので、ぜひ親子でつくってみてください。
食欲がなくなりがちなこの時期ですが、自分でつくったものはよりおいしく感じられ、いっぱい食べら
れるはず。お子さんがいる家庭に限らず、暑くてなるべく火を使いたくない・・・という日に、ぜひご活
用ください。
トマトごはん
材料（４人分）
作り方
・お米 ２合
①お米は炊く３０分前にといでおく。
・トマト １個
②炊飯器の内釜にお米を入れ、水を２合の目盛りに合わせ、
・ウインナー ２本
ざくざくに切ったトマト、ウインナー、コンソメ、塩、こ
・コンソメ １個
しょうを入れて炊く。
・塩、こしょう 少々 ③ごはんを炊いている間に茹でた枝豆をさやから出す。茹で
・枝豆 ５０g
たとうきびをほぐし、チーズを切っておく。
・とうきび ３０g
④ごはんが炊きあがったら、③とバターを加えて混ぜる。
・チーズ ４０g
・バター ２０g
このままでもおいしいですが、余裕があるときはさらに親子で挑戦！
・焼いた卵で包んでオムライスに
・一口大に握り、小麦粉、卵、パン粉をつけて油で揚げ、ライスコロッケに
・ホワイトソースとチーズをかけてオーブンで焼き、ドリアに
・餃子や春巻きの皮でくるんで油をひいたフライパンで焼き、包み焼きに

じゃがいもクッキー
材料（２０枚分）
・じゃがいも １００g
・油 大さじ２
・絹ごし豆腐 １００g
・ホットケーキ MIX２００g

作り方
①じゃがいもの皮をむき、１cm 幅に切って水にさ
らし、レンジで加熱をして熱いうちにつぶす。
※②①の粗熱がとれたら、※を入れよくこねる。
③②を５００円玉くらいの大きさに丸め、あらかじめ
１８０℃に予熱しておいたオーブンで２０分焼く。

【問い合わせ先】
浦臼町子育て世代包括支援センター（保健センター内
電 話： ６９−２１００

子育て支援係）

広

敬老会中止のお知らせ

告

９月に開催を予定していました「敬老会」は、
新型コロナウイルス感染症の影響により、中止
とさせていただきます。大変申し訳ございませ
んが、ご理解の程よろしくお願いいたします。

国民健康保険税は納期内に必ず納めましょう!!
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浦臼短歌会

最終処分場放流水水質検査結果（６月分）

８月１９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

1.1

基準値

５.８〜８.６

10以下

20以下

2.5

0.77

90以下 120以下

はい！こちら１１９番
戒

火災出動

警

６月９日
浦臼第１

救急出動

勲 さん
美智枝さん

全窒素

〔ＳＳ〕 〔ＢＯＤ〕 〔ＣＯＤ-Ｍｎ〕 〔Ｔ−Ｎ〕

7.5

救助出動

大玖馬くん

生物化学的 化学的
酸素要求量 酸素要求量

6月9日
（水）

その他の出動

川

〔ｐＨ〕

採取日

お誕生おめでとうございます
森

浮遊物質量

区

分

久

市さん
子さん

８８歳
８５歳

６月２４日
浦臼第３の２
６月３０日
鶴沼第２

ご厚志ありがとうございます
社会福祉協議会へ

）内は前月との比

（3）

（0）

（33）

（0）

（1）

6

0

50

4

2

（12）

（5）

6月１日
↓
6月30日

（195） （9）

浦臼町内の出動状況（

（2）

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

浦臼第３の２
３万円

男 834人（0人） 女
890人（−2人）
計 1,724人（−2人）
世帯数 829戸（−2戸）
（

1

■6月末現在

皆さんの家にエアコンはありますか。僕は最近の
暑さに耐えきれずつい冷房をつけてしまいます。寝
る時もつけたままにしたいのですが、さすがに電気
代が心配なので、消費電力の低い送風モードにして
寝ています。ただ、エアコンから寝室まで離れてい
９
るため、どうやって風を届けるかが目下の課題です。
寝室まで直角に曲がるポイントが２ヶ所あるので、 14
効果的な位置に扇風機を配置して風を中継する案を
９
考えていますが、埃が舞いそうでちょっと嫌です。
そうなるとますますロボットクリーナーに働いても
21
らう事になりますが、それなら温度を高めにして冷
房をつけっ放しにした方が電気代は結局安く済むん
じゃないか？とも思います。そう悩んでいるうちに
早く夏が過ぎてほしいです。（五）

■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

2021.8／No.683
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※９月の収集日は 月 日︵火︶
です︒
〆切は 月 日︵火︶
までとなります︒

○故人の生前のお礼として
・河 本 英 俊
（故 河 本 治 市さん）

0

計

田

治

8

累

棚

本

0

間

今月分

河

2

17

8

期

お くや み 申 し 上 げ ま す

８

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
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お知らせします！

ＴＥＬ ０１２５−６８−２１１１㈹ ＦＡＸ０１２５−６８−２２８５
ホームページ https://www.town.urausu.hokkaido.jp
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