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主な内容
❶指定管理者決定！
第４回定例会（12月）
❷町政を問う
議員２人が一般質問
❸職員給与等の改正
第３回臨時会（11月）
❹決算審査特別委員会
～意見等を付して認定～
❺会議の状況
❻議会の活動

シュート〜〜〜？・・・
【チャレンジスポーツスクール】

人と自然が輝くオホーツクのまちを目ざして

また、２人の議員から一般質問があり、同日に閉会した。

～かみゆうべつ温泉チューリップの湯～

審議
ピックアップ

指定管理者を可決

Ａ 通常、複数の場合は提案
された事業計画及び収支計
画に基づいて最も優れた点
数を取った会社を選定す

・価格

１５７０万４２８０円
・相手方

株式会社湧別林産（東）
②処分する財産

る。今回は１者ということ
で、一定基準の点数を設け

８５２番地、８５３番地、８

（ 湧 別 町 西 芭 露 ８ ５ ０ 番 地、

こちらから募集していた

５４番地、８５５番地、東芭

選定した。
利用料金をもって独立採算

・

露４６１番地、４６２番地）
皆伐面積

で実施し、現在のサービス
を継続するという提案を会

針葉樹３８８２本

年度をもって期間満

社からいただいたことから

平成
了する公の施設の指定管理者

の処分を可決

④処分する財産

・

（ 湧 別 町 緑 蔭 １ ４ ０ 番 地、 富

美３８６番地の２）

間伐面積

１２０本

針葉樹１万７８２５本

広葉樹

・価格

１５９０万９４８０円

・相手方

株式会社湧別林産（東）

昨年の入札指名業者の

【主な質疑応答要旨】

Ｑ

者から５者に減らした理由

過去３年間の入札実績及

は

Ａ
③処分する財産

総合振興局内の順で選定を

内、遠紋地区、オホーツク

び業者の所在地を基準に町

（ 湧 別 町 緑 蔭 １ ４ ０ 番 地、 計

株式会社湧別林産（東）

・相手方

１８９４万６４４０円

８４１本

広葉樹

年４月

れ、審議・採決の結果、全会
一致で原案可決した。
※管理期間は、平成

１日から平成 年３月 日
まで

林の立木処分及び素材処分に

した。

・

呂地２２７９番地、富美８６

広葉樹

４６７本

針葉樹６８７６本

皆伐面積

ついて議決が求められ、それ

・相手方

（中標津町）

横内林業株式会社

２６６０万５８００円

・価格

３番地の２）

森林経営計画に基づく町有

72
ｈａ
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31

ぞれ審議・採決の結果、全会
一致で原案可決した。
①処分する財産
（湧別町芭露８０５番地）
・

92
ｈａ

●かみゆうべつ温泉

沢口産業㈱

財産︵立木・素材︶

適正と判断し選定した。

32
ｈａ

の指定について議決が求めら

・価格

10

16

チューリップの湯
・指定管理者

【主な質疑応答要旨】

皆伐面積

針葉樹３６４７本

Ｑ 公募が１者だったようだ
が、選定委員会での審議の
い。

広葉樹１２６７本

06
ｈａ

31

31

内容、評価について伺いた

13
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30

平成30年
第４回定例会

指定管理者決定！

第４回定例会は12月20日に開会し、町長から平成30年度各会計補正予算、開盛
頭首工管理条例の制定、チューリップの湯における指定管理者の指定などの議案
が13件提出、議員から意見書案などの議案が２件提出されたほか、審議を特別委
員会に付託した前年度各会計決算認定の審査報告があった。

補正額

補正後予算額

一般会計

5回目

3,221.1万円

87億 925.6万円

国民健康保険特別会計

3回目

315.1万円

15億1,208.1万円

介護保険特別会計

3回目

430.7万円

10億2,697.8万円

一般会計補正予算の主な内容

（１万円未満切捨て)

事業名
定住促進住宅建設・中古住宅購入補助金
福祉灯油等扶助費
道の駅に要する経費
交流体験施設レイクパレスに要する経費

宿泊施設しらかばに要する経費

補正額
内容
345万円 新築・中古住宅購入件数の増加に伴う補助金の増額
灯油価格の高騰による高齢者世帯等への暖房費等への
947万円
扶助
指定管理期間の短縮に伴う、平成31年１月から３ヶ月
389万円
間の管理運営経費
指定管理期間の短縮に伴う指定管理業務委託料の減と、
259万円
平成31年１月から３ヶ月間の管理運営経費の増額
指定管理期間の短縮に伴う指定管理業務委託料の減と、
352万円
平成31年１月から３ヶ月間の管理運営経費の増額

3億5,099万円

収益的収入及び支出

2億 586万円

2億3,927万円

資本的収入及び支出

4,524万円

6,576万円

水道事業会計
全会計合計

3
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135億3,415万円 130億 311万円
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13

この報告を踏まえ、審議・

3億5,181万円

採決の結果、全会一致で認定

下水道事業特別会計

年度決算を認定

2億 784万円

平成

2億 842万円

【主な質疑応答要旨】

簡易水道事業特別会計

29

した。

9億3,489万円

Ｑ どこの道の駅のトイレも

9億6,336万円

第３回定例会で認定を求め

介護保険特別会計

綺麗になっているが、改修

1億3,944万円

頁に掲載

1億4,175万円

※関連記事を

後期高齢者医療特別会計

られ、継続審査を付託された

15億4,338万円

の考えは。

16億8,148万円

決算審査特別委員会から、認

国民健康保険特別会計

また、レストラン彩湖の

95億2,154万円

定すべきとの審査結果が報告

99億3,623万円

階段を障害者の方が使いや

一般会計

された。

歳出・支出

すいように改修する考え

（１万円未満切捨て)

は。

Ａ 道の駅のトイレ及びレス

歳入・収入

トラン彩湖の階段につい

名

て、大規模な改修となるた

計

め現在のところ考えていな

会

い。

平成29年度湧別町各種会計歳入歳出決算額

この施設については、施

設の再配置計画の中でも廃

止の検討が一部されてい

る。今後、改修が良いのか

建替が必要なのかどうする

か、この中で検討していく。

Ｑ 定住促進について、町外

からの入居等はあったの

か。

Ａ 平成 年度においては３

件の申請を受け、この外２

件の事前申請を受けている

ので町外からは５件の転入

になる。

30

30

年度補正予算の可決

補正回数

平成

名

一般会計ほか特別会計の

計

補正予算がそれぞれ提案さ

会

れ、審議・採決の結果、全

会一致で原案可決した。

平成30年度各種会計補正予算

平成30年
第４回定例会

審議結果一覧
Result of Deliberations

報告のほか、全会一致となった議案等
平成29年度湧別町各会計歳入歳出決算認定について

地方自治法に基づき議会の認定に付すもの。
【審査を決算審査特別委員会に付託し、認
定すべきとの報告】

決

定

認

定

算
平成29年度湧別町水道事業会計決算認定について

地方自治法に基づき議会の認定に付すもの。
【審査を決算審査特別委員会に付託し、認
定すべきとの報告】

平成30年度湧別町一般会計補正予算

5回目の補正で、3,221万円追加して歳入歳出予算の総額を87億925万円とするもの。

補正予算

平成30年度湧別町国民健康保険特別会計補正予算

3回目の補正で、315万円を追加して歳入歳出予算の総額を15億1,208万円とするもの。

平成30年度湧別町介護保険特別会計補正予算

3回目の補正で、430万円追加して歳入歳出予算の総額を10億2,697万円とするもの。

湧別町開盛頭首工管理条例の制定について

開盛頭首工の管理を行うため、土地改良法において準用する規定に基づき、制定する
もの。

条

認

原案可決

原案可決

原案可決

原案可決

例
湧別町営バス運行条例の一部を改正する条例の制定について

町営バス三里浜線について「中番屋停留所」がカーブ付近に設置されており危険であ
ることから移設するため、改正するもの。

湧別町公の施設に係る指定管理者の指定について

かみゆうべつ温泉チューリップの湯の指定管理者を沢口産業株式会社とするもの。

財産の処分について【４件】

公有水面の埋立について【２件】

北海道知事から意見を求められたため、公有水面埋立法の規定により議決を求めるも
の。

遠軽地区広域組合の共同処理する事務の変更及び規約の変更について
地方自治法の規定による協議があったため議決を求めるもの。

難病医療費助成制度の改善を求める意見書
議会提出

原案可決

原案可決

森林経営計画に基づく町有林の立木処分及び素材処分するもの。

そ の 他

原案可決

原案可決

原案可決
原案可決

閉会中の所管事務調査等の申し出
総務厚生常任委員会
産業文教常任委員会
議会運営委員会

公共施設再配置実行計画について
屯田七夕まつり及び産業まつりの実施結果について
次期議会の会期日程等議会運営に関する事項及び議長の諮問に
関する事項
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平成₃₀年漁業生産物の状況
項目

漁獲量・生産額

外海ホタテ

17,790t

サケ

漁獲量は前年に比べ3％の増

カラフトマス

漁獲量

漁業総生産額

60億1,000万円（見込み）、前年に比べ約
1％の増

464ｔ

前年比

8倍の増

営業期間

利用者等

利用者等
対前年比

使用料等

使用料等
対前年比

ファミリー愛ランドユー 4/28～10/8 20,976人 3,759人減 1,710万円 424万円減
五鹿山キャンプ場 5/1～9/30

2,642人

542人減

201万円

12万円減

三里浜キャンプ場 7/15～8/20

1,300人

140人減

126万円

10万円減

646人

36人増

30万円

1万円増

計呂地交通公園

5/1～10/31

※三里浜キャンプ場の使用料等は、売店売上を含む。
※使用料等は１万円未満の端数を切り捨て。
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観光施設等の利用状況

施設名

減らす大きな要因となった。

平成₃₀年の観光施設等の利用状況

32

たことから漁獲金額では３％

※玉ねぎの価格は、１㎏当たり100円程度で推移している

による大規模停電でも酪農を

103％

増額となった。サケは過去最

31,688t

中心に被害が出ている。

上湧別地区

農作物等及び

105％

低の漁獲量であった昨年を上

71,166t

漁業は、外海ホタテが爆弾

湧別地区

漁業生産物の状況

乳量（１月～11月）

対前年比

５月のゴールデンウィーク

総乳量

回る見込みだったが、魚体の

項目

低気圧や台風による全道的な

104％

農作物は、４月下旬から６

4,440㎏

と８月のお盆時期に降雨が続

牧草

小型化と単価の下落により漁

76％

減産の影響によって昨年まで

4,109㎏

月上旬まで気温の高い日が多

デントコーン

いたため、各施設の利用者を

95％

・８％下

99％

5,830㎏

獲金額では前年を

4,900㎏

高値傾向が続いていたが、本

上湧別地区

玉ねぎ

く、比較的順調だったが、６

90％

回る状況となった。一部の魚

4,895㎏

年はオホーツク海域の他地区

湧別地区

月下旬から７月上旬と８月中

106％

種でも漁獲不振となり、ホッ

490㎏

の資源回復による増産や輸出

上湧別地区

旬の長雨と低温が続き厳しい

77％

カイシマエビは資源回復を図

411㎏

が低迷傾向となり、単価が３

てん菜

湧別地区

状況となった。

秋まき小麦

対平年比

るため本年から禁漁となった。

₁0ａ当たりの収量

―要約掲載―

割安となったが漁獲量が増え

項目

町長の
行政報告

また、北海道胆振東部地震

平成₃₀年農作物等の状況

東京湧別会

25

定期総会等の出席

月 日に東京湧別会定期

人の会員のほか、

総会と懇親会が東京都内で開

催され、

村川副議長、石田町長、刈田

副町長、阿部教育長と総務課

長の５人が出席した。

総会では役員改選が行わ

れ、中野会長の再任が承認さ

れ、総会後の懇親会では、湧

別高校生徒会が作成した学校

ＰＲ動画の上映などで盛り上

がり、郷土愛を更に深めた交

流となった。

68

11

玉葱の寄贈
月７日に上湧別玉葱振興

会から８年連続で玉葱１００
０㎏のご寄贈があった。

（１万円未満切捨て）

町関係工事の発注状況

町道補修工事（舗装その３）

町内

H30.12.20

523万円 遠軽舗道㈱
町道補修工事（道路付属施設その２）

町内

H31.01.20

298万円 ㈱渡辺技研工業

意見書を国へ提出

●難病医療費助成制度の改善

を求める意見書

佐野議員ほか５人の賛成者

から、難病の方が費用の心配

なく医療を受けられるよう、

難病医療費助成にあたって必

要な診断書の料金を補填する

制度を創設し、新規認定及び

更新認定時に公費助成を行う

ことを求める意見書を国へ提

出することが提案され、審議・

採決の結果、全会一致で原案

可決された。

なお、本意見書は、政府関

係機関に提出した。

6

2019.2

第36号

ゆうべつ町議会だより

学校給食に地場産物を取り
入れることで、児童生徒が地
元の産業や流通に対する関心
を深めて郷土を愛する心を育
むことが期待される。地域の

請負業者
請負金額
工期
工事場所
（対象区域）
工事名

7,376万円 ㈱菊地組（滝上町）
H31.03.29
湧別（停）サロマ湖線（交628）交安工事
東
（交差点改良）

請負業者
請負金額
工期
工事場所
（対象区域）
工事名

素晴らしい食材のご寄贈に心
から感謝する。

（１万円未満切捨て）

道関係工事の発注状況

12

平成30年12月開会の第４回定例会において、２人の議員から質問があり、理事者の答弁
は、次のとおり。
（質問と答弁は要約）

月５日に１００

年で１５００人

余りが減少し、

人口減少が顕著

ご指摘の本町の

に現れている。
湧別に原点回帰する事ができ
て以来、来年には

各種団体で統一を図る努力を

成しながら様々な業態分野、

この間、町民の一体感を醸

光振興や、地域

プを核とした観

し、チューリッ

会と町が連携

を迎えることになる。

されたことを認識している。

なる人材育成と新しい町の魅

ドの発掘を行い、観光推進と

内の観光ブラン

結局は人口減少、少子化の進
行が顕著に表れている。さら

地元農水産物では、湧別牛

力発信に取組んできた。

湧別村と下湧別村へと分村以

や龍宮牡蠣など、農協や漁協

年に下湧別村から上
が不足していたと感じるとこ

来、およそ１００年の時を経

に、本町の魅力を発信する力
ろもあり、地元農水産物のブ

においてブランド化の取組が

始まっている。また、商工会

年に合併し、湧別町
として再び歩み始めて

年の

て平成
だったと言えない。

して官民一体により持続性を

の活性化を町長がリーダーと

治基本条例を制定、その基本

期の総合計画を基本とし、自

りビジョン、第１期及び第２

醸成しながら、新町まちづく

この間、両地域の一体感を

漁協、森林組合、商工会、観

いる。

地道な取組が広がりを見せて

レーづくりに取組んでおり、

と玉葱を活用したご当地カ

女性部が地元のホタテの稚貝

保ちながら前進する必要があ

理念に基づき、住民が主体の

光協会と町で構成する産業間

節目を迎える。

る。今後、基礎自治体として

自治の確立に努めてきた。し

ネットワークを設立し、産業

今後、町、人、産業づくり

どのような施策と理念を根幹

かし、日本が直面している急

間の横のつながり、連携の強

また、
一昨年の３月に農協、
に据えて将来展望を描いてい

速な人口減少と過疎化によ

化を図っている。

るのか。

り、本町においても、この９

ゆうべつ町議会だより
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ランド力を付ける取組が十分

明治

しかし、総合的に判断すると

観光協会、商工

魅力発信では、

石田町長

年の節目

合併 年を迎えるにあたって

年

2019.2
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町がよりステップアップ
できる町政運営を目指す。
高田 議員
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7

高田議員
平成
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年余の時を経て、母村である

21

Ａ

10

今後の描いている将来
展望は

Ｑ

ない。総合計画を完成させる

町内の小中学校の児童生徒の

ある。このような状況の中、

季の気温上昇は異常なもので

ても、地球温暖化の影響で夏

化による気温上昇も十分にあ

しかし、将来的に地球温暖

うな状況ではないと考える。

活動や健康面で支障を来すよ

現在のところ児童生徒の学習

議場での傍聴をお待ちしています。

詳しくは、今後のかわらばんや町ホームページでお知ら

せします。

ぜひ、議場で傍聴してみませんか。

海道のイメージからかけ離れ

た気温上昇は、これまで経験

のない異常な状態であり、経

熱中症対策に対応するため、

り得ると推測でき児童生徒の

主な内容は、議案審議と一般質問です。

れば町づくりは進展していか

がよりステップアップできる
ために、まずは公共施設の再

験や常識に頼らず状況に応じ

た速やかな対応が必要になっ
ている。

教育委員会では、学校に対

し熱中症事故の未然防止と事

故発生時の具体的な対処方法

を毎年初夏に注意喚起してい

る。気温上昇対策として、教

室の窓や出入り口を開放して

風通しをよくし、カーテンを

使用して日差しを遮るほか、

必要な場所に扇風機を設置し

教室、保健室、体育館にクー

健康面と適正な学習環境の維

て対応している。したがって、

ラーを設置し、健康の保持そ

持を第一に考え、必要な場合

近年オホーツク地域におい

して学習能率の向上を図るこ

には速やかな暑さ対策を講じ
る考えでいる。

とを検討する考えはあるか。

阿部教育長
地球温暖化の影響と思われ

次の議会定例会は、３月６日を予定！

年の節目を迎え、町

よう町政を運営し、さらには
配置計画をしっかり実行し進

合併

町の基幹産業である第１次産
町の産業の活性化を含めた

めていく。

繋がる経済の仕組みを目指す
問題については、観光のまち

Ａ

現在、支障を来す状況
ではないと考える

高田議員

クーラー設置の考えは
る猛暑日が発生し、涼しい北

8
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業を守り、第２次、第３次に
と申し上げたところであり、
づくり協議会、産業間ネット
この組織を十分に実のある組

今後は第２期総合計画を基本
域資源に磨きをかけ、私自ら
織にして目標に向かって行き

ワークを設立したわけであり、

先頭に立ち、町民一人一人の
たいと思っている。

とし、先人から受け継いだ地

鼓動を感じ、相手の痛みがわ
かる行政、住んでいる人が幸
せを感じ住み続けられる湧別
町を引き続き目指していく。

【再質問】

年を迎え、いの一番

高田議員
合併
にどういう分野を優先的に取
組んでいくのか。

石田町長
総合計画で目標を立てた町
づくりが私の基本である。そ
の基本の町づくりを進める上
で、まずは財政の部分がなけ

小中学校のクーラー設置

Ｑ

10
10

れている。湧別町に

動をされ、町民はもとより他

学校、生徒が明るく活発な活

る。このような町の対応から

実績も予定どおり消化してい

１５００万円余の予算を組み、

度が制度化され、今年度は

校進学者への支援制

力化を掲げ、湧別高

が、近年２間口に必要な生徒

徒の確保を推進してきている

湧別高校の魅力化を図り、生

ている状況にある。本町でも

は、いろいろな支援を実施し

なっている。道内の市町村で

その存続が全道的な問題と

割れとなる高等学校も多く、

近年少子化の影響から定員

石田町長

町の生徒からも好感を持って

数を確保することが非常に困

おいては、高校の魅

いただいている。しかしなが

難な状況になってきている。

湧別高校存続対策

ら、良い方向に向かっている

高校進学先の決定につながる

ために、町は部活動に関して

が、即生徒の確保に繋がって

している。児童生徒の将来数

湧別高校の存続対策事業の中

動機は部活動の充実が最も多
良い成績を上げている。この

を考えると自然減には勝てな

で４つの支援に拡充し実施し

いないのが実態であり、何を
果は、高校での部活動につい

ために北見、遠軽と他町村で

いが、今は現状をどうすべき

てきている。

いと私も認識している。その

てが多く、次に学力の問題と

の練習が余儀なくされ、顧問

であるかを考えるべきだと

やれば良いのか話を伺った結

なっている。町長、教育長の

の先生や父母が乗り合わせで

ぞれ活躍しており、全国大会

努力で来年度も２間口を確保

専門業者を使うことへの補助、

へ出場した選手もいる。部員

88

村川議員

なっているのが現況で、父母

２点目に他町から進学するた

数の関係で他の高校との合同

湧別高校には８つの部活動

が送れなく練習試合にいけな

めの宿泊施設の確保など、義

チームでの出場となり、町外

思っており、１点目は部活動

徒の進学率を高めることが基

かった生徒が昨年、今年とい

務教育学校との公平性という

における練習や練習試合が多

送っているが、事故を想定す

本だと考える。

た。今年度のまちづくり懇談

ことがあるが、湧別高校は存

く、結果的に保護者が送迎で

し、町民からも大変喜ばれて

湧別高校の部活動は、現在

会の意見交換で、町長は湧別

続の危機にあるわけで、町民

きずに参加できなかった部員

近年高校存続が全道的に大

８部活あり、町の補助対象外

町に湧別高校はなくてはなら

の理解は得られると思ってい

もいたことは残念なことであ

があり、少人数とはいえそれ

回ある。現状の部活は生徒数

ない高校と真剣に捉え、あら

るが町長の考えを伺いたい。

の練習試合への移動について

が少ないため、他校との合同

ゆる対応を考えていると説明

ゆうべつ町議会だより

の練習試合は８部活全体で

チームで大会に出場し、大変

9

るとなかなか対応が難しく

存続対策事業をより効果
的な対策としていく
いるが、何と言っても町内生

Ａ

きな問題として取り上げら

2019.2

存続危機に対する町長の
考えは

村川 議員
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Ｑ

設置者である中学校の部活動

ると感じている。一方、町が
案で提案する考えでいる。

対する全額補助を新年度予算

の中で、オール湧別化を図っ

一人でも多くの生徒が進学し
ければ、今の状況の中では義

含めて、同時に考えていかな

町が設置している中学校も

ね合わせ協議した時に、湧別

出てくる。この問題と随分重

のかと、当然こういう問題も

る。では、練習はどこでする

ていきたいと協議を進めてい

上、支援しているが練習試合
てもらうためにどのような対
務教育学校をさておいて道立

高校だけこういう形で、中学

石田町長

については一切支援をしてい
策が必要で、どう支援してい

高校の部分だけという形には

校はこういう形でやるという

湧別高校の魅力を向上して、

ない現状である。北海道が設
くか検討し、存続対策事業を

ならない気がしている。湧別

の責任のもとで対応している

習あるいは練習試合は保護者

り遠くの市町村から進学を希

は今のところない。今後、よ

別高校から宿泊施設等の要望

通学費は補助しているが、湧

徒がおり、バス利用に関する

に出て練習試合をする部分が

わらないと思う。本当に町外

校だって数としては大きく変

思っている。義務教育の中学

中学校との公平性、平等性

は４人、そして芭露学園とい

中学校は２人、上湧別中学校

例えば野球でいくと、湧別

10
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に対しても補助制度を創設の

置者である湧別高校の部活動
より効果的な対策としていき

ということで、公平性という

の練習試合へ参加するための

るわけであるから、その中の

ことを当然考えなければなら

ことはやはり旨くないだろう

一つとして部活の問題という

ない。中学校に確認し、町の

高校の存続の対策を講じてい

のは大きなターゲットになっ

方で全て送り迎えをすれば良

たいと考えている。

【再質問】

てくると思っているが、今の

移動について、専門業者を利
用した場合の補助については
今のところ考えていない。練
習試合でなく大会出場の支援
であればスクールバス等の活
基本的に平等性、財政的な

ただ、仮に中学校の部活の

とのことであり、今後につい

いが、現実として無理だろう

ことも当然あると思う。もし

練習試合にもそういう形でや

てもオール湧別が実現した時

段階で湧別高校だけというこ

支援することは可能と思うの

中学校も同じ対応をしたとす

りながら、中学校の部活を強

部活動のオール湧別という形

には基本的にはそういう考え

村川議員

で、湧別高校から要請があれ

れば財政的に本当に湧別町が

化したものが湧別高校につな

があったと思う。町内の子供

方でいる。

用を含め一定の基準を設けて

ば前向きに検討していく。

困る状況になるのか。高校で

がっていく道筋ができるので

達が少なくなっている現象で

また、中学校の町外におけ

ということで、基本的には練

次に宿泊施設等の確保につ

回の練習試合をやってい

あれば、義務教育の中学校に

どういう方法が良いかという

る練習試合の回数については

とにはならない。

いては、現在湧別高校には遠

る。練習をするから大会に出

ついても検討していかなけれ

ことで、オール湧別という形

現状把握はしていない。

望される生徒がいて、具体的

どれくらいあるのか、こうい

という話になるわけであるが、

うようなことで、どの学校で

軽町と紋別市から通学する生

ても良い成績を収めていると

ばならない気がしている。

で編成できないかと３中学校

な要望があれば、前向きに検

う部分を精査して教育委員会

ご承知のとおり今年の教育執

と具体的に協議を進めている。

討していきたい。今後町外か

として把握しているのか伺い

阿部教育長

ら通学する生徒については、

も１チーム編成できない状況

年度入学生の通学費に

行方針の中で中学校における

88
たい。

平成

31

日に

平成 年度
補正予算を可決

一般会計ほか特別会計の補
正予算がそれぞれ提案され、
審議・採決の結果、全会一致
で原案可決した。
一般会計及び特別会計の主
な内容は、職員等の給与に関
わる条例改正に伴う手当等が
追加されたほか、水道事業会

月

開会し、町長から議案等８件
計では、会計間の職員の異動

第３回臨時会が
が提出され、審議した。

職員の給与や、手当、町特別

務員の給与改正に準じて、町

人事院勧告に基づく国家公

町職員の給与及び町
特別職、議員の手当
の条例改正を可決

会一致で同意した。

を求められ、審議の結果、全

伴い、補欠委員の任命に同意

委員に欠員が生じたことに

農業委員会補欠委員
の任命に同意

等により減額された。

職と議会議員の期末手当の支

松田和浩（新任）

・富美

※現委員の残任期間

回産業まつり

北海道胆振東部地震に係る

被災地への職員派遣

この度の震災に際し、北海

道より職員派遣の要請を受け、

２回にわたり罹災証明の交付

業務等に従事するため６名の

職員を派遣した。

帰町した職員から、被災地

はまだまだ支援が足りない状

況と報告を受け、追加の支援

要請が来た際は、可能な限り

被災地支援を続ける考えでい

る。

少年柔道大会

「上野カップ２０１８」

月７日に湧別総合体育館

熱戦を繰り広げ、目玉行事

のほか、新井千鶴選手と近藤

深い柔道家である上野三姉妹

で開催され、本町にゆかりの

である鮭のつかみどり大会で

亜美選手が特別講師として来

チームが参加し

は、湧別漁協の協力で３００

場した。

釧路など道内

大会には、苫小牧や札幌、

盛りあがった。そのほか多く

０１人の小中学生が出場し、

市町村から３

の行事を催し、来場者に楽し

個人戦や団体戦が繰り広げら

元気に追いかける姿に大いに

匹の鮭が用意され、小学生が

大会では、

オホーツク人間ホタテ引き

者でにぎわった。

日は好天に恵まれ沢山の来場

など天候が心配されたが、当

で開催され、前日に雨が降る

９月 日に町民憩いの広場

第

―要約掲載―

んでもらうことができた。

れた。

2019.2

9.9万円

5億2,455.5万円
４回目

30

給割合を改定するため条例の
一部改正が提案され、審議・
採決の結果、全会一致で原案

２回目

2億3,900.7万円
水道事業会計（収益的支出） ２回目

893万円
国民健康保険特別会計

3.1万円 15億

４回目

1,393.3万円 86億7,704.5万円
一般会計

臨時会
第３回

可決した。

23
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11

14

10

町長の
行政報告
3₈

23

～職員給与等の改正～
19

△99.6万円

下水道事業特別会計

平成30年11月19日開会
11

補正後予算額
補正額
補正回数
名
計
会

平成30年

平成₃₀年度各種会計補正予算

大会前日には５人の講師に

（１万円未満切捨て）

工事場所
(対象区域)

工期

請負金額

請負業者

佐呂間別川広域河川改修工事（芭露川工区）
（補正）
（繰越）

芭露
興和建設㈱
H31.03.26 2億4,192万円
(芭露漁港)
（北見市）

シブノツナイ川広域河川改修工事
（補正）
（繰越）外

川西

湧別（停）サロマ湖線外道単（公適）
舗装工事（構造改良）

東（東１線
H30.11.30
道路付近）

上社名淵上湧別線道単舗装工事（構造改良）

南兵村三区
（西１線道 H30.11.30
路付近）

佐呂間別川広域河川改修工事（芭露川工区）
２工区（補正）
（繰越）外

芭露

H31.03.20 1億4,148万円

H31.02.28

村井小泉建設㈱
（北見市）

1,382万円 遠軽舗道㈱
840万円
6,318万円

町関係工事の発注状況
工事名

よる柔道教室、大会当日には

サイン会や特産品の抽選会な

どの趣向を凝らしたイベント

工事名

により、６５０人の来場者に

道関係工事の発注状況

楽しんでもらえた。

ご協力やご協賛をいただい

た関係者の方々に感謝する。

観光４施設に係る

指定管理期間の短縮

観光施設であるファミリー

愛ランドユー、三里浜キャン

プ場、宿泊施設しらかば、緑

地等管理中央センターレイク

年度より５

27

パレスについて、共立・みや

び企業体と平成

年間の指定管理業務の協定を

締結していたが、大幅な欠損

月 日までに

31

が続き自助努力で埋めること

年

12

ができないとし、指定管理期

間を平成

短縮したいと申し出があり、

やむなく了承した。

指定管理期間を１年３ヶ月

間残すこととなるが、町民や

利用者に不便とならないよう

業務委託などを行い取り進め

る。

30

村井小泉建設㈱
（北見市）
㈱岸組
（佐呂間町）

（１万円未満切捨て）

工事場所
(対象区域)

工期

請負金額

請負業者

取水施設復旧工事

遠軽町弥生 H31.03.20 1億6,200万円 ㈱西村組

西３線道路拡幅工事（舗装）

川西

H30.11.20

1,533万円 遠軽舗道㈱

町道補修工事（植樹整備）

錦町

H30.11.20

286万円 伊藤組㈱

個別排水処理事業合併処理浄化槽設置工事（９工区）南兵村三区 H30.11.09

375万円 ㈲柴谷設備

個別排水処理事業合併処理浄化槽設置工事
（10工区）開盛

H30.11.09

330万円 ㈲長谷川熱器

個別排水処理事業合併処理浄化槽設置工事
（11工区）東

H30.12.14

488万円 ㈱カリヤ

個別排水処理事業合併処理浄化槽設置工事
（12工区）福島

H30.12.14

313万円 ㈲吉田設備工業

個別排水処理事業合併処理浄化槽設置工事
（13工区）芭露

H30.12.20

318万円 ㈱渡辺技研工業

個別排水処理事業合併処理浄化槽設置工事
（14工区）芭露

H30.12.14

306万円 ㈲井上商会

個別排水処理事業合併処理浄化槽設置工事
（15工区）南兵村二区 H30.12.14

332万円 ㈲柴谷設備

個別排水処理事業合併処理浄化槽設置工事
（16工区）開盛

H30.12.20

315万円 ㈲柴谷設備

河川補修工事（計呂地川浚渫）

計呂地

H31.02.28

1,245万円 湧別小型運送㈱

河川補修工事（志撫子川浚渫）

志撫子

H31.02.28

1,284万円 湧別小型運送㈱

住宅改修工事（開盛小学校校長住宅）

開盛

H31.02.15

1,328万円 ㈱長谷川建設

クラブハウス建替工事
（上湧別リバーサイドゴルフ場）その２

南兵村三区 H30.11.30

324万円

ゆうべつ町議会だより

㈱渡辺組
（遠軽町）
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平成₂₉年度決算

決算審査特別委員会
〜意見等を付して認定〜

年

第３回定例会で閉会中の継
続審査とされていた平成

【主な質疑応答︵要約︶】

Ａ 今までの利用人数１月に

２００から３００ぐらいの

人 数 だ っ た が 、 約 １・５ 倍

の１月４００人ぐらいの利

査で計数的に正確であると報

Ａ 経過年数が経って老朽化

あって解体したのか。

に職員として採用すべく試

ては、来年度に向けて新た

インストラクターについ

Ｑ 芭露診療所が解体された

告があったため、重複審査を

が著しいということで解体

験を行い、１名の者に内定

て、特別委員会で審査した。

避け、全委員による総体審査

したが、解体当初は跡地の

を出し４月から採用という

用となっている。

とし、関係書類の確認や理事

利用目的を定めていない。

ことで現在進んでいる状況

が、跡地に計画的な考えが

者や関係課長等から内容聴取

今後、利活用について検討

を行った。

５０万になっているが、ど

でどの金融機関を選択して

出た時には、どういう観点

Ｑ 積立金、又は余剰資金が
のくらいの方が遠軽厚生病

いるのか。

軽厚生病院で出産され、北

Ａ 約５割から６割の方が遠

金からの繰り入れ等で金融

ている。その年により各基

に一定の割合により積立し

Ａ 従前より町内の金融機関

見が３割程度、その他が１

み立てしている。

ら毎年度予算に基づいて積

機関のバランスを考えなが

トラクター１名についてど

これに関連して、インス

はどれくらいになったのか。

して１月当たりの利用人数

Ｑ トレーニング機器を導入

割程度となっている。

率を伺いたい。

院で出産され、北見との比

名分、５

である。

【出席委員】

Ｑ 出産準備金で

を進めていく。

先の監査委員による決算審

度各種会計決算認定につい

29

その後の意見交換・採決の

村川委員長、佐野副委員長、檜山委員、

山本委員、村田委員、下田委員、小形委員、

高田委員、酒井委員、上松委員

結果、全会一致で意見等を付
して認定した。
【審査日程】
日㈬

日㈭

22 21

₅₅

のような状況なのか。

意

見

一般会計

・

要

望

①徴収努力の成果が見られ

るものの、町税、町営住

宅使用料等、特別会計も

含め、収入未済額が多額

である。これらの債権の

取立手続きについては、

法令に基づく適切な対処

のもと、収入未済額の解

消に継続的な努力をされ

たい。

②工事、設計業務等に係る

執行にあたっては、関係

法令等遵守のうえ計画性

をもった事務執行に努め

られたい。

特別会計・水道事業会計

特に意見等なし。

2019.2
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月

月

11 11

会 議 の 状 況

平成30年第３回定例会（９月開会）のあとから平成30年第４回定例会（12月開会）
までの間に行った各種会議の概要（臨時会を除く）は、次のとおり。

月 日】

議会全員協議会
【第５回
●指定管理者の公募等につい

実態についてオホーツク園及

つりの実施結果についてと決

屯田七夕まつり及び産業ま

●次回の所管事務調査項目

び湧愛園の現地調査を行い、
定

日】

月

日】

議会広報編集特別委員会

【第５回

号発行

日発行の議会だより

●議会だより第

月

の編集作業

・

日】

年第３回湧別町議会

月

決算審査特別委員会

【第２回

●平成

定例会付託事件

14

2019.2

介護施設における介護職の

保健福祉課の事務調査を実施
●意見書提出要請の対応
難病医療費助成制度の改善

て
共立・みやび企業体の撤退

を求める意見書（案）の提出
に基づく協議

年度以降の各

に伴う、平成
施設の管理運営について説明

●次回の所管事務調査項目

日】

議会運営委員会

月

22

公共施設再配置実行計画に
ついてと決定

月 日】

産業文教常任委員会
【第４回

月

年第３回臨時会の運

【第９回
●平成
営

▲産業文教常任委員会（湧別高校現地調査）

年第４回定例会の運

回

議会運営を協議
【第

●平成
営

議会運営を協議

35 26

21
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26

30

を受けた

.

月 日】

総務厚生常任委員会
【第４回
●所管事務調査

▲総務厚生常任委員会（オホーツク園現地調査）

11

19

27

「介護施設における介護職の
実態」

●所管事務調査
「中高一貫教育」
中高一貫教育について湧別
高校の現地調査を行い、教育
総務課の事務調査を実施
●意見交換会での意見等

19

13

10

意見交換会での意見等の対

11
12

12

応について協議

30

10
30

11
31

11

遠軽地区広域
組合議会結果
議長、副議長、常任委員会
委員長２人が広域組合議員と

月４日開会】

年第４回議会︵定例

して出席し、
議案を審議した。
【平成
会︶

●平成 年度遠軽地区広域組
合一般会計補正予算︵第２

る個人情報の開示、訂正及び
利用の停止等を請求する権利
号︶
億５４８５万円

※１万円未満切り捨て

（原案可決）

とする補正予算が提案された

を追加し、

◇一般会計予算に３５３万円

を明らかにするため、条例の
制定が提案された
（原案可決）
●遠軽地区広域組合行政不服
審査会条例の一部改正
◇情報公開条例、個人情報保
護条例及び行政不服審査会条
●平成 年度遠軽地区広域組
合一般会計歳入歳出決算認

例の審査会を統合するため、
条例の一部改正が提案された

●一般会計継続費
◇ごみ焼却施設に係る継続費
定

億６０２万円、
歳出総額 億５８００万円の

◇歳入総額

（原案可決）
●遠軽地区広域組合火災予防

について報告された
●専決処分
◇消防法令に重大な違反のあ

※１万円未満切り捨て

され、
認定を求められた
（認定）

一般会計歳入歳出決算が提出

ラーが故障し緊急に取替工事

る防火対象物について、その

条例の一部改正

が必要となったことから専決

火災危険性を利用者に公表す

◇消防署湧別出張所のボイ

処分について承認を求められ

る制度を開始するため、条例
の一部改正が提案された（原
案可決）
●遠軽地区広域組合職員給与

11月１日㈭ 高規格幹線道路旭川・紋別自動車道早期建設促進期成会秋季要望活動（東京都）
３日㈯ 湧別町功労者表彰式典
４日㈰ 芭露小学校閉校記念碑除幕式
19日㈪ 第９回議会運営委員会、第３回議会臨時会、第5回議会全員協議会
20日㈫ 武部衆議院議員との意見交換会（東京都）
21日㈬ 町村議会議長全国大会（東京都）
決算審査特別委員会（～22日）
25日㈰ 東京湧別会定期総会（東京都）
27日㈫ 第４回総務厚生常任委員会
12月１日㈯ 日本善行会遠紋地区支部秋季善行表彰受賞者合同祝賀会（遠軽町）
４日㈫ 遠軽地区広域組合議会定例会（遠軽町）
10日㈪ 第４回産業文教常任委員会
13日㈭ 第10回議会運営委員会
20日㈭ 第４回議会定例会
１月5日㈯ 遠軽地区広域組合湧別町消防団消防出初式（消防署湧別出張所、さざ波）
11日㈮ 商工会新年交礼会
13日㈰ 湧別町成人式（さざ波）
25日㈮ 第１回議会広報編集特別委員会

20
40

39

た（承認）
●遠軽地区広域組合情報公開
条例の制定
◇公文書の公開及び情報の提

条例の一部改正
◇人事院勧告に基づく国家公

供に関して必要事項を定める
ため、条例の制定が提案され

務員の給与に準じ、職員の手

案可決）

の一部改正が提案された（原

当等を見直しするため、条例

た（原案可決）
●遠軽地区広域組合個人情報
保護条例の制定
◇遠軽地区広域組合が保有す

2019.2
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平成₃₀年₁₁月～平成₃₁年１月

議会の活動

30

29

12 30

湧別町議会会議録の閲覧ができます

町議会の会議録を閲覧することができます。ご希望の際は職員にお申し出ください。
【閲覧場所】

議会事務局（役場上湧別庁舎３階）
、湧別図書館、中湧別図書館
【会議録】

平成21年第1回臨時会から平成30年第３回臨時会（平成30年11月19日開催）まで

第

号の表紙

１月 日に芭露スケートリンクで行われたチャレンジ
スポーツスクールの﹃氷上ホッケー﹄の様子です。
名の子供達が参加し、慣れない氷の上で転

厳寒の候、冬の嵐も﹁流氷﹂も到来の時となりまし

た。冬本番です。

さて、私達議会広報編集特別委員は﹁編集後記﹂を

年４回発行の広報にそれぞれ﹁テーマ﹂を考え、記

担当していたのですが、話し合いをして﹁編集後記﹂

様々なスポーツを毎月１回行うチャレンジスポーツス

事にして﹁新風﹂を吹き込んでいきたいと考えており

ぶ子もいましたが熱い戦いを繰り広げ、冬のスポーツを

クールでは、スポーツへの興味、友達づくりを図るため

酒井

純一

副委員長

檜山

洋一

委

員

脇坂

敏夫

委

員

下田

英人

上湧別屯田市街地318番地

ＴＥＬ01586︲2︲2130⊘ＦＡＸ01586︲2︲2511

酒井純一

北海道紋別郡湧別町

委員長

〒099︲6592

いします。

発行／北海道湧別町議会

編集／議会広報編集特別委員会

多少の不安もありますがご理解のほどよろしくお願

ます。

討をして﹁広報﹂を充実させていきたいと考えており

ます。具体的な内容は決まっておりませんが十分に検

年

開催されています。

を休止することにしました。

この日は

後
記

委 員 長

この日は﹃スケート体験﹄も行われていました。

町政、まちづくりにご尽力された元議員が、平成

年

１期４年

歳）旧上湧別町で６期
日にご逝去
歳）
日にご逝去

24

30
１月から 月までの間にご逝去されました。謹んでお悔
やみ申し上げます。
・岩瀬昌俊氏（享年
平成 年８月

・北谷貞博氏（享年
平成 年 月

79

26

71
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楽しんでいました。
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