第３回浦臼町議会定例会 一般質問
令和３年

第３回定例会は、９月１５日に開催し、７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。

よう︑保育の認定に係るマ
ニュアルを作成し︑改善を
図っていく︒
保育の認定に対する町の
考え方は︑国の規則の一定
の幅の中で︑保護者が最大
限有利になるよう定めてい
る︒

コロナ感染症ワクチン
について

Ｑ質 問
ワクチンの有効期限後に
接種したい申し出があった
場合︑どのような対応にな
るのか︒
また︑ 歳以上がワクチ
ン接種の対象者であること
から︑接種していない子︑
接種できない子との間で差
別的な問題など偏見が生じ
てはならないと思う︒
今後︑修学旅行等の学校
行事が回復した場合︑問題
が生じないようにするべき
だがどのように考えている
か伺う︒
Ａ 町長答弁
本町のワクチン接種は最

終日を 月１日としている︒
月末の使用期限を迎える
前に新十津川町へ融通し︑
現在接種を行っている花月
クリニックにおいて︑一定
期間︑浦臼町民の接種に対
応していただける体制を整
えた︒
ワクチンの接種は強制で
はなく︑本人の意思に基づ
くものであり︑接種しない
ことによる差別的な扱いや
不利益があってはならない︒
そのようなことがないよう
広報等で注意喚起を行う︒
Ａ 教育長答弁
ワクチンの接種対象は
歳以上となっていることか
ら︑中学校の全生徒と小学
校６年生の一部の児童が対
象になる︒
ワクチン接種を受ける︑
受けないことによって︑児
童生徒に偏見や差別などが
起きることは決して許され
ない︒学校にも同様に指示
をしている︒
学校行事等への児童生徒
の参加については︑ワクチ
ン接種の有無にかかわらず︑
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保育の必要性の
認定について
Ｑ質 問
浦臼町認定保育園なかよ
しの保育の認定は浦臼町が
行うこととされている︒
２人目︑３人目と出産で
きる十分な子育て環境が必
要と考えますので出産後︑
保護者が仕事に復帰できる
まで︑すでに入所している
子の継続保育をすべきであ
ると思うが︑町の将来を担
う子供の子育てをどう考え
るか︒
Ａ 町長答弁
指摘されたケースについ
て育児休業期間の保育継続
はできないと︑誤って保護
者に説明していたことがわ
かった︒
今後は間違いが起きない
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平等に実施されるものと認
識をしている︒
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Ｑ質 問
現在︑猟友会が駆除を行
っているが︑被害のさらな
る軽減に向けて︑エゾシカ
駆除について伺う︒
①現状のエゾシカの農業被
害額はどれだけ算出されて
いるのか︒
②現在︑駆除を行っている
ハンターは何人いるのか︒
今後有資格者を増員あるい
は養成する考えは︒
③電気柵の設置が有効と思
われるが︑設置に助成をし
てはどうか︒
Ａ 町長答弁
①エゾシカによる被害額は︑

エゾシカ食害被害軽減
の今後について
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浦臼町中山間地域連絡協議
会の協力により調査を行っ
ており︑令和２年度の被害
額は︑水稲で 万５︐００
０円︑ブドウで４２５万４︐
０００円となっている︒
②実施隊員として９名が駆
除に当たっている︒町では
有資格者の増員や養成のた
め︑有害鳥獣被害防止対策
協議会において銃器免許取
得に関する経費助成や猟銃
免許受験料及びわな猟免許
受験料の助成等を行ってい
る︒今後も免許取得やわな
猟等の有資格者が増えるよ
う普及活動に努める︒
③協議会が事業主体となり
農水省の鳥獣被害防止総合
対策交付金を活用する方法
などがあるが︑個別設置で
の有効性や設置していない
他の農地への影響︑安全性
や冬期間の一時撤去など維
持管理に課題も多く︑今の
ところ設置に関する助成は
考えていない︒
Ｑ 再質問
わな猟免許受講者の数は
どのように推移しているか︒
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Ａ 産業振興課長答弁
年々ふえていて︑有害鳥
獣被害防止対策協議会の予
算を活用している方もいる︒
昨年は中山間の浦臼支部で
５名が取得している︒

国道と町道交差点の雑
草対策について
Ｑ質 問
国道とＪＲ用地にかかる
部分の雑草︑雑木が荒れ放
題となり︑町道から国道に
出る際見通しが悪くなって
いる︒国道管理者に安全確
保の要請が必要と思うが︑
町はどのように考えている
か伺う︒
Ａ 町長答弁
滝川道路事務所に要望を
して︑７月までにガードケ
ーブル撤去と国道交差点一
カ所の伐採工事を実施した︒
しかし他の数カ所の国道
交差点において雑草の繁茂
により交差点の視界が妨げ
られている事を確認したた
め再度同事務所に伐採を要
望していく︒

Ｑ質 問
ミニマムアクセス米は縮
小︑中止し︑転作への補助
金は主食用米に見合う単価
にするべきではないか︒
Ａ 町長答弁
ミニマムアクセス米はＷ
Ｔ Ｏ ウ ル グ ア イ ラ･ ウ ン ド
農業合意で定められ︑国策
であるが︑外国産米を輸入
して国内では減反を迫ると
いう現状には不合理さを感
じている︒転作については︑
地域の特性を生かし︑稲作
中心の営農形態を維持する
ための施策を行っている︒
今後は高収益作物の作付支
援など︑主食用米以外に収
益を求め︑食料自給率の向
上に資する施策が必要︒関
係団体と連携し︑引き続き

米価暴落について考え
を問いたい
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有効な対策について検討す
る︒
Ｑ 再質問
若い生産者も町の施策に
よって体制を整え投資もし
ている︒米価が下がること
は投資した分が回収できな
くなる︒こういう事態に率
直に声を出していくことが
地域をつくり︑国政を組み
立てていく大きな力だと思
う︒
Ａ 町長再答弁
北海道の生産量に匹敵す
るぐらいのお米が海外から
輸入されている︒ミニマム
アクセス米を続けていくの
であれば国は国内の農業を
守る施策をとっていくべき
と考える︒町としては町村
会を通じて現状に対する対
処を国に求めることは決ま
っている︒現状打破の方策
を出していただくよう要望
していく︒

公共交通について

Ｑ質 問
中央バス滝川浦臼線の廃
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止による高校への通学路線
をどう考えているか︒また
通学︑通院の実態は︒朝１
便︑夕２便を何らかの方法
で運行を求める︒
Ａ 町長答弁
高校への通学路線は代替
路線の運行確保に向けて関
係機関と協議を進めている︒
今後も生活路線として町民
が安心して利用できるよう
に進めていく︒
Ｑ 再質問
２月の会議以後︑町から
説明を受け︑自分でも乗っ
てみた︒意見を聞くと時間
が合わない︑女の子だから
帰るまで心配なので送り迎
えをしているなど様々なケ
ースがあった︒そのことに
ついてもう少し考える必要
がある︒通院している方の
実態はどうか︒再度︑町独
自の調査を行ってはどうか︒
Ａ 町長再答弁
調査の重要性は理解して
いる︒そのためのアンケー
ト調査であった︒学生につ
いては保護者に確認・聞き
取りをしている︒通院につ
いてはどこの病院に行かれ
ているのかなど難しい部分
であるが可能な限り調査を
していく︒
Ｑ 再々質問
美唄市︑奈井江町︑砂川
市などの病院にタクシーで
通われる方には領収書を提
示することで︑後から還付
する施策はどうか︒あえて
デマンドをやめることを提
案する︒
Ａ 町長再々答弁
学生や通院されている方
の調査に取り組んでいきた
い︒利用者の一部負担によ
る町外へのタクシー利用の
提案は検討する︒

公営住宅の保証人につ
いて
Ｑ質 問
入居の際︑保証人を求め
ないようにされたい︒
Ａ 町長答弁
連帯保証人を求めない場
合︑若年世帯の家賃滞納や
未払いの増加︑入居者死亡
等による身元引受人や原状

回復が懸念されるため︑連
帯保証人制度は必要と判断
し︑条例改正には至らなか
った︒しかし︑身寄りのな
い単身高齢者の入居は保証
人を免除し︑緊急連絡先の
登録をもって入居できるよ
う︑対応していきたい︒

クマ 出 没 に 対 す る 町 の
緊急対策を求める
Ｑ質 問
２年前は︑晩生内の三軒
家沼付近の住宅地に出没し
た︒集治監沢付近でも毎年
のように数頭が徘徊をして
いる︒今後出没した場合の
緊急対策などを策定し︑速
やかな対処ができる体制づ
くりを求める︒
Ａ 町長答弁
クマの足跡などを発見し

た場合︑実施隊員に出動を
格が暴落し︑インバウンド
依頼し︑見回りの強化や周
効果も皆無の状況の中︑３
辺住民への周知・注意喚起
年産米の主食用面積を飼料
を行う︒繰り返し出没する
用米に転換し︑適正在庫の
場合は︑箱わなを設置する
維持に努めたが︑２年産米
こととしている︒環境省が
の販売不振により市場にだ
発行しているクマ類の出没
ぶつきが生じた︒３年産米
対応マニュアルなどを参考
の概算金は概ね２割落ちで
に︑猟友会︑警察と連携し︑ あるが︑町としての対策を
住民への周知を徹底する︒
求める︒
Ｑ 再質問
Ａ 町長答弁
クマにしてみれば︑ブド
状況は認識しているが︑
ウは自分のものだという感
現在︑町単独での米価の変
覚で︑収穫作業の人と鉢合
動に対する直接的な助成は
わせた場合攻撃的な動きが
考えていない︒今後町村会
想定される︒今後はクマと
等を通じ︑国に対し必要な
の共存も視野に入れて考え
支援を行うよう働きかけて
なければならない︒電牧導
いく︒
入の助成や︑道と連携した
Ｑ 再質問
中での助成について町の考
１俵２︐０００円程度の
えは︒
暴落で 月の組勘の精算が
心 配 さ れ る︒ 若 い 農 家 の
Ａ 町長答弁
方々は水田規模拡大︑機械
生産者の考えを聞き検討
代の返済等今後の営農が危
する︒
惧される︒さらに高齢の方
の離農が早まることも考え
米 価 暴 落に 対 する 町の
られる︒
支援対策を求める
浦臼町独自のコロナ対策
や農協と町がタイアップし
てこの難局を乗り越えられ

Ｑ質 問
コロナ禍による農産物価
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いて︑森林所有者は︑計画
るような対策を求める︒
的に森林づくりを行ってい
Ａ 町長再答弁
る﹁そらち森林組合﹂に森
コロナ対策は︑基本的に
林の経営︑管理を委託する
国の臨時交付金を原資とし
ことができる︒
ている︒国の４次交付金の
また私たちは︑森林環境
配分について見きわめたい︒
税を令和６年から１人年額
本町︑新十津川町︑ピンネ
１︐０００円賦課徴収され
農協で共同の対応になって
る︒令和元年からは森林環
くると思われるので︑時間
境譲与税が都道府県や市町
をいただきたい︒
村に配分されている︒
①意向調査は浦臼町の全私
有林の何％か︒所有者不明
の森林はあるか︒
②意向調査の結果を踏まえ︑
今後どのように森林整備が
進むのか︒
③森林組合内の人材育成の
課題はどうか︒
豊かな森林の再生を
④災害防止の観点から︑森
林整備を町はどう考えるか︒
⑤ＪＲから譲り受ける保安
林に︑町木である桜を植え
てはどうか︒
Ａ 町長答弁
①森林環境譲与税は本町で
は１３４万円が配分され︑
意向調査を行った︒その面
積は私有林全体の６．５％︒
そのうち所有者不明の森林
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Ｑ質 問
平成 年に森林経営管理
法が施行され︑経営管理が
行われていない森林につい
ては︑森林所有者と担い手
を市町村が仲介役としてつ
なぐ仕組みになった︒浦臼
町は令和２年度に森林所有
者に対して︑森林整備をす
るための意向調査を行って
31

は０．６％のみ︒
②・④平成 年度に策定し
た浦臼町森林整備計画に基
づき整備を行っている︒的
確な植栽︑保育と間伐︑そ
して適正な主伐を行うこと
で︑森林の持つ多面的な機
能を最大限発揮できるよう
管理していく︒
③他団体のことなので回答
は控える︒
⑤譲渡後の防風林の取り扱
いは未定︒今後検討する︒

法はどうか︒
Ａ 町長答弁
①これからの協力隊制度の
活用にあたっては︑目的を
絞り専門性を高めて︑より
効果的な運用を図るべきだ
とのご指摘と受け止める︒
②採用時に地域おこし協力
隊の活動内容や意向を確認
して判断する︒
Ｑ 再質問

隊員を支えるサポート体
制が不十分だったのでは︒
Ａ 町長再答弁
反省点として今後の取り
組みに生かしていきたい︒

コロナ禍における本町
教育の現状について

Ｑ質 問
①町民の各年代層における
ワクチン接種の現状は︒

②今後の接種の予定は︒
③オンライン授業になった
場合の状況は︒
④全生徒にオンライン授業
は可能か︒
⑤修学旅行など学校行事の
今後の見通しは︒
Ａ 町長答弁
① 月１日までの予約状況
による１回以上接種された
方の接種率の見込みは︑
歳以上 ％︑ 歳から 歳
までが ％︑ 代が ％︑
代が ％︑ 代が ％︑
代が ％︑ 代が ％と
なっている︒
② 月１日までは︑町立診
療所での接種を継続し︑そ
の後においては花月クリニ
ックでの接種体制を整えた
ところである︒
Ａ 教育長答弁
③・④令和２年度に１人１
台のタブレット端末の整備
と校内ネットワーク環境の
整備を行った︒またインタ
ーネットを利用した学習環
境が整備されていない家庭
などに対して︑無償でモバ
イルルーターの貸与を行っ
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地域おこし協力隊制度
を活用して
Ｑ質 問
総務省は地域おこし協力
隊制度の関連予算を今年度
予算の３倍にすると言って
いる︒地方への移住を視野
に入れながら活用を検討し
ては︒
①浦臼町が抱える問題点や
課題の洗い出しから始めて
はどうか︒
②協力隊との雇用関係では
なく︑委託契約を結び︑自
由な活動をサポートする方
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ている︒しかし通信環境が
悪く︑すべての児童生徒へ
の学習環境が整っている状
況ではない︒
全児童生徒の家庭が光回
線に加入することが安定し
たオンライン学習環境の構
築には必要不可欠と考えて
いて︑教育格差が生じない
よう適切に対応する︒
⑤修学旅行については︑小
学校が 月下旬に延期をし
た︒中学校は５月に高知県
本山町へ訪問する予定だっ
たが函館方面に 月下旬に
実施を予定している︒その
他の学校行事についても︑
状況により延期や縮小︑中
止などの見直しを検討して
いるが︑意義や目的︑児童
生徒の心情等に配慮し︑最
大限の感染防止対策を講じ
るなど︑実施に向けて取り
組む︒
10
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Ｑ質 問
道との職員の相互派遣を

町職員の道との職員交
流をすすめる
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通じて︑双方の専門性の向
上等を図るための派遣事業
を進める考えは︒
Ａ 町長答弁
職員の資質向上や意識改
革︑事務遂行上のノウハウ
習得︑組織間のネットワー
ク構築などを目的に︑職員
の成長はもとより︑派遣先
との強力な連携や緊密な情
報交換につながり︑大きな
成果が得られるものと考え
ている︒しかし︑現状では
職員体制に余裕がないこと
や就業間もない職員が多い
現状での派遣は業務への影
響も想定されるが︑できる
限り早期に取り組んでいき
たいと考えている︒

共交通を確保︑維持するた
め︑今年度地域公共交通調
査委託を実施し︑協議を行
っている︒多様な住民ニー
ズを把握し︑新たな路線の
構築と既存の公共交通の統
廃合による共存を図り︑効
率的で利便性の高い公共交
通体系の再編を目指す︒
すべての町民が満足でき
る交通インフラの整備が理
想︑目標だが︑コストの面
を十分考慮し︑持続可能で
現実的な交通体系の整備を
していく︒
Ｑ 再質問
町民もタクシーやバスの
問題で不安を抱き心配して
いる︒町は政策立案を示し
アンケート調査の結果を公
表するなど︑町民の不安感
を払拭していただきたい︒
Ａ 町長再答弁
公共交通については先が
見えているので︑年内にも
何らかの形で示したいと考
えている︒滝川浦臼線を町
で運行した場合や砂川市方
面のことなど︑利便性をあ
る程度確保した上で現実的

■町議会の定例会は年４回（3月、6月、9月、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！傍聴人受付票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。

令和３年第３回定例会は５名の傍聴がありました。
☆ありがとうございました☆

な金額にしていくことが大
きな問題である︒今後︑よ
り具体的になってきた段階
で道や国など関係方面にも
話をさせていただく︒

議会を傍聴してみませんか？

浦臼町の公共交通につ
いて
Ｑ質 問
近年︑高齢者の事故︑免
許返納などで︑高齢者は本
当に交通弱者になるのでは
ないかと心配している︒町
は交通費助成などに取り組
んでいるが︑より良い交通
インフラの整備についてど
のように考えているのか︒
Ａ 町長答弁
本町の公共交通は︑民間
業者の段階的な撤退で空白
となった路線を︑乗り合い
タクシーや路線バスなどで
カバーしているが利用者の
極めて少ない便が多く︑整
理し︑再構築する必要があ
る︒
来年９月末の中央バス滝
川浦臼線の撤退が正式に公
表され︑将来を見据えた公

町政はあなたのために。

ॄ݈֥
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令和２年度 経営健全化基準
（％）
（％）

20.0

ー

①資金不足比率

名

率

比

①実質赤字比率

ー

15.0

②連結実質赤字比率

−

20.0

△2.1

25.0

−

350.0

③実質公債費比率

④将来負担比率

第５回浦臼町議会臨時会

︹８月６日開催︺

財産の取得について

◆除雪用グレーダ︵３．１
ｍ 級︶１台
・契約方法 随意契約入
札
・契約金額 ２︐８２７
万円
︵ う ち 消 費 税 額 ２５
７万円︶
・契約の相手方 コマツ
カスタマーサポート株
式会社

月５日開催︺

第６回浦臼町議会臨時会

︹

◆浦臼町特定賃貸住宅及び
地域優良賃貸住宅の設置及
び管理に関する条例の一部
を改正する条例について
︱可決︱

条例等の審議と結果

10

報告事項

健全化判断比率

令和２年度 早期健全化基準
（％）
（％）

審議 された 事件 と 結果

下水道事業特別会計資金不足比率

※「−」は、実質収支、連結実質収支が黒字の場合に表
示されます。

◆ 令 和 ２年 度 決 算 審 査 に 基 づ く 健 全 化 判 断 比 率 の 報 告 に
ついて
条例等の審議と結果
令 和 ２年 度 決 算 に 基 づ く 普 通 会 計 財 政 健 全 化 判 断 比 率
及び下水道事業特別会計資金不足比率について報告され
◆浦臼町過疎地域持続的発展市町村計画について ー可
ました︒
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
◆浦臼町特定公共賃貸住宅の設置及び管理に関する条例
の一部を改正する条例について ー可決ー
◆令和２年度浦臼町各会計歳入歳出決算の認定について
一般会計︑国民健康保険特別会計︑後期高齢者医療
特別会計︑下水道事業特別会計歳入歳出決算の認定に
ついて決算審査特別委員会を設置し︑審査します︒
・決算審査特別委員会 委員長
東藤 晃義
副委員長 柴田 典男
◆固定資産評価委員会委員の選任の同意を求めることに
ついて
任期満了により︑次の者を選任することに同意しました︒
・向井 一成氏
意見書
◆教育委員会委員の任命の同意を求めることについて
任期満了により︑次の者を選任することに同意しました︒
３件の意見書案について原案のとおり可決し︑関係各
・平松 浩美氏
省庁に提出しました︒
・大石 陽進氏
○林業・木材産業の成長産業化に向けた施策の充実・強
化を求める意見書
○コロナ禍による厳しい財政状況に対処し地方税財源の
充実を求める意見書
○国土強靱化に資する社会資本整備等に関する意見書
普通会計財政健全化判断比率
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ホームページ改修業務委
託料
228万8000円
福祉施設等特別給付金
35億7502万円
250万円
一 般 会 計 （1,056万1,000円）
介護サービス提供基盤等
（第４号）
整備事業費補助金
262万9000円
特産品販売事業補助金
200万円

一 般 会 計
（第５号）

議場音響映像設備導入業
務委託料
1900万円
一般営業タクシー運行事
36億1021万円 業助成金
300万円
（3,519万円）健康管理システム改修業
務委託料 190万2000円
強い農業・担い手づくり
総合支援交付金
136万1,000円
経営継承・発展支援事業
補助金
137万2,000円

総務産業常任委員会報告

◎議会運営委員会
９月８日
・第３回定例会の運営につ
いて
◎全員協議会
７月 日
・令和３年度新型コロナウ
イルス感染症対応地方創
生臨時交付金実施計画に
ついて
・特産品ＥＣサイト構築事
業について
９月 日
・第３回定例会の運営につ
いて
・新型コロナワクチン接種
の進捗状況と今後につい
て
・浦臼町過疎地域持続的発
展市町村計画について
・ジビエ減量化施設に係る
産業廃棄物処理業務につ
いて
◎議員懇談会
７月 日
・新型コロナウイルス感染
症対応地方創生臨時交付
金事業について

議会の流れ
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15

15

◆令和３年度 ラウネナイ
川護岸改修工事
・契約方法 指名競争入
札
︵最低制限価格適用︶
・契約金額 ８︐１４０
万円
︵うち消費税額７４０
万円︶
・契約の相手方 三雄建
設株式会社
︿調査日７月 日﹀
﹃地域公共交通の現状につ
いて﹄
日常生活に必要な交通手
段の確保について︑地域公
共交通の現状と持続可能な
公共交通の形成や適切な内
容について調査を行った︒
①高齢者等の生活に密着し︑
利便性の高い地域交通の研
究と高齢者等に配慮した移
動手段の確保と利用の促進︑
内容の検討に努めなければ
ならない︒
②小型のコミュニティバス
など新しい公共交通の構築
に向けた研究・検討を︒
③中央バス滝川浦臼線の今
後については︑将来に向け
て近隣自治体との連携によ
る公共交通のあり方を協議
するべき︒
④乗り合いタクシー︑一般
タクシーについては︑利便
性の向上のために運行方法
をさらに検討してほしい︒
⑤月形浦臼線については︑
利用啓発に努める︒
29

・タブレットの議会での運
用について
月５日
・林活議連の結成と空知地
区森林・林業・林産業活
性化推進議員連盟連絡会
への加入について
・エゾシカ利用推進に関す
る調査報告について
◎議会広報特別委員会
月 日
・議会だより第１７６号編
集

寄付行為について
議会議員は︑選挙区内
で金銭や品物を贈ること
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︒

18

10

10

工事請負契約の締結について

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

◆令和３年度 社会資本整
備総合交付金事業中央
線・浦臼内川橋補修工事
・契約方法 指名競争入
札
︵最低制限価格適用︶
・契約金額 ６︐５６７
万円
︵うち消費税額５ ９７
万円︶
・契約の相手方 三雄建
設株式会社

◎令和３年度予算の補正されたもの

議会だより No.176
今回は︑鶴沼第一町内会
の清水祖代子さんにお話を
聞きました︒

①浦臼に住んで何年になり
ますか︒また町の印象はど
うですか︒
結婚を機に移り住んで
年目になります︒浦臼の皆
さんは優しい方ばかりで︑
私たちの活動を応援してく
れます︒皆さん顔見知りで
小さい町ならではと思いま
す︒
19

②乾燥野菜作りを始めたき
っかけは何ですか︒
農産物加工センターに乾
燥機が導入されＪＡピンネ
女性部で開催しているアイ
デア交流会にフレッシュミ
ズとして出品したのがきっ
かけです︒最初は残り野菜
などを使って試行錯誤しな
がら作り始めました︒
③Ａマートピコルでもぎた
て市の出品も行っています
が︑その原動力は何ですか︒
作る楽しみも当然ありま
すが︑お客さんとの対話が
楽 し い で す︒﹃ お い し か っ
たよ﹄とか﹃あの野菜の品
種は何﹄﹃柔らかかったよ﹄
などの言葉をかけてもらう
とうれしくなります︒実家
が農家なので学生の頃から
販売の手伝いをしていまし
たし︑何より会話をするの
が楽しいです︒
④浦臼の町作りについてど
う思いますか︒

加工センターの充実と管
理をしっかりやってもらい
たいですね︒グランドデザ
インで加工センターの協議
にも参加をしました︒改修
するのであれば使いやすい
施設にしてもらいたいです︒
それと使用料をもっと安く
してほしいです一般の方の
使用を増やし︑町外の方が
使用出来るようにしてみて
もいいと思います︒更には
講習会を開催して裾野を広
げてもいいと思います︒
⑤議会についてどの様に思
いますか︒
議会広報で活動の様子を
みています︒特に自分にと
って身近な問題が出ている
時は関心を持って見ます︒
⑥女性議員についてどの様
に思いますか︒
女性ならではの視点で意
見を言うのは大切ですが︑
男性議員の中で女性が意見
を言うのは言いにくいイメ
ージがあります︒やって頂
ける方がいたら是非やって
頂きたいです︒
⑦もしも町長になったら何

野崎
折坂
東藤
髙田

敬恭
美鈴
晃義
英利

がしたいですか︒
編集後記
子供たちから年配の方ま
で集まれるような商業施設
今年の記録的な猛暑と干
があったらいいと思います︒ ばつは農作物に深刻な影響
子供たちが遊んでいるのを
を与えました︒また︑クマ
お年寄りが温かく見守って
が市街地の住宅地に頻繁に
いるそんな空間があればい
出没するようになったり︑
いと思います︒
北海道でブリが大量に捕れ
小さなイベントを定期的
たり︑道東の赤潮もありま
に開催したいです︒大きな
し た︒﹁ 地 球 温 暖 化 ﹂ と い
お金をかけなくても楽しめ
う名の魔物が私たちの日々
る事が出来ると思います︒
の生活を脅かすようになっ
賑わいのある町にしていき
てきた気がします︒ただ︑
たいです︒
豊作だった今年の新米の美
味しさは格別ですし︑これ
また豊作の栗はゆで栗にし
て︑リスのように前歯で割
って食べるのが晩酌のツマ
としてサイコーですが︒
今回の衆議院選挙では︑
気候変動に直結した産業で
ある農業が︑安定した経営
を続けられるような政策を
構築してくれる政党に投票
したいと思っています︒
︵折坂︶

農業︑子育て︑そして﹁乾
菜﹂の代表として忙しい中︑
楽しいお話を聞かせて頂き
ました︒
乾燥野菜作りや今後につ
いての熱い思いを聞き︑こ
れからも身体に気をつけて
ご活躍して頂きたいと思い
ます︒
ご協力ありがとうござい
ました！

委員長
副委員長
委員
委員

