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主な内容
❶決算認定に伴う健全化判断比率は良好！
第３回定例会（９月）
❷町政を問う
議員３人が一般質問
❸青年会館の位置を変更
第２回臨時会（７月）
❹会議の状況
❺議会の活動

上手にできたかな？・・・♬
【育児学級：ぴよぴよクラス】

人と自然が輝くオホーツクのまちを目ざして

平成30年
第３回定例会

平成29年度決算認定に伴う
健全化判断比率は良好！

第３回定例会は９月25日に開会し、町長から財政の健全化判断比率などの報告
や平成29年度各会計歳入歳出決算のほか、平成30年度各会計補正予算、条例制定
などの議案等が14件提出、議員から意見書案などの議案が４件提出された。
また、３人の議員から一般質問があり、同日に閉会した。

審議
ピックアップ

比率ともに問題なし

年度決算に基づく健

健全化判断比率・資金不足

平成

全化判断比率
（実質赤字比率・

連結実質赤字比率・実質公債

公営企業の健全度がどの程度の水
準かを表すもので、資金不足比率が
経営健全化基準を超えると、経営健
全化計画を策定して健全化に取り組
まなければならない。
本町は、どの会計も資金不足が発
生していない。

費比率・将来負担比率）及び

資金不足率とは・・・

資金不足比率が、監査委員の

意見を付して報告された。

健全化判断比率とは・・・

財政の健全度がどの程度の水準か
を表すもので、４つの指標のうち１
つでも早期健全化基準を超えると、
財政健全化計画を策定して健全化に
取り組まなければならない。
本町は、いずれも基準値を超えて
いない。
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健全化判断比率
健全化判断比率

平成29年度

早期健全化基準

実質赤字比率

―

14.83%

連結実質赤字比率

―

19.83%

実質公債費比率

6.3%

将来負担比率

25.0%

―

350.0%

※赤字額がない、又は算定されない比率を「―」で表示して
いる。

資金不足比率
会計名

資金不足比率

経営健全化基準

水道事業会計

―

20.0%

簡易水道事業特別会計

―

20.0%

下水道事業特別会計

―

20.0%

※資金不足がないため、いずれも「―」で表示している。
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第35号

₂₉

年度決算を
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特別委員会に付託

監査委員の審査を経て意見

が付された各会計歳入歳出決

算が提出され、認定を求めら

れた。

審査に時間を要するため、

人の議員で構成する決

11

議長及び議会選出監査委員を

除く

算 審 査 特 別 委 員 会 を 設 置 し、

日開催の決算審査特

閉会中の継続審査を付託し

た。

※９月

村川勝彦

別委員会において正副委員

・委員長

佐野宣雄

長を決定

・副委員長
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空家等対策協議会条例を制定！
湧別町空家等対策

平成

年度補正予算の可決

一般会計ほか特別会計の補

2回目

805.7万円 10億2,267.1万円

えると、１日も早く学校の

そばへ校長に来ていただく
ことが望まれる。

教育委員会委員の

任命に同意

委員の任命に同意を求めら

れ、審議の結果、全会一致で

同意した。

Ｑ ゆうゆう厚生クリニック

の赤字補填額増加の理由

火災により罹災した開盛小学校教員住宅の改
修工事

協議会条例の可決

審議・採決の結果、全会一致

正 予 算 が そ れ ぞ れ 提 案 さ れ、

別措置法の規定に基づき、湧別
で原案可決した。

1,400万円

空家等対策の推進に関する特
町空家等対策協議会条例の制定

・芭露

喜多友美（再任）

は。

Ａ 一人当たりの診療単価が

住宅改修工事

が提案され、審議・採決の結果、
︻主な質疑応答要旨︼

※任期４年

ゆうゆう厚生クリニックの平成29年度決算に
伴う運営損失金の補助

全会一致で原案可決した。

介護保険特別会計

同意した。

・東

※任期３年

※任期３年

牧野秀昭（再任）

・上湧別屯田市街地

※任期３年

松田茂満（新任）

・中湧別東町

伊藤浩市（新任）

れ、審議の結果、全会一致で

委員の選任に同意を求めら

委員の選任に同意

固定資産評価審査委員会

低くなったことと、患者数

の 減 少 で あ る。 町 と し て、

Ｑ 今後、小中一貫教育を進
めていく中で、教員住宅の

厚生連に対し赤字圧縮に向

339.9万円 15億0,889.9万円

けて努めていただくことを

建設の考えは。

1回目

伝える。

3,768万円

空 家 対 策 協 議 会 を 立 上 げ、

国民健康保険特別会計

Ａ 小中一貫教育の絡みもあ

2億6,857.6万円 86億6,311.2万円

その中に学識の方たちも入る

3回目

るが、学校管理・運営を考

一般会計

わけだが、受付・処理等は町
が単独で行うのか、専門業者
に依頼し協力を得るのか。
空家特別措置法に準じる協
議会なので、行政が単独で行
う協議会となる。
特定空家に認定された場合
と認定されなかった場合の違
いは。
認定された場合、行政から

厚生医院運営費補助金

︻主な質疑応答要旨︼
Ｑ

Ａ

Ｑ

Ａ

所有者に対し、法律に基づき
指導を行うことができる。
※空家⇩１年以上使われていな
い家屋

マイナンバーカード等への旧姓の併記を希望
506万円 する場合に対応可とするシステム改修経費
※平成31年11月運用開始予定
社会保障・税番号制度
システム構築委託料

財政調整基金積立金（地方財政法第７条第１
1億9,900万円 項の規定により剰余金のうち１／２を下らな
い金額を積み立て）
基金積立金

（１万円未満切捨て）

一般会計補正予算の主な内容

容
内
補正額
事 業 名

2018.11

3₀

補正後予算額
補正額
補正回数
会 計 名
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特定空家⇩倒壊の恐れのある
家屋、景観を損なう家屋

平成3₀年度各種会計補正予算

一致となった議案等

―要約掲載―

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】

３回目の補正で、２億6,₈5₇万円追加して歳入歳出予算の総額を₈6億6,311万円とする
もの。

２回目の補正で、₈05万円追加して歳入歳出予算の総額を10億2,26₇万円とするもの。

３回目の補正で、特定環境保全公共下水道事業の地方債限度額を1,210万円を追加し
て4,040万円とするもの。

原案可決
平成3₀年度湧別町下水道事業会計補正予算

原案可決
平成3₀年度湧別町介護保険特別会計補正予算

原案可決
平成3₀年度湧別町国民健康保険特別会計補正予算

原案可決
平成3₀年度湧別町一般会計補正予算

日まで臨時休

安全確保等ができないことか
ら、６日から

校とし、保育所は基本的には

休所扱いとしながら、働いて

いる保護者に配慮し受け入れ
を行った。

地震による人的災害・建物災

本町での観測は震度２であり、

部を震源とする地震は、幸い

９月６日に発生した胆振東

この経験を教訓として、より

かげと感謝し、町においても、

の皆様のご理解とご協力のお

業者、多くの関係機関、団体

かったのは、町内外の民間事

が発表され、来年度の湧別高

以降の公立高等学校配置計画

教育委員会において、来年度

維持の要請を行った。

海道教育委員会に対し２間口

の運営状況

最終決算では、総収益１億

５７０万６０００円、総費用

4
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第35号

ゆうべつ町議会だより

水道施設は、上水道施設６

箇所・下水道施設８箇所に発

電機を設置して、ポンプに必

要な電力を確保し、水道水の
安定供給を図った。

この度の未曾有の大停電に

害はなかったが、地震発生直

いっそう自主防災組織の普及

校の募集間口が２間口を維持

おいて、大きな被害にならな

後から、北海道全域となる停

及び活動への支援を実施して

されることが決定した。

２間口確保の決定

ＪＡ北海道厚生連から、ゆ

年度入学者数が

年度運営状況報告があった。

うゆう厚生クリニックの平成

名

その後、９月４日に北海道

電が発生し、町内でも全戸で

いきたいと考えている。
町では災害対策本部を設置し、

平成

停電となった。これを受け、

▲来年度の募集間口が2間口と決定（湧別高校）

ゆうゆう厚生クリニック

町内４箇所に自主避難所を開
設するとともに、発電機を設
置し住民への電源供給を行っ
た。避難所への避難者数は延

となり、学級数も１学級と

集間口が１学級に減る可能性

べ８人で、携帯電話の充電に
また、全ての小中学校を信

なったことから、来年度の募

3₈
延べ５１１人が訪れた。

30

があったため、７月 日に北

29

平成₂₉年度湧別町水道事業会計決算認定について

10

北海道湧別高等学校

発生に伴う停電

「北海道胆振東部地震」

町長の
行政報告
号機の停止により通学路での

25

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】

定

１回目の補正で、339万円を追加して歳入歳出予算の総額を15億₈₈9万円とするもの。

補正予算

決算審査
特別委員
会 付 託
決算審査
特別委員
会 付 託
認

健全化判断比率・資金不足比率について

地方公共団体の財政の健全化に関する法律に基づき報告されたもの。

告
報

平成30年
第３回定例会

審議結果一覧

報告のほか、全会

Result of Deliberations
条

例

湧別町空家等対策協議会条例の制定について

空家等対策の推進に関する特別措置法に基づき、空家等対策協議会を設置するため、
制定するもの。

教育委員会委員の任命について
人

事

平成30年11月30日をもって任期満了となるため、後任の委員を任命するもの。

固定資産評価審査委員会委員の選任について【３件】

平成30年11月24日をもって任期満了となるため、後任の委員を選任するもの。

そ の 他

議会提出

取水施設復旧工事請負契約の締結について

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
「これからの高校づくりに関する指針」を見直し、機械的な高校統廃合を行
わないことを求める意見書
「国の責任による35人以下学級の前進」を求める意見書
閉会中の所管事務調査等の申し出
総務厚生常任委員会 介護施設における介護職の実態について
産業文教常任委員会 中高一貫教育について
議 会 運 営 委 員 会 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

意

同

意

原案可決
原案可決
原案可決
承

認

工事場所
（対象区域）

工期

請負金額

請負業者

農地整備事業 畑地帯（営農用水）旭富美２期他
１地区11工区工事

旭

H31.01.30 4,708万円

荏原商事㈱
（札幌市）

海岸保全事業

東

H30.11.30 6,858万円

㈱渡辺組
（遠軽町）

富美

H30.12.20 5,130万円 ㈱西村組

農地整備事業
工事

東地区第61工区工事
湧別地区第61工区工事

畑地帯（支援）第２兵村地区１工区 南兵村三区・
H30.11.20 2,311万円 遠軽舗道㈱
北兵村一区

※入札日順

5
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１億４３３９万４０００円と

（１万円未満切捨て）

工事名

草地畜産基盤整備事業

なり、損失額３７６８万８０

００円を補助金として補正予

算に計上させていただく。

また、利用患者数は年間８

４７０人、そのうち町民は８

１５４人（上湧別地区４６０

９人、湧別地区３５４５人）

道関係工事の発注状況

で ・３％を占めており、一

日平均の利用者が 人で、一

昨年度より１人減少している。

教員住宅の火災発生

８月６日に開盛小学校教員

住宅で火災が発生した。出火

原因は熱交換型換気扇の中に

ハチが入り、駆除するためス

プレー式殺虫剤を噴霧、さら

に換気扇の電源を入れたとこ

ろスプレーガスに引火し換気

扇が燃え、消防により鎮火し

たが、屋根裏全体まで火が回

り居住は使用不可能な状態と

なった。

なお、罹災した住宅は学校

管理上重要と考え、改修工事

を行い、その費用は補正予算

に計上させていただく。

46

同

原案可決

取水施設復旧工事を株式会社西村組と、１億6,200万円で締結するもの。

96

原案可決

2018.11

町関係工事の発注状況

（１万円未満切捨て）

工事場所
（対象区域）

工事名

工期

請負金額

請負業者

特定環境保全公共下水道汚水管渠実施設計業務委託 中湧別北町

H31.02.28

524万円

㈱中神土木設計
事務所（北見市）

建物塗装工事（あやめ団地）

栄町

H30.11.10

572万円

㈲ナカノ塗工
（遠軽町）

公営住宅建設事業実施設計業務委託（花園団地）

中湧別北町

H31.02.28 1,036万円

川西地区簡易水道事業配水管設置工事（２工区）

旭

H31.02.28 4,590万円 ㈱西村組

終末処理場監視制御設備更新工事

曙町

H31.03.15 4,730万円 ㈱カリヤ

町道補修工事（東１丁目道路）

港町・曙町

H30.11.10 1,598万円 湧別小型運送㈱

町道補修工事（リラ街道植樹帯）

錦町

H30.10.31

集落排水管渠移設工事

登栄床

H30.11.30 1,620万円 ㈲吉田設備工業

町道補修工事（旭西４線道路）

旭

H30.10.30

583万円 伊藤組㈱

町道補修工事（道路付属施設）

町内

H30.11.20

414万円 森谷産業㈱

㈱日本工房
（札幌市）

367万円 伊藤組㈱

※入札日順
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意見書を国と道へ提出

指針」を見直し、高校におけ

村田議員ほか５人の賛成者から、３件の意見書が提出され、

●林業・木材産業の成長産業

る機械的な統廃合を行わない

ゆうべつ町議会だより

審議・採決の結果、全会一致で原案可決された。

化に向けた施策の充実・強

ことを求める意見書

人以下

化を求める意見書

森林資源の循環利用による

●「国の責任による

学級の前進」を求める意見

林業・木材産業の成長産業化

実現に向けて、森林整備事業

書

一人ひとりゆきとどいた教

及び治山事業等を活用し地域

の林野関連施策への支援の充

実と強化などを求める意見書
育を保障するため、地方に負

以下学級の前進と、実現に向

人

●「これからの高校づくりに

け教職員定数の改善を強く求

担をさせずに国の責任で

関する指針」を見直し、機

なお、本意見書は、衆議院、

める意見書

地域の高校が機能を果たし

参議院、ほか政府関係機関に

械的な高校統廃合を行わな

子供の学ぶ権利を保障するよ

それぞれ提出した。

いことを求める意見書

うに、北海道教育委員会の「こ

れからの高校づくりに関する

35
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平成30年９月開会の第３回定例会において、３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）

それぞれの立場での対
策が必要！

９月６日に発生した地震に

今回の停電を教訓に、長期

化する場合に町として最大限

何ができ、何をすべきか現在

検証中であるが、住民・行政・

地域それぞれの立場での対策

が必要だと認識した。

︻再質問︼

電気の回復が遅くなった地

域の住民から疑問視する方が

数多くいると聞く。再度、北

電に対し一斉に通電を願うと

強く要請を願いたい。

であるため、見直しと改善策

が一斉に通電されるのが理想

いるとの理由だが、町内全域

たものであり、本町だけを完

今回の停電は道内全域で起き

９系統あり、北電としては、

本町は、電気供給ルートが

湧別町を早く通電してくれ

地域もあり、北海道電力に早

を北電に申し入れ願いたい。

全復旧することは難しく、他

という要請も大事だと思うが、

電に問い合わせたところ、電

また、一般家庭における自

また、本町としての、地震

市町村も同様であり、病院等

それ以前に、今回のような全

家発電機購入に対する補助の

災害による影響と課題はある

がある系統を優先し、
上湧別、

要請が優先ではないかと考え

らないよう検証をしてもらう

︻再答弁︼

考えはあるか。

のか。

時間以上を要

道規模で大規模な停電が起こ
こととなった。
復旧までに

電状態が続くのか先が見えな

ラインの電気が、いつまで停

町民の生活に重要なライフ

団体に協力いただいたことに

対応について、各関係機関や

町内全域で起きた停電に係る

に大きな影響を及ぼしたが、

発電機の補助は考えていない。

また、今のところ、一般の

る。

かったこと、また、停電によ

感謝する。

し、町民の暮らし、企業活動

り電話が使用できなくなった

石田町長

中湧別の一部を先に優先する

期復旧を強く申し入れた。

▲避難所に設置された発電機と投光機

気系統ルートが複雑になって

長時間に渡り停電が続き、北

町内で一部地域が他よりも

受けた。

特に産業活動が大きな打撃を

が困難に陥った町民が数多く、

ンフラが寸断され、日常生活

起き、長時間におよび生活イ

より全道でブラックアウトが

胆振東部地震の影響

Ａ

高田議員

地震災害による影響、
課題は

高田 議員

2018.11
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40

Ｑ

養成講座を毎年開催し
ていく

知症サポーター養成講座」を
受講することになっており、
受講希望者は最寄りの市町村
へ問い合わせ下さいと告知さ
れているが、本町の今後の取
組についてどう考えているの
か。

石田町長
地域包括支援センターが主
体となり、
毎年、
認知症サポー
ター養成講座を開催しており、

認知症は誰もが関わる可能

別に養成講座を行い、認知症

などの団体から依頼を受け個

その他に老人クラブ、自治会

性のある身近な病気で、厚生

今後も、認知症サポーター

を正しく理解してもらってい

み慣れた地域で自分らしく暮

養成講座を毎年開催し、認知

労働省は認知症の人の意思が

らし続ける社会の実現を目指

症高齢者等にやさしい地域づ

る。

すため、新しいオレンジプラ

くりを推進していくため、ひ

尊重され、より良い環境で住

ンを策定し、施策の中で認知

とりでも多く認知症サポー
ターを養成したいと考えてい

症サポーターの養成を進める
とある。

る。

町にある福祉施設は社会福

祉法人であるので、法人の考

え方もあると思うが、高齢の

入所者が安心して暮らせる環

境にするため、町内に３施設

ある福祉施設のうち２施設で

非常用発電設備が対応されて

いないが、早期に対策をする

のか考え深いものがあり、災

湧別町には大災害が起きない

突然起きるものだと痛感し、

予期して起こるものではなく

が大きくなっている。災害は

よる大雨、大水害と年々被害

現在、国内では異常気象に

村川議員

湖水の杜は、非常用発電設備

ないことから２台を貸与し、

湧愛園においては、発電機が

足が生じ、
本町の発電機１台、

施設所有の発電機では電力不

けた。湧別オホーツク園では、

内にある福祉施設も影響を受

今回の停電時において、町

石田町長

考えはあるか。

害のための対策は万全なのか

があった為、貸与していない。

者である福祉施設は、水道が

と聞いており、特に１番の弱

次産業・加工業で大変だった

今回の停電では、町民・一

施設入所者が安心して暮ら

ることができ安心している。

り、大きな被害もなく乗り切

員のご尽力や迅速な対応によ

い停電ではあったが、施設職

過去に経験のない非常に長

止まらなかったことが幸いで

今回のような大規模停電時に

せる環境づくりは大事であり、

と思われる。

再度総点検をする必要がある

村川 議員

あるが、入所者・職員につい

ては大変だったと思う。

8
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認知症サポーター

Ａ

高田議員

サポーター養成につい
て今後の取組は
サポーターになるには、「認

Ａ

運営主体の社会福祉法
人と検討していく
早期に対策を講じるべ
きと考える

Ｑ

Ｑ

災害に対する介護施設の非常用発電設備の設置

おける対応等について、運営
主体である社会福祉法人と検
討する考えでいる。

︻再答弁︼
設置者の社会福祉法人と話
し合いを進め、町として何が
できるか検討していく考えで

施設には動けない老人たちが

ことの認識をしっかり持って、

で起きるかわからないという

災害というのはいつ、どこ

ことが一番重要であり、そう

を持ち、災害に対応していく

と町民個人の方々と同じ認識

部分については、地域と行政

今回の停電に限らず防災の

いる。

大勢入所している。大変な費
いう取り組みを強めていかな

︻再質問︼

用だと思うがお金がかかって
ければならい。

下田議員

諸般の事情を理由に退けら

︻再質問︼

クゴルフ場の利用者も前年度

れ続けても再整備の訴えを続

災害で廃止となり、芭露パー

％増となり、パークゴル

フ協会としても増設への熱い

声をどのように受け止めてい

ける湧別パークゴルフ協会の

の

思いは変わらず待ち続け活動、

るのか。

が大きく、国

にかかる費用

補助金で整備することができ

造成費の４分の３が国と道の

を造成されたもので、当時は

湧別川河川

を有効に活用いただくことと

基本的な考えは、既存施設

用していただきたい。

成ではなく現在ある施設を活

利用可能と判断し、新たな造

いる。町内にある施設で十分

協議を経ての話だと理解して

パークゴルフ協会と十分な

︻再答弁︼

努力をしている。

今後、芭露パークゴルフ場

のコース増設について考えは
あるのか。

阿部教育長

芭露パークゴルフ場は、平

ホール

や道からの高

たが、現在は高率な補助制度

年に２コース計

率な補助がな

がないことや、大きな大会等

成

いことで見送

は五鹿山パークゴルフ場を利

緑地公園パー

しており、現段階でのコース

用すようお願いしている。

クゴルフ場が

増設の考えはない。

る。

りになってい

いるが、造成

50

度重なる台風

▲２コース・計₁₈ホールの芭露パークゴルフ場

1₈

も講じるべきと考え、思い

現段階でのコース増設
の考えはない

15

下田 議員

湧別パークゴルフ協会より

Ａ

コース増設の要望が出されて

コースの増設の考えは

芭露パークゴルフ場コースの増設
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9

Ｑ

切った対策を社会福祉法人と
検討を。

▲施設等に貸与した発電機

現段階では改修する計画
はない

ツクコースの拡幅と斜度の変
化を小さくすることを提案す
る。ねじれ・緩急の変化のな
い一枚バーンは基本滑走の習
得に最適で、コースの拡幅は
危険回避やストレスのない安
心安全な滑走に効果が期待で
きる。パークゴルフ場の一部
が閉鎖されたことからコース
の手直しについて考えはある
か。

◀子供から大人まで利用される
五鹿山スキー場

る改修を行って以来、協会は
もとより利用者や学校からの
要望・苦情等もなく現在に

阿部教育長
五鹿山スキー場は、今年で

至っている。
施する計画はないが、将来的

コースの改修は現段階で実

年目となり、子供から大人

まで利用できる町民スキー場

五鹿山スキー場は、雄大な
オホーツク海、サロマ湖を望

として利用されている。

必要性等の総合的に判断しな

な改修に向けては、緊急性・
の要望により、ゴールデン

ければならないと考えている。

年にスキー協会から

小規模なスキー場の魅力づ

コースとシルバーコース間の

平成

くりのため、ゴールデンコー

林を伐採し、コース幅を広げ

である。

スのねじれを解消し、オホー

10

10
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五鹿山スキー場コース改修

Ａ

下田議員

コース手直しの考えは
む素晴らしい景観で大変好評

33

Ｑ

次の議会定例会は、12月中旬を

予定！

主な内容は、議案審議と一般質問です。

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。

平成30年７月30日開会

和解及び損害賠償
の額の決定

平成 年度
補正予算を可決

︻主な質疑応答要旨︼

既設管についての取り

◇下水道事業特別会計
Ｑ

扱いはどうするのか。

青年会館の位置
変更を可決

青年会館の位置を「上湧別

町」に変更するための条例の

一般会計ほか特別会計の補
正予算がそれぞれ提案され、

いため、埋め殺しという

一部改正が提案され、審議・

年６月に発生した町

公用車による物損事故の和解

審議・採決の結果、全会一致

形になる。

屯田市街地」から「中湧別南

及び損害賠償額が提案され、
で原案可決した。

採決の結果、全会一致で原案

取り除くことができな

審議・採決の結果、全会一致
◇一般会計

Ａ

で原案可決した。

可決した。
億９４５３万６

・１８０８万２０００円を追
加し、総額

新たに使うにあたり、

青年団体協議会から修繕

等の依頼は無いのか。

ターは今後どうのように

また、旧寒地園芸セン
◇下水道事業特別会計

いる。

算措置をして行く考えで

来年度に向け解体等の予

旧寒地園芸センターは、

繕の必要はない。

箇所の確認をしたが、修

青年団体協議会と修繕

使うのか。
額５億２４４５万６０００円
とした。
主な内容な、次のとおり。
◎漁業集落排水管渠
移設工事費１７００万円

Ａ

・１７００万円を追加し、総

１７００万円

︻主な質疑応答要旨︼

で行く。

の意識高揚に向け取組ん

Ａ 内部的に検討し、職員

る。

町長から強く指導してい

し、その都度、町長、副

Ａ 毎月、課長会議を開催

るのか。

員に対し訓示等をしてい

く出ていると思うが、職

◎下水道事業特別会計繰出金

分

Ｑ

処

漁業集落排水管渠移設工事に

決

年６月に発生した町

◇損害賠償額

等の報告があった。

公用車による物損事故の和解

平成

︻和 解 及 び 損 害 賠 償
の額の決定︼

専

︻主な質疑応答要旨︼

主な内容な、次のとおり。

０００円とした。

₈3

開会し、町長から議案等５件

万８０４０円

◇損害賠償額

平成

3₀

係る繰り出し

30
Ｑ 最近、職員の事故が多

日に

30

が提出され、審議した。

第２回臨時会が７月

～青年会館の位置を変更～
30

臨時会
第２回
１万６１２７円
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平成30年
30

第 回サロマ湖１００㎞
ウルトラマラソン

７月の大雨による上湧別リバー
サイドゴルフ場被害状況

地方創生イノベーションスクー
ル２０３０第２期への参加
ＯＥＣＤ（経済協力開発機
構）と文部科学省の協力のも

７月３日から５日にかけて、
前線の停滞及び台風７号から
と、 世紀型に求められる資

請負業者
請負金額

12
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変わった低気圧の影響により、

質・能力を涵養する新しい学
地域課題の解決に取組む地方

北海道内各地で激しい雨が
本町の降雨は少ないもので

創生モデルの創出を目指し、

びのモデルの開発と中高生が

あったが、湧別川上流で大雨

新たに第２期の募集が行われ

降った。

となり、湧別川の水位が上昇

参加が認められた。
２０１８年８月からの２年

したため、ゴルフ場コース内
まで流入した。一昨年ほどの

間実施され、湧別高校を実践

H30.12.20 1億4,472万円 ㈱早水組（網走市）

網走地区（芭露漁港）水産物供給基盤機能
芭露（芭露漁港）
保全工事

4,744万円 ㈱西村組

網走地区（浜佐呂間漁港外）水産物供給基
登栄床
（登栄床漁港）H31.03.20
盤機能保全工事

8,856万円 鐘ヶ江建設㈱
（北見市）
H31.01.30
緑蔭中湧別（停）線（交）防雪工事（防雪
旭
柵）（補正）（繰越）

番

被害はなかったものの、

校とし国際交流を基盤に地域

６月 日に開催され、１０
ホールの洗掘が進み、作業路

上げ、湧別高校生徒とニュー

０㎞に３３１０人が出場し、
した。

課題解決プロジェクトを立ち

℃と肌寒く、

ジーランド・ダーフィールド
ハイスクール生徒との協働・
交流による実践活動を通じ課
題解決に向け取り組みを行っ
ていく。
この事業を通じて他の実践
校の情報収集を行うと共に、
道内唯一の実践校となること
から、湧別高校の魅力化に向
けた取り組みへつなげていき
たいと考えている。

（１万円未満切捨て）

道関係工事の発注状況

21

とティグランドの一部が流出

た。
朝の気温が
スタート時の天候が急変し強

人のう

・６％

風に加え雨が打ち付ける厳し
い条件の中、完走率
となり、町内出場者
ち 人が完走した。
今年も幸い大きな事故もな
く無事競技を終えることがで
き、ご協力いただいた地元ボ
ランティア、湧別高校や湧別
中学校、各関係者の皆様の温
かいご理解とご支援によるも
のと感謝する。

▲湧別川により洗掘された₁₄番ホール

２４０２人がゴールを果たし

24

大同（遠軽町）
・藤共
（興部町）
・大栄（紋
2億736万円
別市）経常建設共同
企業体

北兵村一区、
上湧別屯田市街地、 H31.03.08
南兵村三区

農地整備事業
畑地帯（支援）第２兵村地区61工区工事

13

工期

―要約掲載―
21 ₇2

工事場所
（対象区域）
工事名

14

町長の
行政報告
33

13

農地整備事業
畑地帯（営農用水）旭富美２期地区１工区 旭
工事

北方（紋別市）
・坂本
H31.01.30 1億2,636万円 （佐呂間町）経常建
設共同企業体

農地整備事業
畑地帯（営農用水）旭富美１期他１地区 旭、富美、上富美
71工区工事

日東（雄武町）
・遠軽
H31.01.10 1億5,228万円 舗道 経常建設共同
企業体

※入札日順

町関係工事の発注状況

（１万円未満切捨て）

工事場所
（対象区域）

工事名

工期

請負金額

請負業者

公営住宅新築工事（すみれ団地）

上湧別屯田市街地

H30.11.30

8,294万円 ㈱長谷川建設

芭露小学校校舎解体工事

芭露

H30.11.30

9,450万円 ㈱西村組

建物塗装工事（開盛住民センター）

開盛

H30.09.20

712万円 工藤塗装店

屋根改修工事（北町会館）

中湧別北町

H30.09.30

432万円 ㈱鈴木板金店

町道側溝清掃業務委託

町内

H30.10.10

1,976万円 湧別小型運送㈱

量水器修繕その１

湧別地区

H30.10.31

523万円 ㈱カリヤ

量水器修繕その２

湧別地区

H30.10.31

556万円 ㈱渡辺技研工業

量水器修繕その３

上湧別地区

H30.10.31

637万円 ㈲柴谷設備

量水器修繕その４

上湧別地区

H30.10.31

470万円 ㈲高柳設備

川西地区簡易水道事業配水管設置工事
（１工区）

富美・旭

H30.11.30

2,025万円 ㈱西村組

西３線道路拡幅工事

川西

H30.10.30

3,531万円 ㈱中川組

個別排水処理事業合併処理浄化槽設置工事
南兵村三区
（２工区）

H30.11.30

3,596万円 ㈲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
南兵村一区
（３工区）

H30.08.24

414万円 ㈲長谷川熱器

遊具補修工事（グレートポセイドン）

志撫子

H30.11.30

853万円 泉陽興業㈱（大阪市）

町道補修工事（中湧別西２条道路外）

中湧別中町・
北兵村一区

H30.09.20

615万円 森谷産業㈱

上湧別斎場火葬炉等修繕

上湧別屯田市街地

H30.10.30

318万円 ㈱炉研（秋田市）

中湧別中西５条道路支線改良舗装工事

中湧別南町

H30.10.30

2,322万円 湧別小型運送㈱

外壁改修工事（上湧別団地エントランス
上湧別屯田市街地
ホール）

H30.10.20

749万円 ㈲富田建設

東山浄水場逆洗ポンプ取替工事

上湧別屯田市街地

H31.01.31

642万円 ㈲高柳設備

第１配水池テレメータ取替工事

芭露

H31.01.31

748万円 ㈱カリヤ

第１配水池水質計器取替工事

芭露

H30.12.10

307万円 ㈲吉田設備工業

終末処理場処理水給水配管修繕

曙町

H30.11.30

264万円 ㈱カリヤ

個別排水処理事業合併処理浄化槽設置工事
川西・東
（４工区）

H30.09.28

614万円 ㈲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
芭露・西芭露
（５工区）

H30.09.28

604万円 ㈱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
南兵村一区・開盛
（６工区）

H30.09.28

654万円 ㈲井上商会

個別排水処理事業合併処理浄化槽設置工事
開盛
（７工区）

H30.08.31

613万円 ㈲柴谷設備

個別排水処理事業合併処理浄化槽設置工事
富美
（８工区）

H30.09.28

881万円 ㈲井上商会

町道補修工事（舗装その１）

町内

H30.09.10

324万円 遠軽舗道㈱

橋梁補修工事

北兵村一区・芭露

H30.12.20

河川補修工事（本間沢川）

芭露

H30.09.10

367万円 ㈱渡辺技研工業

登栄床排水処理場真空ポンプ修繕

登栄床

H31.01.31

474万円 ㈲吉田設備工業

防災情報伝達施設修繕

町内

H30.10.31

320万円 ワイコム㈱（札幌市）

※入札日順
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1,695万円 ㈱中川組

会 議 の 状 況

平成30年第２回定例会（６月開会）のあとから平成30年第３回定例会（９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。

９月

日】

議会全員協議会
【第４回
●公共施設再配置実行計画案
計画の概要、計画策定基本

●事業説明
湧別町空家等対策協議会条
例の制定について企画財政課
より説明を受けた
●次回の所管事務調査項目
介護施設における介護職の
実態についてと決定

産業文教常任委員会
結果」

「チューリップフェアの実施
【第３回 ９月４日】

求める意見書（案）の提出に

基づく協議

●次回の所管事務調査項目

中高一貫教育と決定

日】

年第２回臨時会の運

７月

議会運営委員会

【第７回

●平成

営

日】

年第３回定例会の運

９月

議会運営を協議

【第８回

チューリップフェアの実施

結果のほか、入園者の推移や

●平成

●所管事務調査

分析など商工観光課の事務調

「五鹿山パークゴルフ場の維
持管理」

査を実施

議会運営を協議

営

五鹿山パークゴルフ場の現
地調査を行い、維持管理の概

●意見書提出要請の対応

林業・木材産業の成長産業

号発行
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方針、施設分野別実行計画に
ついて説明を受けた
●上湧別保育所について
上湧別保育所建替工事に関
わる実施設計の予算について
説明を受けた

総務厚生常任委員会
日】

要などについて社会教育課か

８月

●所管事務調査

ら説明を受けた

【第３回

「職員の定員管理計画」
職員の定員管理化計画の概

を求める意見書（案）、
「これ

日】

議会広報編集特別委員会
維持管理」

からの高校づくりに関する指

【第４回

化に向けた施策の充実・強化
ファミリー愛ランドユーの

針」を見直し、機械的な高校

●議会だより第

「ファミリー愛ランドユーの

現地調査を行い、維持管理の

統廃合を行わないことを求め

日発行の議会だより

７月
概要などについて商工観光課

８月

の編集作業

24

要、経過等について総務課の
事務調査を実施

30

30

る意見書（案）、「国の責任に

人以下学級の前進」を

30

18

34 30

▲産業文教常任委員会（ファミリー愛ランドユー）

から説明を受けた

よる

35

25
29

視
察

月２日に工事等の進捗状

況における調査を現地におい

て実施しました。

10

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

年第３回議会︵臨時

して出席し、
議案を審議した。

【平成

︻視察の調査箇所︼

●ゴミ焼却施設

会︶８月８日開会】

●工事請負契約の締結

●上湧別リバーサイドゴルフ

15

◇ごみ焼却施設（旧遠軽町清

８日㈬
1₈日㈯
21日㈫
23日㈭
29日㈬
30日㈭
９月２日㈰
４日㈫
５日㈬
11日㈫
12日㈬
13日㈭
14日㈮
16日㈰
1₈日㈫
23日㈰
25日㈫
30日㈰
10月６日㈯
９日㈫
14日㈰
1₈日㈭
24日㈬
26日㈮

場クラブハウス建替工事

●すみれ団地建替工事

８月２日㈭
５日㈰

掃センター）解体工事

・契約金額

２億８９７６万４０００円

・契約の相手

渡辺・西村・高橋

特定建設工事共同企業体

（原案可決）

議会の活動

30

平成₃₀年８月～平成₃₀年₁₀月

特定非営利活動法人設立総会
北海道150年記念式典（札幌市）
札幌湧別会ふるさと訪問バスツアー歓迎会
遠軽地区広域組合議会臨時会、第25普通科連隊長歓迎会（遠軽町）
湧別町戦没者・機雷殉難者追悼式
議会広報研修会（～22日 札幌市）
第９回湧別町議会議長杯ゲートボール大会
第３回総務厚生常任委員会
網走地方森林・林業・林産業活性化促進議員連盟連絡会役員会・定期総会・研修会（北見市）
武部勤氏旭日大綬章受章祝賀会（北見市）
第３回産業文教常任委員会
第34回湧別原野オホーツククロスカントリースキー大会実行委員会総会
湧別町敬老会（ＴＯＭ）
湧別町敬老会（さざ波）
湧別オホーツク園敬老会
湖水の杜敬老会
第９回湧別町議会議長杯パークゴルフ大会
第８回議会運営委員会
第3₈回湧別町産業まつり
第３回議会定例会、第４回議会全員協議会
ニュージーランド・セルウィン町訪問団歓迎夕食会
湧別町少年柔道大会「上野カップ201₈」柔道教室・競技会（～７日）
遠紋地区市町村議会議長会道内行政調査（～11日 留萌市、札幌市）
湧別町消防団秋季消防演習
湧別町老人クラブ交換会
オホーツク圏活性化期成会秋季要望活動（～25日 札幌市）
第５回議会広報編集特別委員会
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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２回臨時会（平成30年７月30日開催）まで

委

員

下田

英人

上湧別屯田市街地31₈番地

ＴＥＬ015₈6︲2︲2130⊘ＦＡＸ015₈6︲2︲2511

下田英人

北海道紋別郡湧別町

委員

〒099︲6592

号の表紙

敏夫

第

今年９月の胆振東部地震では、道内全域で停電に見

まわれ、あらためて電気の大切さと災害における重要

脇坂

日に中湧別子育て支援センターで行われた﹃ぴ

員

月

さを痛感させられました。この停電が１、２月の厳寒

委

よぴよクラスの育児学級（０歳児）﹄の様子です。

期だったらどうだったでしょうか。また、道民にとっ

洋一

この日は７名の乳幼児とお母さんが集まりました。乳

て暴風雨などもごく身近にある災害です。冬の準備と

檜山

幼児たちは、上着を脱ぐとお母さんから離れ、滑り台や

副委員長

おもちゃなどで元気いっぱい遊びながら楽しい時間を過

年目を迎える節目

さて、来年は平成から新しい年号に変わる時代の転

一緒に、今一度防災グッズの点検も必要ですね。

純一

ごし、最後にシールをもらって終了しました。

換期でもあり、湧別町においても

酒井

毎週、中湧別地区と湧別地区で各１回行われている育

新たな歩みの第２章に思いを馳せ、町民の皆様の声

の年になります。

に応える活動を通じ、「議会だより」のなかで少しで

も解りやすくお知らせする努力をしてまいります。引

委 員 長

児学級に、約１時間半という短い時間ですが、親子で参
加してみてはいかがでしょうか。

10

き続き皆様のご意見、町の声を寄せていただきますよ

うお願いいたします。

編集／議会広報編集特別委員会
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後
記

結びに、この地震により被災された皆様に、謹んで

発行／北海道湧別町議会

お見舞いと、１日も早い復興をお祈り申し上げます。

201₈（平成30）年11月26日発行
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