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発行／北海道湧別町議会

主な内容
❶町民との意見交換会
❷第２回定例会（６月）
❸町政を問う
❹第１回臨時会（５月）

かけ声合わせてみんなで跳んだよ！
（屯田七夕まつり：子供会対抗長縄跳び）

町長の給与を減額！
❺会議の状況
❻議員研修・沼田町議会視察

人と自然が輝くオホーツクのまちを目ざして

町民との意見交換会を開催！
６月に５回目となる議会意見交換会を町内２会場で開催したところ、延べ37人の皆様にご参
加いただきました。
議会の活動状況や審議内容の報告や質疑応答、そして「湧別高校の魅力化」をテーマとした
意見交換を内容におよそ２時間にわたり実施したところです。
各会場では、議会に対するご質問やご意見のほか、テーマに沿った湧別高校の魅力に対する
ご意見ご提案が多く寄せられました。これらを今後の議会活動に反映させていただきます。

開催状況
６月１日㈮

18：30〜20：30

文化センターＴＯＭ

議員：８人

住民：16人

６月５日㈫

18：30〜20：50

文化センターさざ波

議員：８人

住民：21人

テーマ「湧別高校の魅力化」に対する主なご意見・ご提案
（町

民） 町づくりが進まなければ湧別高校の魅力は難しいのではないか。
現在、置かれている状況だとか父兄の方、周りの方がいろいろな知恵を出し合って行動しなけれ
ば難しいと思う。

（町

民） 授業料や教科書代が助成されるのは、親は嬉しいが子供には直接関係無く、全部大人目線なのか
なと思う。最終的に進路を判断するのは子供なので、もっと子供に魅力をアピールしてもらえる
機会を増やしてもらいたい。

（町

民） 来年も１間口だと湧別高校が無くなってしまうかもしれない。少なくても中学校卒業生の６割が
行くような学校であれば２間口は確保できるわけで、そこを町民が皆で一番共通に認識していか
なければならない。他町から来て人口を増やすのも良いが、どんなに増えても町民が地元の学校
を第１に選択肢する意識をもたないと話にならない。
（町

民） 若い世代をいかにこの町に根付かせ、この町で子供を育てる環境を考えなく
ては、将来の展望がもてなく暗い町となる。

（町

民） 子供２人を湧別高校に入学させた。進路・就職相談を生徒一人ひとりに対し
て親身に対処してくださり、小さい学校だからこそできる魅力ある素晴らし
い学校である。大きな高校が良いわけではない。

（町

民） 学校給食を取入れてみてはどうか。

・・・？

（町

民） 主体性が行政なのか保護者が持つのかチグハグで、一体化する「オール湧別」が必要である。
湧別高校は勉強しなくても良いという風調があり、中高一貫教育の見直しが必要ではないか。

（町

民） テーマの魅力化が漠然としている。まずは２間口にする方法をテーマに絞って議論するべき。
授業で産業体験等をつくるのも魅力ではないか。

（町

民） 他町からの生徒を集めるための下宿や食事処等が湧別町に条件が整っていない。
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湧別高校教諭から「湧別高校の現状」について
◎
◎
◎

全校生徒は、１年生38名、２年生42名、３年生35名の115名。
進路の割合は、進学希望・就職希望が大体半々くらいで推移している。
沢山の大学から指定校推薦をいただいており、道内の有名大学では北海学園大学・
北星短大・武蔵短大、この管内では東京農業大学からいただいている。
◎ 町からは多大なる支援をいただいており、その中で昨年から40台のタブレットを購入していただいた。
インターネットで学習できるスタディサプリを導入し、通信配信された講義を自学で受けられ、夜勉強と
いう部活動が終わった時間帯で頑張っている。
◎ 部活動数は少ないが、全道大会に出場するなど頑張って活動している。
（女子バレーボール部・陸上部・
ラクビー部）
◎ 生徒会が中心となって企画したリーダー研修を始め、町の行事にも参加させていただいている。

その他の主なご意見・ご質問
（町
（議

民）
会）

（町

民） 教育アドバイザー設置条例を廃止する条例の採決を否決と、一部を改正する
条例を原案可決とあるがどちらが正しいのか。
会） 条例でなければ議会で議論はできないことから廃止案は否決し、その後に条
例を残し、内部的な一部を変えますということなので可決をした。

（議

保育所の建設は不足しているのか。
上湧別保育所が築44年を経過し、老朽化による建替である。

終了後の主なご感想
◎参加した感想
・進行役の意見の出させ方を・・・
・議員の方も全員一言ずつでも思いを述べて欲しい。そして終了時には全員で拍手していただくと嬉しい。
・安心・安全で暮らしやすい町づくりができる仕組みづくりをして欲しい。
・全ては定住する人々が増える町づくりに繋がると思う。
・どんなテーマでも焦点化したものが良い。
・もう少しテーマを絞ったほうが良い。
・これからの受験を控えている子供たちの意見・要望を聞く機会があれば良いと思う。
・町議の自己紹介は氏名をフルネームでお願いしたい。
・現状の話などは紙の資料があれば、いちいち話さなくても良い。
・町議の方々の熱の少なさにビックリした。
・町の活性化に向け本気で話し合いたい。
・課題に対する各方面からのヒアリングを基に意見集約・政策実行を・・・
◎興味のあるテーマ
・人口5,000人を切ることを見据えた町づくり、人の暮らしやすい町づくり
・人口減に対する定住対策
・少子高齢化
・教育、福祉
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平成30年
第２回定例会

〜畜産振興に3億2,547万円の補助金など
一般会計補正予算3億3,945万円を追加〜
第２回定例会は６月20日に開会し、町長から平成29年度一般会計予算の繰越明許費の報
告が１件、平成30年度一般会計ほか補正予算、条例等の改正、教育委員会委員の任命など
の議案等が10件提出、議員から議案が２件提出された。
また、４人の議員から一般質問があり、同日に閉会した。

一般会計

1回目

3億3,945.4万円 83億7,645.4万円

介護保険特別会計

1回目

471.4万円 10億1,461.4万円

水道事業会計 収益的支出

1回目

80.3万円

2億4,000.3万円

下水道事業特別会計

1回目

485.6万円

5億 745.6万円

審議
ピックアップ

補正後予算額

平成 年度補正予算の可決

補正額

一般会計ほか特別会計の

補正回数

補正予算がそれぞれ提案さ

会 計 名

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

30

一般会計補正予算の主な内容
事業名

（１万円未満切捨て)

補正額

内容
畜産クラスター計画における中心的経営体1件の家畜飼養管
理施設等整備に対する補助
畜産・酪農収益力強化整備等特別対策事業
3億2,547万円 総事業費：7億559万円（うち補助対象経費 6億5,332万円）
補助金
補助金額は補助対象経費の2分の1以内
【補助金全額を道（国）補助金で充当】
湧別沖ホタテガイ漁場の漁礁移設事業に係る負担金
オホーツク海地区水産環境整備事業負担金
300万円 事業費：3,000万円
負担割合：国50％、道40％、町10％
下水道事業特別会計繰出金
485万円 登栄床排水処理場の真空ポンプ修繕に係る繰出金

年度湧別町一般会計

2018.8

平成

予算繰越明許費繰越計算書

年度一般会計予算の

年度に繰り越
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の報告

平成

４事業が平成

されたことが報告された︒

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︒

・芭露
喜多友美︵新任︶

※現委員の残任期間
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湧別町国民健康保険税条例
の一部改正を可決
地方税法等の一部改正等に
伴い︑国民健康保険税の課税
限度額及び軽減判定基準額の
見直しを講じるための条例の

Ｑ 水道使用料の収入還付が

合併前の湧別町に漁業

なぜ起きたのか
Ａ

礁移設事業で︑漁業組合主

Ｑ 湧別沖のホタテ漁場の漁

側に親メーター︑住宅側に

今回を例で言うと︑牛舎

メーターが存在している︒

主な質疑応答︻要約︼

体と北海道主体とあるが︑

子メーターが設置してあり︑

用・農業用において親子

実際に工事を行う業者は

親メーターの営農用使用料

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。

Ａ 漁業組合主体は㈱西村組

議場での傍聴をお待ちしています。

は子メーター分を差引いた

主な内容は、議案審議と一般質問です。

が施工している︒

数量の金額で算出しなけれ

ばならいところを︑それぞ

れのメーターどおりに請求

年度の国民健康保

次の議会定例会は、９月中旬を予定！

一部改正が提案され︑審議・

・介護納付金課税額：16万円（変更なし）

採決の結果︑全会一致で原案

50万円×（被保険者数＋特定同一世帯所属者数）
・２割軽減基準額＝基礎控除額（33万円）＋

をしてしまった︒

Ｑ 平成

いため︑金額等が確定した

Ａ まだ当初賦課をしていな

うなのか

また︑前年と比較してど

か︒

人当りにするとどれくらい

険税は︑１世帯当たりと１

30

段階で知らせる︒

ぜひ、議場で傍聴してみませんか。

27万円×（被保険者数＋特定同一世帯所属者数）
49万円×（被保険者数＋特定同一世帯所属者数）
・５割軽減基準額＝基礎控除額（33万円）＋
・２割軽減基準額＝基礎控除額（33万円）＋

北海道主体は７月に入札
する︒

Ｑ 今回の東芭露線の他に廃
止になるようなバス路線は
無いのか︒
Ａ 富美︑旭︑川西線の土曜
日運行を廃止にした経緯は
ある︒
一般住民の利用が非常に
少ない路線もあるが廃止す
るような路線は無い︒

2018.8
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58万円
➡
54万円
・基礎課税額：

19万円（変更なし）
・後期高齢者
支援金等課税額：

可決した︒

課税限度額の引き上げ

５割軽減・２割軽減の基準の見直し（軽減判定所得）

・５割軽減基準額＝基礎控除額（33万円）＋ 27.5万円×（被保険者数＋特定同一世帯所属者数）

平成30年
第２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
報

告

平成29年度湧別町一般会計予算繰越明許費繰越計算書について
平成29年度一般会計予算の４事業が平成30年度に繰り越されたことが報告されたもの。

平成30年度湧別町一般会計補正予算
１回目の補正で、３億3,945万円追加して歳入歳出予算の総額を83億7,645万円とする
もの。

平成30年度湧別町介護保険特別会計補正予算
補正予算

１回目の補正で、471万円追加して歳入歳出予算の総額を10億1,461万円とするもの。

平成30年度湧別町水道事業会計補正予算
１回目の補正で、80万円を追加して収益的支出の予定額を２億4,000万円とするもの。

平成30年度湧別町下水道事業特別会計補正予算
１回目の補正で、485万円を追加して歳入歳出予算の総額を５億745万円とするもの。

湧別町放課後児童健全育成事業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の制定について
放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準の一部を改正する省令が施行さ
れたことに伴い、改正するもの。

条

例

湧別町特定教育・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の制定について
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の一部を改正する内
閣府令が施行されたことに伴い、改正するもの。

原案可決

原案可決

原案可決

原案可決

原案可決

原案可決

湧別町国民健康保険税条例の一部を改正する条例の制定について
地方税法施行令等の一部を改正する政令等が施行されたことに伴い、課税限度額及び
軽減判定基準額の見直しなどが講じられたことから、改正するもの。

人

事

教育委員会委員の任命について

同

平成30年６月30日をもって退任することに伴い後任の委員を任命するもの。

芭露小学校校舎解体工事請負契約の締結について

意

原案可決

芭露小学校校舎の解体工事を株式会社西村組と、9,450万円で締結するもの。

そ の 他

原案可決

公営住宅新築工事(すみれ団地)請負契約の締結について
公営住宅すみれ団地の新築工事を株式会社長谷川建設と、8,294万４千円で締結する
もの。

原案可決

議員の派遣について
７月３日から４日にかけて札幌市で開催される北海道町村議会議員研修会へ全議員を
派遣するもの。

議会提出

承

認

承

認

閉会中の所管事務調査等の申し出
総務厚生常任委員会 職員の定員管理化計画について
産業文教常任委員会 ファミリー愛ランドユー及び五鹿山パークゴルフ場の維持管理
について
チューリップフェアの実施結果について
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
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ぶりの再会に︑ふるさと湧別

総会後の懇親会では︑１年
リーを︑５月 日には︑北海

による子供向けのスタンプラ

５９８人で︑団体が前年より

年より１３２８人減の３万７

早く︑順調に推移している︒

全体的に作物の生育はやや

た︒

睦を深め︑楽しい集いを終え

の話で盛り上がり︑交流︑親

に盛り上がったイベントとな

体操﹂の収録が行われ︑非常

による﹁ｏｎ ちゃんおはよう

ちゃんを招き︑保育所の園児

道テレビのキャラクターｏｎ

できたと思っている︒

売店等における売上にも貢献

れ︑来園者の滞在時間が延び︑

フェアの後半が好天に恵ま

人であった︒

２４３８人増の１万９３９９

︵６月１日現在︶

し︑翌日から有料開園した︒

33万９２５０円増の２６１

６９９７人で︑入園料収入は︑

前年より１１１０人増の５万

５４５人で︑有料入園者数は︑

前年より２１３６人増の７万

総入園者数︵速報値︶は︑

いる︒

実施し︑好評だったと伺って

企画としてスタンプラリーを

レー﹂販売は︑公園との連動

となった﹁チガイのわかるカ

また︑商工会女性部が中心

日に︑上芭露の長谷

本年は少し早い開花が期待

その後も寒冷な天候が続いた

４万５２５０円となった︒有

がらず︑５月

日に開花宣言

されたが︑なかなか気温が上

が︑後半は気温も上昇し︑平

料入園者の内訳は︑個人が前

寄附の採納

年以来の７万人超えの入

り込みとなった︒
本年も町・観光協会・商工
会と連携した﹁観光の町づく

波及効果を期待し︑今後も

なる︒

※作物によっては予定面積と

振興を積極的に取り組む︒

４月は平均気温が高く少雨

つなぎ手が腐食し︑灯油が漏

イクパレスの床下で︑配管の

農作物の作付及び育成状況

傾向となり︑融雪も平年より

地下水への影響も懸念され

れていることがわかり修繕を

下旬は一転し気温が高く雨が

たが︑流出量は最大で５００

早かったが︑５月上旬は気温

少ない状況となった︒玉ねぎ

リットル以下と推計され︑流

行った︒

を中心とした移植始めは５日

出した範囲を特定する調査を

が低く雨が多めで︑中旬から

６月１日に宿泊研修施設レ

レイクパレス灯油漏れ

チューリップを活用した観光

町内の商店への経済的な

川隆様から︑ふるさと館ＪＲ
成

０万円のご寄附があった︒公
共施設整備基金に積み立てて
有効に活用したい︒

り推進協議会﹂の観光客誘致

ルアート体験会︑デコパー

早くなった︒

ゆうべつ町議会だより

事業として︑札幌や旭川の大

る
﹁ふるさと訪問バスツアー﹂

ジュ体験会︑アルバムカフェ

生育状況
２日早い
10日早い
１日早い
―
―
―
５日早い
４日早い

7

型商業施設を中心に誘客キャ
性をターゲットに﹁ｈａｎａ

札幌湧別会総会等の出席
札幌湧別会の総会と懇親会

女﹂イベントとして︑５月

ンペーン行い︑公園内では女
が６月２日に札幌市で開催さ

日と

日にチューリップネイ

れた︒本年度の事業計画であ
を８月５日に開催される屯田

体験会を実施︑５月

日と

七夕まつりに合わせ来町され

日には湧別町青年団体協議会

▲平成23年以来の入園者7万人を超えたチューリップフェア

11

面積(ha)
557
611
403
129
17
28
4,474
2,509

作物名
玉ねぎ
秋まき小麦
てんさい
かぼちゃ
ブロッコリー
流氷とうもろこし
牧草
飼料用とうもろこし

チューリップフェアの結果

り終えることができた︒

11

Ｙに役立ててほしいと︑１０

―要約掲載―

る︒心から歓迎したい︒

19

2018.8

５月

12
20

23

26
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町長の
行政報告
21

50

実施した結果︑幅１・５メー

セン

トル︑長さ５メートルの範囲

で︑深いところで平均

チほど浸透していたが︑下層

が粘土のためそれより下への

浸透は無かった︒

浸透した土砂は︑油汚染土

壌の産業廃棄物として適正な

処理が可能な特定施設へ搬入

年度建設工事等の

を予定している︒

平成
入札結果

総体で１５５件の入札執行

があり︑
平均落札率は ・ ％

だった︒

95
04

29

▲灯油漏れが見付かったレイクパレス

町公用車による交通事故

６月４日に町内金融機関の

（１万円未満切捨て）

工事場所
（対象区域）

草地畜産基盤整備事業 湧別地区 第71工区工事 富美、東

工期

H30.10.30

請負金額

請負業者

渡辺（遠軽町）
・
森田（富良野市）
8,314万円
経常建設共同企
業体

町関係工事の発注状況
工事名

駐車場において︑職員が運転

工事名

する町公用車が駐車場から出

道関係工事の発注状況

ようと後退したところ︑隣に

駐車していた車両に接触する

事故があった︒職員が車両周

辺の確認不足が原因のため︑

相手方の車両の修繕は︑町が

日に職員が運

加入している対物保険で対応

する︒

また︑６月

転する公用車が湧別庁舎に右

折するため停車していたとこ

ろ︑左側より右折してきた車

両と接触する事故があった︒

現在︑過失割合について協

議中であり町に過失がある場

合は︑町が加入している対物

保険で対応する︒

12

（１万円未満切捨て）

工事場所
（対象区域）

工期

上湧別コミュニティセンター非常灯バッテリー取
上湧別屯田市街地 H30.07.30
替修繕

請負金額

請負業者

189万円 ㈲児玉電機商会

クラブハウス建替工事（上湧別リバーサイドゴル
南兵村三区
フ場）

H30.11.30 1億9,429万円

㈱渡辺組（遠軽
町）

区画線補修工事

町内

H30.08.20

町道補修工事（防塵舗装）

町内

H30.08.20

暖房機取替工事（中湧別小学校）

中湧別南町

H30.09.20

864万円 ㈲長谷川熱器

高圧受電設備改修工事（五鹿山スキー場）

北兵村二区

H30.07.20

135万円 ㈲児玉電機商会

登栄床排水処理場自家発電機修繕

登栄床

H30.12.20

雨水排水路護岸撤去工事

中湧別中町・南町 H30.08.31

669万円 ㈱三洋（旭川市）
1,080万円 遠軽舗道㈱

1,204万円 ㈲プラザ為廣
2,289万円

㈱渡辺組（遠軽
町）

個別排水処理事業合併処理浄化槽設置工事（１工
旭
区）

H30.06.15

321万円 ㈲長谷川熱器

建設工事監理業務委託（上湧別リバーサイドゴル
南兵村三区
フ場）

H30.11.30

410万円

町道維持管理業務委託その１

湧別地区

H31.03.31

2,430万円 湧別小型運送㈱

町道維持管理業務委託その２

上湧別地区

H31.03.31

1,933万円 ㈱渡辺興業

河川清掃業務委託（志撫子川立木伐採）

志撫子

H30.08.31

156万円 伊藤組㈱

ゆうべつ町議会だより

㈱中原建築設計
事務所（旭川市）
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8

工事場所
（対象区域）

工事名

工期

請負金額

請負業者

河川清掃業務委託（計呂地川立木伐採）

計呂地

H30.08.31

156万円 伊藤組㈱

湧別保育所展望塔防水修繕

栄町

H30.09.30

280万円

雨水枡設置工事（チューリップ公園）

上湧別屯田市街地 H30.09.10

225万円 森谷産業㈱

町道補修工事(計呂地7号道路外)

計呂地ほか

H30.08.30

712万円 遠軽舗道㈱

調光設備取替工事（文化センターさざ波）

栄町

H30.10.31

3,996万円

建物塗装工事（富美住民センター）

富美

H30.07.31

173万円

浴室改修工事（上湧別歯科診療所医師住宅）

上湧別屯田市街地 H30.08.30

221万円 ㈲ムラセ営繕

トイレ改造工事（登栄床漁港）

登栄床

㈲坂本塗装店
（遠軽町）

丸茂電機㈱
（札幌市）
㈱渡辺塗料商会
（紋別市）

H30.08.30

343万円 ㈱牧野組

駐車場舗装工事(地域活動支援センターTonDen） 中湧別南町

H30.08.20

172万円 遠軽舗道㈱

町道簡易舗装工事（西1線道路）

中湧別南町

H30.09.30

1,242万円 遠軽舗道㈱

街路灯整備工事その1

登栄床

H30.11.30

2,602万円

工藤・為廣経常
建設共同企業体

街路灯整備工事その2

錦町

H30.11.30

遠軽電機・児玉
1,792万円 電機商会経常建
設共同企業体

街路灯整備工事その3

中湧別北町・中町 H30.11.30

エスケー・カリ
2,804万円 ヤ経常建設共同
企業体

街路灯整備工事その4

中湧別中町・南町 H30.11.30

3,337万円

橋梁長寿命化点検業務委託

町内

H30.12.20

1,252万円 ㈱エクサ設計

教職員住宅塗装修繕

上湧別屯田市街地 H30.08.30

129万円 本間営繕企画

北海・児玉経常
建設共同企業体

※入札日順

沼田町議会総務民教常任委員会が

行政視察に来町

７月５日に︑沼田町議会議長のほか６人が本町の民俗

資料の活用に関する現状と取組みについて視察に訪れま

した︒

村川副議長からの歓迎挨拶の後︑上湧別コミュニティ

2018.8

センター１階会議室で本町の民俗資料の活用について︑

第34号

続いて町の施設である﹁ふるさと館ＪＲＹ﹂を視察し︑

ゆうべつ町議会だより

それぞれ教育委員会職員の中島副館長が説明案内するな

ど対応しました︒

9

平成30年６月開会の第２回定例会において、４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）

上湧別・富美・開盛小
学校、３校の統合を

Ａ

上湧別中学校を中心と
した小中一貫教育へ

教育執行方針で述べてい

を行っている︒

傾向が続き︑児童数の減少が

る︑小学校・中学校の９年間

スケジュールの関係だが︑

年までの計画になってい

小中学校の配置基本計画が平

成

上湧別中学校を母体として

しての平成

年からのスタートは今

34

のところは考えていない︒

10

2018.8

み出したが︑本町も少子化の
年に

進行している︒平成

る︒それまでの間は計画に

情勢が大きく変動した場合に

を基本とする小中一貫教育が

したがって︑上湧別小学校︑

は教育委員会議︑町︑地域︑

小・中学校適正配置計画が作

方をどうあるべきかと認識し

富美小学校︑開盛小学校の統

学校等と協議を行い対応して

沿った配置をしていかなけれ

ている︒上湧別地区において

合ではなく︑上湧別中学校を

いく考えでいる︒

これからの学校運営の理想と

は︑児童数の減少が顕著に見

中心とした小中一貫教育への

英語教育だが︑小中一貫教

成され︑大きな骨子は将来展

られ︑今後も一定の増加が見

移行を視野に入れ︑十分な検

育でいくと︑教科教育という

ばならないと考えているが︑

込めないようであれば︑少人

討︑協議を行い進めていく︒

形が可能であると理解をして

考えている︒

数学校の良い面もあることを

︵再質問︶

望を見据えた小中学校のあり

理解しつつも︑教育的な見地
を考えると上湧別・富美・開

小中一貫教育ということで推

スタートというのは確かにあ

いるし︑上湧別中学校を想定
盛小学校︑３校の統合を視野

進を図る考えであれば︑校舎

るが︑義務教育学校としての

校舎の関係であるが︑上湧

年から制度的に
に入れた検討をせざるを得な

の形︑工程表︑スケジュール
いと思うが︒

平成

年度から３・４年生

また︑小学校での英語教育
が平成

づくりのため︑学校運営協議

別中学校を中心とした︑施設

34
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33

はどう考えているのか︒

阿部教育長

も始まる︒平成 年度までに

会︑コミュニティスクールを

一体型か施設分離型が良いの

小中一貫教育制度を確立する

設置し︑保護者や地域住民と

か︑今後の状況に応じて︑協

性配置計画を策定し︑現在学

今年度の新学期に︑芭露学

学校教育目標やビジョンを共

議の経過を見ながら検討して

ことが良いのでは︒

園前期を含めた６校の小学校

有し︑地域と一体となった子
新たな学校での生活を一歩踏

に

名の新１年生が入学し︑

校配置を行っている︒また︑

32

︵再答弁︶

平成 年度に小・中学校適

32

ゆうべつ町議会だより

28

地域に開かれた魅力ある学校

28

いく︒

高田 議員

供達の豊かな成長と学校運営

高田議員

Ｑ
41

ングによって全額を賄うこと
も一案ではないか︒

石田町長
旧熊沢邸は︑旧上湧別町の
名誉町民であった故熊沢助三
郎氏の庭園と旧熊沢産業株式
会社の社屋であったもので︑
現在は︑東京都内の民間企業
が土地と建物を所有し︑庭園
の状況は外観から把握するこ
とはできないが︑国道に面し
た塀などの劣化により︑瓦の

Ａ

将来的に認定こども園
の設置を前向きに検討

内でも数少ない名園として名

沢邸庭園があり︑以前には道

残っている︒その一角に旧熊

ち並ぶ屯田兵の町の面影が

国道に面して神社︑仏閣が建

本町の屯田市街地地区は︑

る考えを伺い︑今後の対応を

請︑庭園の状況や保存に対す

有者に危険箇所の保全の要

は直接的にはできないが︑所

として何かに手をつけること

所有物件であることから︑町

ことを懸念している︒企業の

況を見ると︑少子化による園

運営されている︒幼稚園の状

保育所と民間による幼稚園が

中湧別地区には行政が行う

も見受けられる︒民間の所有

民にも危険が生じそうな箇所

廃が進んでおり︑通行する住

る企業が所有しているが︑荒

声をはせたものと聞いてい

脇坂議員

幼稚園と保育所を統合
して認定こども園を

検討していく︒

損壊等で通行に危険が生じる

Ｑ

る︒現在は︑東京に本社があ

高田議員

庭園についての考え方
を伺った上で検討する

であるが︑町として何かでき

脇坂 議員

児の減少︑施設は町より補助

いる︒

に検討していきたいと考えて

次に︑保育料の軽減につい

を受けながら改修を進め維持

している状態である︒この先︑

月よ

心して子供を育てられる環境

を行い︑保育料の軽減等︑安

今後︑認定こども園の整備

入れを行う施設が必要と思う︒

条件に該当しない子供の受け

力を入れ︑３歳未満児や入園

ども園をつくり︑幼児教育に

稚園と保育所を統合し認定こ

ることから︑中湧別地区の幼

を無償化とする方針とされて

また３歳から５歳児は全世帯

２歳児は住民税非課税世帯︑

も園の利用について０歳から

可保育所︑幼稚園︑認定こど

ると考えている︒内容は︑認

によって負担の軽減が図られ

り︑これに基づき進めること

について方針が固められてお

り幼児教育︑保育の無償化策

て︑国では２０１９年

を整えることが人口減少に歯

いる︒

なお一層の少子化が考えられ

止めをかけることになるので

︵再質問︶

月からではなく︑来年

保育料の軽減を湧別町とし

ても

地区に限定せず︑幼稚園と保

考えられることから︑中湧別

この先なお一層の少子化が

か︒

する考えでも良いのではない

町の負担として１年間無償と

から９月までの分については

の４月から無償化とし︑４月

育所を統合した認定こども園

︵再答弁︶

今現在︑町独自として２人

講じている︒来年

段の一つであると考えている︒

る法人と協議を始めたところ

方針がそういう形になってい

目から無償にするとか対策を

であり︑具体的な方策には

るので︑国の流れに沿って進

月の国の

至っていないが︑将来的には

んでいく考えでいる︒

現在︑幼稚園を運営してい

への移行することは有効な手

石田町長

ないか︒

10

認定こども園の設置を前向き

2018.8

Ａ

ることはないか︒

⇒インターネット経
由で他の人々や組織
に財源の提供や協力
などを行うこと
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11

10

旧熊沢邸庭園を町とし
て何かできないか
また︑クラウドファンディ

クラウドファン
ディング

10

Ｑ

障害をもっている方が安心し
て生活できる環境が必要では

Ａ

総合計画に掲げる基本となる
施策の促進を図る

る︒社会に対応できない方︑

労されている方と幅広くい

たきりの方から社会に出て就
第２期総合計画に掲げる基本

るサービスを利用しながら︑

参加するとともに︑必要とす

今のところ無い︒

に施設を設置して行く考えは

く考えであり︑町として新た

上松議員

目標である健やかにいきいき

分譲地ができても買い物がで

は︑全ての店舗がなくなり︑

年 １月に開盛地区

家に引きこもりの方もいる︒
と暮らせるぬくもりのあるま

平成

そういう方たちに︑住み慣れ
ちづくりの推進に向け︑施策

を進めてきたが︑需要が見込

工会等への店舗整備の施策等

は重要な施設と位置づけ︑商

町民が生活をする上で店舗

石田町長

えて進めていくのか︒

後この問題を町としてどう考

も一つの方法だと思うが︑今

を行政として関与していくの

いるのか︒これらの地域に店

弱者人数の現状はどうなって

る︒町内地域における買い物

極化しているのが現状であ

販店は中湧別地区に集中し二

これら民間スーパーや大型量

に民間のスーパーが開店し︑

なった︒代わりに中湧別地区

なく︑車のある人も不便に

なくなり︑近隣の人ばかりで

月に生鮮食料品の農協店舗が

はコンビニはあるが︑昨年

くなる︒一方︑屯田市街地に

きないようであれば魅力も無

た地域で社会に一歩踏み出し

の一層の促進を図ってまいり

総合計画の中に障害者福祉

て就労できるグループホーム

きる環境が必要と思われる︒

という中身はあるが︑湧別町

たいと考えている︒

また︑障害を持つ方の家族

自体として具体的な考えを

のような所︑人と触れ合え︑

が将来を思うとき︑安心して

もっているのか︒

それぞれの法律の中で各市

Ｑ

買い物弱者問題の考えは

Ａ

宅配事業や移動販売事業
の活用を検討する
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︵再質問︶

上松 議員

相談し合える安心して生活で

暮らせる環境が必要と思われ

︵再答弁︶

てやっていかなければならな

なる施策としてそれに基づい

障害を持った方々への基本に

この計画がこの町における

るが︑町としてどのような考
えでいるのか︒

石田町長
までの３カ年の計画とし第５

町村において地域活動セン

い立場にある︒

期湧別町障がい者基本計画︑

ターを設置しなければならな

年度

障がい福祉計画︑そして第１

い義務付けがあり︑それに基

年度から平成

期湧別町障がい児福祉計画を

づき障害者の方を含め自立す

平成

一体的に策定した︒計画の目

る活動支援の拠点として中湧

今現時点においては地活の

標としては︑障がいの有無に

る社会の実現をめざし︑障が

センターを利用していただ

別にＴｏｎ Ｄｅｎ という施設

いのある人が︑社会を構成す

かかわらず︑相互に人格と個

湧別町内に障害をもってい

き︑そこを支援させていただ

がある︒

32

性を尊重し合いながら共生す

30

る一員として主体的に社会に

山本 議員

る方は︑介護を必要とする寝

山本議員

Ｑ

10

める中湧別地区のような場所
への進出はあるが︑採算性の
合わない場所への出店は進ま

が今後の対応は︒

石田町長
昨年末︑町内でリンゴ栽培

移動販売という方向に向か

東側にあるリンゴの樹木が病

チューリップ公園の入り口

を踏まえた検討をしていきた

や管理体制︑活用の方法など

形でこれを残すべきか︑場所

貴重であり︑今後どのような

提出され︑審議した︒

開会し︑町長から議案５件が

第１回臨時会が５月 日に

承

年３月

認

日付けで︑

●専決処分の承認

平成

億４３５３万円と

１１０万円

果︑全会一致で原案可決した︒

が提案され︑審議・採決の結

講じるための条例の一部改正

軽減措置の変更及び創設等を

こ税の見直し︑固定資産税の

伴い︑個人所得課税及びたば

地方税法等の一部改正等に

●湧別町税条例の一部改正

一般議案

地域福祉基金

公共施設整備基金３００万円

◇指定寄附金を積立

主な内容は︑次のとおり︒

された︒

採決の結果︑全会一致で承認

処分の承認を求められ︑審議・

する補正予算について︑専決

追加し︑

一般会計予算に４１０万円を

30

ないのが現状である︒これら
を町がかわって経営すること
経験のある方に状態を確認い

うのであれば行政として関与

気の為か枯れ木が目立ってい

いと考えている︒

30

88

は非常に難しいことである︒

ただいた︒全ての樹木に病気
がみられることから既存の樹
木を再生することや現地での
植え替えは難しいとの話で
あった︒このことから︑これ
らの樹木は伐採をしようと
思っている︒伐採はするが﹁北

し︑支援策等を考えていただ

る︒リンゴというのは果樹作

限のリンゴ﹂としての歴史は

く対応︑それともう一つハイ

︵再質問︶

告

物として非常に管理が難しい

︻和解及び損害賠償の額の

●専決処分

報

ヤー料金助成事業を改善して

今後検討していく︒

︵再答弁︶

跡地はどうするのか︒

ことで知られ︑害虫︑防除困
識があるくらいの人では管理
本町のリンゴには素晴らし

道路で発生した物損事故の和

決定︼

ある制度そのものが足りない

い歴史があることは知っての

解等の報告があった︒

はできない︒

のであれば考えていかなけれ

通りだと思うが︑現在のみす

◇損害賠償額

万２１８１円

年３月に町道西３線

ばならないが︑今の段階では

ぼらしい姿は見るにたえな

平成

何とか今ある制度を利用しな

い︒リンゴ関係者から切った
方が良いという話が出ている

がら活用していただきたい︒

物もいいことになるので︑今

ハイヤーを利用しての買い

もらいたい︒

平成30年５月15日開会

難な病気が多く︑ちょっと知

第１回

このことから︑市民生協が
行っている宅配事業や移動販
売事業の活用︑あるいは地域
は限定されるが湧別町農協も
宅配事業を行っており︑この
ような購買形態の活用も含め
た検討をしていきたいと考え
ている︒

Ａ

伐採する。
跡地は検討する。

上松議員

チューリップ公園のリ
ンゴの木の対応は

︵再答弁︶

︵再質問︶

〜町長の給与を減額〜

15

臨時会
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2018.8

平成30年

30
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湧別リバーサイドゴルフ

●クラブハウス建替工事︵上

条例の制定
場︶請負契約の締結

●町長の給与の減額に関する
旧ヌッポコマナイ川函渠工
予定価格５千万円以上の工
事の契約締結が提案され︑審

事の実施に係る護岸撤去を適
切に行なっていなかったと
原案可決した︒

議・採決の結果︑全会一致で

本条例の制定が提案され︑審
◇クラブハウス建替工事

し︑管理監督の責任者として
議・採決の結果︑全会一致で

・契約の相手
・工期

寄附の採納
３月 日に︑遠軽町の株式
会社渡辺組代表取締役渡辺博
行様から︑観光振興に役立て
てほしいと︑３００万円のご

義務教育学校芭露学園の開校

レバンガ北海道ホームゲーム

日の２日間に

におけるＰＲイベント

日︑

わたり︑レバンガ北海道の

４月

園が ４月 １日付けで設置さ

ホームゲームの開催に併せ︑

義務教育学校である芭露学

日に児童生徒 名

オープニング演奏や芭露学園

れ︑湧別高等学校吹奏楽局の

のもと開校記念式典が挙行さ

来賓など１８０名以上の出席

を含む保護者︑地域関係者︑

チューリップフェアをＰＲす

町として５月１日から始まる

ＰＲブースが設けられ︑本

イベント館内には専用の

札幌市で開催され参加した︒

道内市町村のＰＲイベントが

れ︑４月

生徒による湖陵太鼓などで新

るため︑パンフレットの配布︑

北海道のホームということも

た抽選会を実施し︑レバンガ

リップ関連グッズを景品とし

特産品のソフト貝柱やチュー

たな門出にふさわしい活力あ
る式典となった︒

冷凍帆立貝柱の寄贈

セット限定の手作り応援パネ

予定価格７００万円以上の

あり︑本町出身の関野剛平選

寺本商店様から﹁地場産の食

ルを配布し大変好評であった︒

手を激励するため︑ １日
光弘様から︑児童福祉に役立

材を児童生徒に食べさせてく

日︑曙町の株式会社

可決した︒

ててほしいと︑１００万円の

ださい﹂と冷凍帆立貝柱５０

４月

◇一般廃棄物収集事業用塵芥

ご寄付が︑また５月１日に︑

収集車１台の購入
・取得金額

組合長友澤勇司様から︑牛乳

商店様で冷凍保管していただ

この冷凍帆立貝柱は︑寺本

別地区の﹁寿学級﹂と湧別地

４月

開校
の普及を推進するため学校給

き︑必要な量だけを受け取り

きがい大学の開校式が挙行さ

１６２０万円

食事業に役立ててほしいと︑

に行くこととし︑年間を通し

れ１９６名の方が入学された︒

・契約の相手
三菱ふそうトラック・バス

１００万円のご寄附があっ

て中華どんぶりやホタテ汁等

日︑チューリップ生
㈱北海道ふそう北見支店

た︒それぞれの意向に沿って

本町の高齢者学級は︑上湧

有効に活用したい︒

の献立に使用させていただく︒

チューリップ生きがい大学の

０㎏ のご寄贈があった︒

寄附が︑また同日に︑錦町の

15
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2018.8
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湧別町農業協同組合代表理事

財産の取得が提案され︑
審議・

月 日まで

㈱渡辺組

１億９４２９万２０００円

・契約金額
日

原案可決した︒
◇減額内容
６月１日から同年７月
パーセントに当たる
平成 年

―要約掲載―

株式会社中川組代表取締役森

●財産の取得

町長の
行政報告
30

採決の結果︑全会一致で原案

30

までの間における町長の給料
月額の
額

︻主な質疑応答要旨︼
︵村川議員︶
実務担当責任者は副町
長であり︑所管のチェッ
クを果たしていく責任が
あると思うが
︵副町長︶
今後は︑法令又は条例

30

14

24

等に十分遵守し業務を推
進して行く︒

50

11

31

14

11

10

区の﹁生きがい大学﹂が活動

請負金額

請負業者

H30.11.30 2億7,324万円 ㈱渡辺組（遠軽町）
H30.10.30 1億7,800万円 窪田建設㈱（網走市）
（１万円未満切捨て）

工事場所
工期
（対象区域）
栄町（総合体育館
湧別（停）サロマ湖線道単舗装工事（改良
付近）、東（東３ H30.07.10
舗装）（道債）
線付近）
網走地区（湧別漁港）水産物供給基盤機能
港町
H30.11.30
保全工事（国債）
工事名

請負金額

請負業者

1,630万円 遠軽舗道㈱
9,612万円 ㈱西村組

東（東５線付近） H30.07.30 2億3,004万円

町関係工事の発注状況

西村・美田
（西興部村)
経常建設共同企業体
（１万円未満切捨て）

工事場所
工事名
（対象区域）
施設解体工事（すみれ団地）
上湧別屯田市街地
町道補修工事（西芭露遠軽間道路）
西芭露
ボイラー取替工事（学校給食センター機械室）北兵村三区
湧別町水道事業アセットマネジメント・経
町内
営戦略策定業務委託
※入札日順

工期

H30.12.10

1,263万円 ㈱日水コン（東京都）

会が札幌市において開催され、
議員13名が参加しました。
から150年、現在そして未来を考える」と岩井奉信日本
大学法学部教授「演題：現代日本政治と政局のゆくえ」
の２人からそれぞれ講演が行われました。

2018.8

請負業者

626万円 沢口産業㈱
2,494万円 ㈱中川組
804万円 ㈲吉田設備工業

７月３日に北海道町村議会議長会が主催する議員研修
当日は、歴史家・作家の加来耕三氏「演題：明治維新

請負金額

H30.06.15
H30.12.20
H30.09.10

北海道町村議会議員研修会
に参加！

第34号

していたが︑学生の減少など

工期

道関係工事の発注状況

ゆうべつ町議会だより

により︑２年間にわたり互い

工事場所
（対象区域）

兵村農業水利事業 第1幹線22号線工区排水
南兵村三区
路工事
兵村地区 第2幹線21号線工区排水路工事
南兵村三区

15

の活動を尊重した統合への協

（１万円未満切捨て）

工事名

海岸保全事業 東地区 第41工区工事

議をすすめ︑この度多くの皆

国関係工事の発注状況

様に入学していただき︑新た

年を目前にし︑町の

なスタートを切ることができ

た︒

合併

一体感を感じた活発な活動に

つながり︑大変嬉しく感じて

いる︒

石製ベンチ等の寄贈

この度︑中湧別北町の有限

会社横幕石材工業代表取締役

横幕廣志様から︑創業１００

年を記念して︑総額１００万

円を超える﹁アンパンマンベ

ンチ﹂
﹁ドキンちゃんベンチ﹂

﹁バイキンマン石像﹂３基の

寄贈があった︒

５月２日に横幕様の希望に

沿い︑多くの子供達が集まる

文化センターＴＯＭ前広場に

設置した︒

10

会 議 の 状 況

平成30年第１回定例会（３月開会）のあとから平成30年第２回定例会（６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。

４月 日︼

日︼

日︼

制度の概要︑小中学校児童・

生徒の実態と対応について教

●事業説明
分譲宅地︵第２はまなす団

育総務課の事務調査を実施

４月

日︼

議会広報編集特別委員会

︻第 ２回

年度議会広報編集方

針及び計画

●平成

建設された施設の現地調査を

畜産クラスター事業により

た︒

方針や発行計画を協議

本年度の議会だよりの編集
の事務調査を実施

号発行

●議会だより第

日発行の議会だより

の編集作業

５月

び五鹿山パークゴルフ場の維

︻第３回

号発行

５月１日︼

持管理について︑チューリッ

●議会だより第

日︼

日発行の議会だより

年第 ２回議会︵臨時

・契約の相手

㈱二二商会

４２９８万４０００円

・取得金額

◇大型水槽車１台の購入

●財産の取得

会︶５月９日開会︼

︻平成

して出席し︑
議案を審議した︒

委員長２人が広域組合議員と

議長︑副議長︑常任委員会

遠軽地区広域
組合議会結果

の編集作業

５月

プフェアの実施結果について

ファミリー愛ランドユー及

●次回の所管事務調査項目

含め︑事業の概要など農政課

見直しについて︑説明を受け

地・美園団地︶売払い単価の

▲産業文教常任委員会（富美小学校視察）

●次回の所管事務調査項目
職員の定員管理化計画と決
定

５月 日︼

産業文教常任委員会
︻第 ２回

と決定

４月

議会運営委員会
︻第４回

●議会意見交換会の開催

日︼

本年度の開催内容や日程な
どを協議
５月

日︼

年第１回臨時会の運

︻第５回
●平成
営

議会運営を協議
６月

年第 ２回定例会の運

︻第６回
●平成
営

議会運営を協議

︵原案可決︶

16

2018.8

議会全員協議会
︻第 ２回
●議会意見交換会の開催

５月

本年度の開催内容や日程な
どを協議
︻第３回
●指定管理業務の更新
来年度更新を迎える指定管
理施設の管理運営形態︑指定
期間︑募集方法︑管理運営方
針について協議

テ ィ ス ク ー ル ﹂﹁ 畜 産 ク ラ

●所管事務調査﹁コミュニ

付

スター事業﹂

●水道使用料の過年度収入還
水道料の過年度収入還付の
経過︑原因︑今後の水道料金
還付計算について協議

５月

総務厚生常任委員会
︻第 ２回

26

33

33
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30

25

25

30

19

15

15

●所管事務調査﹁健全財政に
関わる公共施設統廃合﹂
公共施設再配置実行計画
︵ 第 １期 ︶ の 策 定 に 向 け て の
進捗状況とスケジュールなど
企画財政課の事務調査を実施
コミュニティスクール︵開
盛小学校・富美小学校︶の現
地調査を含め︑導入状況及び

30

30

10

26

15

23

平成30年５月〜平成30年７月

2018かみゆうべつチューリップ公園オープニングセレモニー、第３回議会広報編集特別委員会
高規格幹線道路旭川・紋別自動車道早期建設促進期成会総会及びオホーツク紋別空港利用整備促
進期成会定例総会（紋別市）
遠軽地区広域組合議会臨時会（遠軽町）
第２回産業文教常任委員会
湧別町商工会通常総会
第５回議会運営委員会、第１回議会臨時会、第３回全員協議会、
オホーツク町村議会議長会定期総会（興部町）
第２回総務厚生常任委員会
高規格幹線道路旭川・紋別自動車道早期建設促進期成会要望活動（網走市）
町村議会議長・副議長研修会（〜29日 東京都）
オホーツク圏活性化期成会定期総会（北見市）
上湧別開拓招魂祭、自衛隊協力会遠紋地区連合会監査（西興部村）
遠紋地区市町村議会議長会総会及び研修会（〜30日 西興部村）
議会意見交換会（ＴＯＭ）
札幌湧別会総会及び懇親会（〜３日 札幌市）
遠軽地区総合開発期成会要望活動（網走市）
サロマ湖開発期成会通常総会（北見市）
屯田会総会及び懇親会、議会意見交換会（さざ波）
北海道町村議会議長会定期総会（札幌市）
遠軽地区総合開発期成会要望活動（〜14日 札幌市）
第６回議会運営委員会
湧別町消防団春季消防演習
自由民主党北海道第12選挙区支部オホーツク管内ブロック協議会政経セミナー（北見市）
第２回議会定例会
第33回サロマ湖100㎞ウルトラマラソン開会式・ウェルカムパーティー
遠軽地区総合開発期成会要望活動（〜28日 東京都）
高規格幹線道路旭川・紋別自動車道早期建設促進期成会要望活動（札幌市）
遠軽駐屯地創立67周年記念市中パレード（遠軽町）
遠軽駐屯地創立67周年記念式典及び祝賀会（遠軽町）
北海道町村議会議員研修会（札幌市）
沼田町議会総務民教常任委員会行政視察【ふるさと館ＪＲＹ視察】
カナダ・ホワイトコート町訪問団歓迎夕食会
第60回遠軽分会連合消防演習（佐呂間町）
オホーツク圏活性化期成会農林水産専門委員会（北見市）
サロマ湖開発期成会要望活動（〜19日 東京都）
第７回議会運営委員会
第２回議会臨時会
第４回議会広報編集特別委員会
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●財産の取得

◇消防ポンプ自動車ＣＤ︱Ⅰ

型１台の購入

・取得金額

２９０５万２０００円

・契約の相手
山﨑自動車㈱

17

︵原案可決︶

５日㈫
12日㈫
13日㈬
15日㈮
16日㈯
17日㈰
20日㈬
23日㈯
27日㈬
29日㈮
30日㈯
７月１日㈰
３日㈫
５日㈭
６日㈮
８日㈰
９日㈪
18日㈬
30日㈪

●財産の取得

６月１日㈮
２日㈯
４日㈪

◇小型動力ポンプ積載車１台

23日㈬
25日㈮
27日㈰
28日㈪
29日㈫

の購入

９日㈬
10日㈭
11日㈮
15日㈫

９７２万円

山﨑自動車㈱

５月１日㈫
８日㈫

・取得金額

・契約の相手

︵原案可決︶

議会の活動

第

号の表紙

冠水や橋脚の倒壊等の被害が起きています︒西日本で

７月の大雨で北海道では堤防の決壊により︑畑地の

近年は異常気象による災害が多く発生しております︒

屯田七夕まつりが上湧別百年記念公園で催されました︒

は︑広域土砂災害が発生し︑多くの犠牲者も出ました︒

８月５日に雲ひとつない晴れ渡った青空の中︑第５回
午前９時から多くのイベントが行われ︑部門別で行わ

被災された方々の話しの中には︑この地域がこの様

られた長縄跳びでは︑参加選手達が優勝を目指し暑さを

な災害が発生するとは思わず︑避難するのが遅れたと

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

脇坂敏夫

北海道紋別郡湧別町

委員

〒099‑6592

感じさせないジャンプを見せてくれました︒

の話しが多く聞かれました︒湧別町も湧別川等の河川

檜山

また︑会場内ではふわふわ遊具や各露店もあり︑子供

を有し︑異常気象による︑多雨の日数が多くなり︑毎

副委員長

から大人まで夏の一日を楽しめたのではないでしょうか︒

年増水が心配されております︒津波による避難は実際

純一

イベントの最後には︑夏の風物詩でもある打ち上げ花

に経験しましたし︑避難訓練も行っていますが︑増水

酒井

火７００発が夏の夜空に鮮やかに浮かび上がり︑観客達

による災害対策についても町が発行しているハザード

委 員 長

18

2018.8

第34号

34

を魅了してお祭りを締めくくりました︒

マップ等に従い再確認し避難方法についても考えてお

く必要があろうかと思います︒

編集／議会広報編集特別委員会

ゆうべつ町議会だより

後
記

今年は早い時期から気温の高い日が続きましたが︑

発行／北海道湧別町議会

今後も体調に充分気をつけて残暑を乗りきりましょう︒

2018（平成30）年８月24日発行

佐野議員
の議場において表彰状が伝達されました。 鈴木議員

編
集
ゆうべつ町議会だより第34号

〜鈴木議員、佐野議員が北海道町村議会議長会表彰〜

長年の功績をたたえて

長年議員として在籍し、地方自治の振

興発展に尽くされたとして、鈴木議員と

佐野議員が北海道町村議会議長会（西村

昭教会長）から自治功労表彰を受賞し、

６月20日に開かれた第２回議会定例会前

