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発行／北海道湧別町議会

主な内容
❶新副町長・新教育長が決定！
❷町長・教育長の執行方針

芭露学園少年少女合唱団！
（芭露学園 前期課程・音楽授業）

❸町政を問う
❹会議の状況
❺意見交換会を行います！

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１回定例会

新副町長・刈田智之氏の選任に同意！

月

日をもっ

教育委員会教育長の任命

教育長の任命に同意を求め

教育アドバイザー設置条例を

廃止する条例の制定

教育アドバイザーの任用形

態の見直しを行い︑必要事項

られ︑審議・起立採決の結果︑
全員一致で同意した︒

４

れ︑審議・採決の結果︑反対

から本条例の廃止が提案さ

を定める規則を制定すること

勉氏︵新任︶

・栄町
阿部

※現教育長の残任期間

８・賛成

多数で否決された︒

※反対
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審議
ピックアップ

年

副 町 長 の 選 任
平成

て任期満了となり︑欠員と

非常勤特別職の身分では機能しなく
なっているのは言うまでもなく、新
たにフルタイム職員の任用を増員す
る理由であれば規則の制定に賛成す
る。

固定資産評価員の選任

欠員となっていた固定資産

評価員の選任に同意を求めら

れ︑審議・採決の結果︑全員
一致で同意した︒
・栄町

刈田智之氏︵新任︶

オホーツク町村公平委員会
委員の選任

委員の選任に同意を求めら

条例に定めがあることで、町の意思
決定に議会もかかわり、執行機関の
監視もできる。
条例改正をしていけばいいと思う。
条例を廃止することに反対する。

なっていた副町長の選任に同
意を求められ︑審議・起立採
決の結果︑全員一致で同意し
た︒
・栄町
刈田智之氏︵新任︶
※任期４年

主な質疑応答︵要約︶
︵村田議員︶
刈田氏は︑教育長就任一
年目であるが︑変えてしま

れ︑審議・採決の結果︑全員
一致で同意した︒
・湧別町曙町

賛成議員（要約）

15

うことについてどう考える
のか︒
︵町長︶

奥谷公敏氏︵再任︶

反対議員（要約）

12

この先の４年間は︑この

教育アドバイザー設置条例を廃止する条例

29

人選が最良な選択と考えた︒

賛否の分かれた議案

討論

勉氏の任命に同意！
新教育長・阿部

教育アドバイザー設置条例を廃止する条例の制定〜否決 〜

第１回定例会は３月７日に開会し、町長と教育長からそれぞれ新年度の町政執行方針と

教育行政執行方針が述べられ、町長から平成29年度各会計補正予算、条例の改廃や制定、

平成30年度各種会計予算、副町長の選任、教育委員会教育長の任命など議案等40件提出、
議員から議案２件提出された。

また、一般質問等を含め、８日間をもって３月14日に閉会した。

平成30年度湧別町の予算総額・・・１１７億９,３５０万円

湧別町の基本的な１年間の収入と役場運営、ま
ちづくり、福祉、教育、道路や施設の整備など
に要する経費（一般会計）は、80億3,700万円
となり、国民健康保険や介護保険、水道、下水
道の整備に要する経費（特別会計）の合計額は、
37億5,650万円となる。
これらの経費の収支予算案が議会の予算審議
を経て、全員賛成で原案可決した。

各会計予算額
会計名

（１万円未満切捨て）

30年度当初予算額

29年度当初予算額

比較

一般会計

80億3,700万円

88億2,400万円

7億8,700万円減

8.9%減

国民健康保険特別会計

15億0,550万円

15億3,810万円

3,260万円減

2.1%減

1億5,090万円

1億3,860万円

1,230万円増

8.9%増

10億0,990万円

9億7,260万円

3,730万円増

3.8%増

水道事業会計

4億8,370万円

3億1,680万円

1億6,690万円増

52.7%増

簡易水道事業特別会計

1億0,390万円

2億1,200万円

1億0,810万円減

51.0%減

下水道事業特別会計

5億0,260万円

4億3,000万円

7,260万円増

16.9%増

117億9,350万円

124億3,210万円

6億3,860万円減

5.1%減

後期高齢者医療特別会計
介護保険特別会計

合計

△5,946万円

遠軽地区広域組合負担金

△1,703万円

道営土地改良事業
西３線道路整備事業
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3,875万円
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年度補正予算

給与費

平成

補正額
5,094万円
△5億1,900万円

各種事業における執行残の

事業名
地方交付税【歳入】
基金繰入金【歳入】

減額や繰越事業などを計上し

一般会計補正予算の主な内容

補正後予算額
88億3,343万円
88億3,943万円
16億2,279万円
1億4,037万円
10億2,078万円
2億5,954万円
2億0,799万円
3億5,895万円

た一般会計ほか特別会計の補

補正額
△3億9,081万円
600万円
△1,354万円
34万円
4,399万円
△159万円
△400万円
△7,113万円

正 予 算 が そ れ ぞ れ 提 案 さ れ︑

補正回数
６回目
７回目
４回目
３回目
３回目
４回目
１回目
２回目

審議・採決の結果︑全員賛成

会 計 名
一般会計
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
介護保険特別会計
水道事業会計 収益的支出
簡易水道事業特別会計
下水道事業特別会計

（１万円未満切捨て）

で原案可決した︒

平成29年度各種会計補正予算

29

（１万円未満切捨て）

内容
普通交付税確定35億8,094万円による増額
収支財源調整等による減額
一般職の年度途中の退職、休職等による給料等の減額、追
加納付率減などによる共済組合負担金の減額ほか
ごみ焼却施設建設工事費の確定による負担金の減額
事業費増による負担金の増額
第２兵村地区1,875万円
湧別地区(公共牧場整備)2,000万円
国交付金枠の減小による事業量の縮小(延長500m→191m)
したことによる減額

平成30年
第１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
湧別町指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準を定める条例
の制定について
都道府県の条例に定められていた基準を、市町村の条例で定めることとされたことか
ら制定するもの。

原案可決

湧別町国民健康保険財政調整基金条例の一部を改正する条例の制定について
国民健康保険法の改正により、保険給付費の増加に備えた基金の積み立ては不要とな
るもの。

湧別町固定資産税の課税免除に関する条例の一部を改正する条例の制定につ
いて
企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に関する法律の一部
を改正する法律の施行により、地域経済牽引事業者に対する固定資産税の課税を免除し
支援するもの。

原案可決

原案可決

湧別町芭露畜産研修センター条例の一部を改正する条例の制定について
使用時間の変更と第１研修室を放課後児童対策事業で使用するため、使用料の設定を
削除するもの。

原案可決

湧別町体育施設条例の一部を改正する条例の制定について
芭露ファミリースポーツセンターの使用時間の変更と湧別プールの個人使用料にシー
ズン券と共通券の使用料を定めるもの。

湧別町乳幼児等医療費助成条例の一部を改正する条例の制定について
助成対象範囲の上限を15歳から18歳に拡大するもの。

湧別町高齢者生活福祉センター条例の一部を改正する条例の制定について
条

例

デイサービス部門の利用日を変更するもの。

原案可決

原案可決
原案可決

湧別町国民健康保険条例の一部を改正する条例の制定について
国民健康保険法の改正により、国民健康保険運営協議会の名称変更と葬祭費の支給額
を改定するもの。

原案可決

湧別町介護保険条例の一部を改正する条例の制定について
介護保険法に基づき、平成30年度から平成32年度までの保険料を定めることと、低所
得者の保険料軽減の措置並びに介護保険法の改正により、市町村の質問検査権の対象範
囲が拡大されたもの。

湧別町指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等
に係る介護予防のための効果的な支援の方法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

原案可決

原案可決

介護保険法の改正により、基準が見直され、指定特定相談支援事業者との連携等が追
加されたもの。

湧別町指定地域密着型サービス事業者等の指定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
介護保険法等の改正により、都道府県の条例に定められていた指定居宅介護支援事業
者の指定に係る申請者の基準を市町村の条例で定めることとされたことと、看護小規模
多機能型居宅介護の申請者の基準に病床を有する診療所を開設している者が追加された
もの。

湧別町指定地域密着型サービスの事業の人員、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
介護保険法の改正により、基準が見直され、共生型地域密着型サービスに関する基準
等を規定するもの。
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湧別町指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに
指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方
法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

原案可決

介護保険法の改正により、基準が見直され、指定介護予防認知症対応型共同生活介護
事業者に対し、身体的拘束等の適正化を図るための措置等を規定するもの。

湧別町後期高齢者医療に関する条例の一部を改正する条例の制定について
条

例

高齢者の医療の確保に関する法律の改正により、住所地特例の適用を受けている国民
健康保険の被保険者が後期高齢者医療制度に加入した場合、当該住所地特例の適用を引
き継ぎ、従前の住所地の後期高齢者医療広域連合の被保険者になることとされたもの。

湧別町道路占用料徴収条例の一部を改正する条例の制定について
道路法施行令の一部改正により、道路占用料の改正するもの。

原案可決

原案可決

湧別町教育アドバイザー設置条例の一部を改正する条例の制定について
廃止条例の否決を受け、条例の一部を改正し教育アドバイザーの任用形態の見直しを
行うもの。

権利の放棄について
水道料金に係る請求権の権利放棄のため、議会の議決を求めるもの。

原案可決

原案可決

公の施設を長期かつ独占的に利用させることについて
湧別図書館の一部を、社会福祉法人北光福祉会が障がい児通所支援事業の運営を引き
続き行うため５年間継続して利用させるもの。

財産の取得について
公社営畜産担い手育成総合整備事業に係る農業用施設の取得のため議決を求めるもの。

原案可決

原案可決

そ の 他
財産の処分について
公社営畜産担い手育成総合整備事業に係る農業用施設の処分のため議決を求めるも
の。※上記施設の処分

町道の路線認定について
道路利用の実態に合わせて、新たに４路線を認定するもの。

町道の路線変更について
国道２３８号福島改良工事により、東９線道路の起点を変更するもの。

原案可決

原案可決

原案可決

議員の派遣について
３月定例会以降、来年３月定例会までの間、議員の出張の取り扱いを議長に一任する
もの。

議会提出

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
産業文教常任委員会
議会運営委員会

健全財政に関わる公共施設統廃合について
コミュニティスクール及び小学校の現況について
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

承認

次の議会定例会は、６月
主な内容は、議案審議と一般質問です。
ぜひ、議場で傍聴してください。
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。
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平成30年度一般会計予算の主な事業
（１万円未満切捨て）

事業名

事業費

内容

513万円

新たに公表された想定最大規模を含む洪水浸水想定区域
のほか、今後公表される土砂災害警戒区域及び特別警戒
区域を図示したハザードマップを作成し全戸配布する

1,146万円

地域外の人に活動を通して、定住・定着を図り、地域の
活力を推進する地域おこし協力隊制度に基づく事業で、
町職員となる隊員が産業間連携、地域活性化推進、移住
体験住宅管理運営、町のＰＲや観光振興、運動指導やス
ポーツ教室の企画や運営を担当

200万円

町の基幹産業である農林水産業や商工観光業等の産業間
における連携を強化し、地場産品の付加価値向上と、産
業及び地域の活性化を図る

1億1,300万円

経費節減やデザイン統一による一体感醸成を図る市街地
の街路灯LED化工事
平成30年度：中湧別地区42基、湧別地区（国道）11基、
登栄床地区（三里-電柱共架）32基 合計85基
平成31年度予定：屯田市街地、芭露地区、上芭露地区、
計呂地地区
【整備期間：Ｈ29年度からＨ31年度まで】

医療施設等整備補助事業

2,658万円

ゆうゆう厚生クリニックほか町内医療機関の医療機器整
備更新費用に対し、一部補助

乳幼児等医療費助成事業

2,397万円

これまで０歳から15歳までの助成対象を、18歳まで拡
大
※18歳拡大に伴う事業費300万円

30万円

介護に従事する人材の確保、地域社会の介護力の向上を
図るため、介護職員初任者研修の受講に係る経費の一部
を助成

上湧別保育所新築事業

1,800万円

保育環境を整備し快適な保育サービス提供するため、新
築に向けた実施設計業務

ホタテガイ漁場整備事業

4,760万円

湧別漁協の湧別沖合ホタテガイ漁場漁礁撤去に対し、事
業費の１/2を補助
【H28年度からH30年度までの事業】

漁業生産施設整備事業

3,000万円

湧別漁協登栄床加工場のホタテ貝柱加工機器一式導入費
用に対し、事業費の1/3を補助（補助上限額3,000万円）

1,500万円

湧別町商工会が実施するプレミアム付き商品券事業費に
対し、プレミアム率（30％）を助成
プレミアム付き商品券：事前売出期間に現金購入500円
毎に1枚進呈されるプレミアム付き商品券購入券10枚で
プレミアム付き商品券1口5,000円（6,500円分）が購
入可能
町補助：1,500円×10,000口分

2億538万円

排水路工事に伴って移転が必要となったクラブハウスの
建設工事
【設計を含めH28年度からH30年度までの事業】

9,530万円

湖陵中学校の統合校として移転改築した芭露小学校の校
舎は、危険建物として国の学校施設環境改善交付金の対
象となることから解体する

2億円

取水施設底部の大型ブロックの一部が陥没しているた
め、復旧工事を実施

2,450万円

旧ヌッポコマナイ川函渠工事において、側面の積ブロッ
ク及び積石をそのままの状態で埋め戻して施工したが、
廃棄物との指導を受けたことから、建物及び立木等に影
響しない場所の側壁の撤去工事

防災ハザードマップ作成事業

地域おこし協力隊事業

産業間ネットワーク事業

街路灯整備事業

介護職員初任者研修費助成事業

愛町購買事業

上湧別リバーサイドゴルフ場整
備事業
芭露小学校危険改築事業
（危険校舎解体工事）
取水施設復旧工事

雨水排水路護岸撤去工事

ゆうべつ町議会だより
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9,185万円

旭、札富美、富美、上富美地区の営農用水整備
負担率：国45%、道27.5%、町27.5%
H30事業費：3億3,400万円
【H24年度からH32年度までの事業】

湧別地区道営草地畜産基盤整備
事業（草地整備型［公共牧場整
備事業］
）

1,350万円

酪農・畜産の安定化に向けた公共牧野の機能維持のため
の計画的整備
富美牧野・東牧野・芭露牧野（調査設計、草地整備改良、
道路整備、暗渠排水、隔障物、衛生舎１棟、監視舎１棟、
放牧馴地１カ所）
総事業費：4億8,000万円
Ｈ30事業費：5,400万円（草地整備改良、暗渠排水、衛
生舎1棟、パドック１カ所、耕作道、隔障物）
負担率：国50％、道25％、町25％
【Ｈ29年度からＨ33年度までの事業】
町有林管理事業

5,829万円

町有林施行計画に基づく保育管理
未来につなぐ森づくり推進事業

2,689万円

遠軽地区森林組合の人口造林事業に対する補助
カラマツ外 175.78ｈａ

旭富美地区道営農地整備事業
（畑地帯担い手支援型［単独営
農用水］
）

主な質疑応答︻要約︼

Ｑ ドローンの導入活用の考
えは

Ｑ ゴルフ場クラブハウスの

建設は移設補償費内で建設
予定でなかったのか

Ａ 予定していたよりも資材

費︑人件費の高騰が大きく

事業費が膨らみ︑補償も少

なかった︒また食堂など施

年度で内容を

Ａ 商業店舗整備事業につい

ては︑平成

精査し新しい補助要綱を制

街路灯整備で新設場所が

定する考えでいる︒

Ｑ

一部変わっているのはなぜ

広報用の動画や写真撮

設として最低限必要なもの

Ａ

影︑イベント等の航空写真

か

Ａ 図面と現場の踏査を行い

だと判断した︒

の現況・現地調査︑森林の

立てる場所を決定したが︑

や動画︑あるいは︑災害後
資源調査等︑広範囲にわた

水道管が通っている等があ

り︑ずらして設置した︒

旧ヌッポコマナイ川工

事は二重出費で無駄遣いと

Ｑ

農業生産振興事業補助

なっているが原因はなにか

き

ヵ年で工

事を実施した︒保護護岸を

Ａ 平成

件︑畑作が０件だっ

年から

町民の皆さんに一言あるべ

年度で終わった

農が

Ａ ５年間の利用実績は︑酪

は

が︑今後の補助制度の考え

金が平成

Ｑ

り有効活用できる︒

Ｑ 上湧別保育所建設の今後
の流れは
Ａ 平成 年度に実施設計︑
平成 年度に工事着工し︑
平成 年４月に開設する︒
地域や保護者に対する説
明も含め︑良い施設になる
よう進めて行く︒

ことが無いよう進めて行く︒

し上げる︒今後このような

し︑町民に心からお詫び申

執行者として遺憾に思う

し廃棄物とわかった︒

町民の指摘で振興局に相談

残して工事を完了したが︑

３

2018.5

30

年度で今後のあ

た︒平成

商工業振興・商業店舗整

り方について検討する

Ｑ

備補助金が平成 年度で終
度と思うが

了しているが必要な補助制

29
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26

29

30

10

30

32 31

すみれ団地：建替１棟４戸、解体２棟８戸
1億203万円
公営住宅建設・解体事業

西３線道路、中湧別中西５条道路支線
1億2,800万円
道路新設改良事業

内容
事業費
事業名

昭

︵要約掲載︶

田

廣

の５つの基本姿勢を掲げ﹁第
２期湧別町総合計画﹂と連動
しながら︑諸施策の推進に全
力を挙げて取り組みます︒

刈

教育行政執行方針

湧別町教育委員会教育長

︵要約掲載︶

田 智 之

を支援するとともに︑いつで

石
その一つは

湧別町長

ており︑決して予断を許さな

もどこでもだれもが学ぶこと

な能力をはぐくむ

１ 社会に参画できる実践的

を基本理念として︑

なり︑ふるさとを守り育てる﹂

とを知り︑ふるさとを好きに

教 育 委 員 会 で は ︑﹁ ふ る さ

に努めてまいります︒

のできる生涯学習社会の実現

﹁安全・安心で快適な暮らし

子どもたち一人ひとりに︑

い状況です︒
二つ目は

の確立﹂

度から﹁第２期湧別町総合計

﹁地域に根ざした活力ある産

このような状況の下︑昨年
画﹂がスタートし︑総合計画
三つ目は

業の形成﹂

くオホーツクのまち﹂を目指

﹁健やかで安らぎのある福祉

の理念である﹁人と自然が輝
し︑まちづくりの礎となる計

自らを律する心︑健康・体力

これからも町民の皆さまの声

りある歴史や伝統を大切に︑

現のため︑恵まれた自然と誇

明るく住みよい地域社会実

﹁最小の経費で最大の効果﹂

れた財源の有効活用を図り︑

行い︑大胆な歳出抑制と限ら

全般にわたり厳しく見直しを

そのためには︑行財政運営

健全な財政運営に努めなが

め︑湧別町の将来を見据え︑

この五つの目標実現のた

地域自治の振興﹂です︒

﹁自ら参加し︑みんなで築く

最後に

やライフスタイルは多様化し

の変化とともに人々の価値観

生涯学習にあっては︑時代

進めてまいります︒

を本町の学校教育の柱として

守る心﹁郷土﹂を加えた５つ

要であり︑さらに郷土を愛し

バランスよく育てることが重

する態度をはぐくむ

と文化を尊重し︑郷土を愛

５ 自然・環境を守り︑伝統

４ 健やかな体と生命を尊ぶ

る積極的な心をはぐくむ

３ 自らを律し︑自ら行動す

える豊かな心をはぐくむ

２ 自他を尊重し︑ともに支

と英知︑そしてご支援をいた

を基本とした行財政を運営し

ら︑町民の福祉に繋がる施策

替えの特例期間が終了し︑平

合併特例措置である合併算定

本町の普通地方交付税は︑

かる行政﹂を目指します︒

鼓動を感じ・相手の痛みがわ

を持ってまちづくりを進めて

勇気を出して変えていく姿勢

て︑また︑変えて良いものは

てはいけないものは守り育

えながら︑わが町として変え

社会情勢をしっかりと見据

ご協力をお願いします︒

ろですので︑皆さまの更なる

を優先して予算編成したとこ

たって︑ともに学び︑育み︑

業と文化を活かし︑生涯にわ

るために︑湧別町の自然︑産

いを実感できる生活を享受す

とりが︑心の豊かさや生きが

てきている中で︑町民一人ひ

ます︒

教育をさらに推進してまいり

し︑皆様とともに︑湧別町の

以上︑５つを教育目標に制定

8
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町 長 の 執 行 方 針

昨年 月の町長選挙で︑町

四つ目は

確かな学力︑豊かな人間性︑

事業の効率化を図りつつ将来

﹁たくましく心豊かな人を育

の向上﹂

をいただき︑２期目の町政を
的に持続可能な行財政基盤を

﹁知﹂
・﹁ 情 ﹂
・﹁ 意 ﹂
・ 体
｢ ｣を

画の円滑な推進のため︑事務

スタートすることができまし

てる生涯学習社会の実現﹂

だきながら︑１期目からの思

ます︒

年度からの一本算定に向

高めあいながら行う学習活動

成

い く こ と が 重 要 と 考 え ︑︑ 次

心をはぐくむ

いである﹁町民一人ひとりの

た︒

確立していくことが重要です︒

民の皆さまから温かいご支援

10

けて段階的な縮減が進められ

32

平成30年３月開会の第１回定例会において、下記により質問があり、理事者の答弁は、
次のとおり。
（質問と答弁は要約）

総合計画を基本に町政
を執行する
のか︒

題にどう取組もうとしている

中で抽象論ではなく︑緊急課

上で︑多種多様な課題がある

ている︒基本姿勢を踏まえた

ちづくりを進めると述べられ

き︑社会参加を図る日常生活

立した生活を送ることがで

設置︑また高齢者の方々が自

施や認知症初期集中チームの

の支援で︑ピロリ菌検査の実

第３は子育てと健康づくり

をどうするのか等々の課題を

共に︑商業の町︑中湧別市街

業は︑経営指導体制の充実と

メーカーとの協力提携を︒商

付加価値を付けるため食品

厳しい情勢下で養殖の充実や

漁業はホタテや魚が取れない

導権を発揮し︑取り組んで行

支援体制整備事業を取り組む︒

節約を念頭に置き︑継続的︑

かなければならないと思うが︒

合併して８年︑合併した町
つくるのか︑町民も深い関心

計画的な取り組みを行ってい

︵再答弁︶

各団体と連携を図り︑町が主

を持っている︒これからの４

く︒特に公共施設の活用と集

最後に︑行財政の健全化で︑

年間の緊急課題を何と把握

約は︑町民の皆様と意見交換

をどのように︑どういう町を

し︑具体的にどう対応してい

をしていく考えでいる︒

柱を町づくりの目標と掲げて

で︑全ては総合計画で５つの

４年間の町政を進める中

くのかお伺いしたい︒

このほかにも多くの課題や

就任したときから︑町民一

期総合計画を基本とし︑町政

具体的に取り組むため︑第２

決して抽象論ではなく︑個々

の中で話した︒執行方針を読

るため個々具体的に執行方針

んでいる︒柱の目標を達成す

柱の一つずつに現在取り組

いる︒

トを切り︑町民も大いに期待

人一人の鼓動を感じ︑相手の

を執行していく考えでいる︒

み取れなかったことは残念で

諸問題などを解決するため︑

をしているが︑無投票のため

痛みがわかる行政と申し上げ

︵再質問︶

石田町長

具体的に何をしようとしてい

てきた︒

ある︒

策を遂行していく︒

性︑重要性に重点を置き︑施

た成果︑効果を踏まえ︑緊急

農は︑家族での規模拡大は限

町は第一次時産業が主体で酪

に残念である︒例えば︑湧別

入れて行くという事を聞けず

緊急課題は突然的に発生す

ない︒

面で進めていかなければなら

りを進めていく中で︑場面場

個々具体的なものは︑町づく

町長のこの４年間で重要課

第２が基幹産業の農林水産

度が来ている︒生産を上げて

る︒その時々の流れを見なが

第１は︑第２期総合計画で︑

業の振興で︑家畜排せつ物の

行くには︑育成の一括管理を︒

ら発生した課題に対し精一杯

政執行方針でも︑４年間に行

有効活用や観光事業が﹁地域

畑作は︑
玉ねぎ︑ブロッコリー

取り組んで行く︒

言われた農業︑水産業など
行内容を読み取ることができ

の稼ぐ力﹂となるよう進めて

と併せ新作物の開発を︒

題の把握の中で︑これに力を
なかった︒総合計画を柱にま

いく考えでいる︒

ゆうべつ町議会だより

これまでの施策を展開してき

るか聞けずにいた︒また︑町

石田町政の２期目がスター

檜山議員

Ａ

う行政重要課題や具体的な執

2018.5

町政執行に当たっての
緊急課題とその取組は

9

第33号

Ｑ

檜山洋一 議員

会 議 の 状 況

平成29年第４回定例会（12月開会）のあとから平成30年第１回定例会（３月開会）
までの間に行った各種会議の概要（定例会を除く）は、次のとおり。

年度予算に係る重要

２月９日︼

議会全員協議会
︻第１回
●平成
課題

ビスの支援費制度など保健福
祉課の事務調査を実施
●事業説明
上湧別保育所の新築基本設
計について︑説明を受けた
●次回の所管事務調査項目
健全財政に関わる公共施設
の統廃合と決定

●次回の所管事務調査項目

コミュニティ・スクール及
び小学校の現況と決定

３月１日︼

議会運営委員会
︻第１回

年第１回定例会の運

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 １回 議 会 ︵ 定 例

して出席し︑
議案を審議した︒

︻平成

会︶３月５日開催︼

●平成
営

●専決処分

組合職員の給与や手当の見直

務員の給与改正に準じ︑広域

人事院勧告に基づく国家公

条例の一部改正

・遠軽地区広域組合職員給与

議会運営を協議

年度議会意見交換

日︼

の専決処分について承認を求

予算の専決処分について承認

を求められた︒
︵承認︶

10
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新年度予算の主要事業等の
内容について協議

日︼

総務厚生常任委員会
２月

●平成

３月

開催予定日を確認
︻第 ２回・第３回
営

しをするため条例の一部改正
地調査を含め︑施設の利用状

められた︒
︵承認︶

年度遠軽地区広域組

追加議案の取り扱いを協議

号︶

合一般会計補正予算︵第１

・平成

況及びトレーニング機器の導
入状況など社会教育課の事務
調査を実施

日︼

予算に２２８万円を追加し︑

１月

議会広報編集特別委員会
︻第１回

億１６０４万円とする補正

号発行

日発行の議会だより

●議会だより第
２月

の編集作業

41

︻第１回

産業文教常任委員会
２月 日︼

30

29
32 26

●所管事務調査﹁地域活動支

︻第１回

利用状況﹂

●平成

14

年第１回定例会の運
体育施設の現況について現

●所管事務調査﹁体育施設の

30

30

30

26

援センター及びその通所者
への支援﹂

ｎ Ｄｅ ｎ 及 び グ ル ー プ ホ ー
ム・カーザトンデンの現況に
ついて現地調査を含め︑施設
の管理運営状況及び通所者へ
の支援︑また障害者福祉サー

▲第１回産業文教常任委員会（上湧別農
村環境改善センター）

21

地域活動支援センターＴｏ

▲第１回総務厚生常任委員会（地域活動
支援センター TonDen）

16

30

の経過措置の終期を規定する
条例の一部改正が提案され

●オホーツク町村公平委員会
委員の選任
た︒
︵原案可決︶

料条例の一部改正

●遠軽地区広域組合消防手数

委員の選任について同意を
求められた︒
︵同意︶
・湧別町
奥谷公敏氏︵再任︶
地方公共団体の手数料の標
準に関する政令に定められる

死亡交通事故が
発生
１月２日午前４時
分頃︑町内上湧別
屯田市街地の国道で
乗用車が正面衝突す
る死亡交通事故が発
生した︒
交通事故死ゼロの日
の目標を新たに３０
０日として交通安全

（１万円未満切捨て）

町関係工事の発注状況

40

運動に取り組む︒

（１万円未満切捨て）

道関係工事の発注状況

●遠軽地区広域組合生田原消
件費単価又は物価水準の変動

手数料の標準額について︑人

生田原消防会館の設置及び
に伴い︑現行の手数料の標準

防会館設置条例の制定
使用許可等を定めるとともに︑

第 回湧別原野オホーツ
ク１００㎞クロスカント

額との乖離が大きくなってい
る事務及び事務内容の変化に

関係条例を整備するため︑条
例制定が提案された︒
︵原案

リースキー大会
２月 日に開催され︑大会
事務局を本町が担った︒

請負金額

請負業者

H30.3.26
H30.3.26
H30.3.26
H30.3.26

356万円
395万円
453万円
494万円

㈲井上商会
㈲吉田設備工業
㈱渡辺技研工業
㈱カリヤ

個別排水処理事業合併処理浄化槽設置工事(13工区)
個別排水処理事業合併処理浄化槽設置工事(14工区)
個別排水処理事業合併処理浄化槽設置工事(15工区)
個別排水処理事業合併処理浄化槽設置工事(16工区)

伴い︑条例の一部改正が提案
された︒
︵原案可決︶
年度遠軽地区広域組

㎞にす

％︑湧別原野コースで
％だった︒

工期

工事場所
（対象区域）
信部内
東
芭露
札富美

工事名

可決︶
●遠軽地区広域組合行政財産
●平成

㎞を

時折雪がちらつく天候で

１０８人となった︒

０人で︑そのうち出場者が１

みは前回から８人減の１２１

コースを新設した︒参加申込

10
あったが︑完走率は全体で
・

は ・

2018.5

使用料徴収条例の制定

今大会は︑

るなどコース距離の見直し

合一般会計補正予算︵第 ２
号︶

地方自治法第２３８条の４
第７項の規定に基づき︑行政

㎞

を行い︑要望の多かった

１万円減額となる

湧別(停)サロマ湖線外道単交安工事(道路照明)

―要約掲載―
80

予算から１億１４８３万円

85

財産の使用を許可した場合に

億１２１万円とす

る補正予算が提案された︒︵原

減額し︑

条例の制定が提案された︒︵原

案可決︶

おける使用料を定めるため︑
案可決︶

●平成

合一般会計予算

年度遠軽地区広域組

●遠軽地区広域組合職員給与
条例の一部改正

億６６４

る給与の減額措置の終了に伴

５万円とする予算が提案され

前年度に対して

う条文の整理︑及び一般職給

た︒
︵原案可決︶

歳以上の特定職員に対す

料表の切替えに伴う給料月額

億４７３

20 20
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29

40

30

工事場所
工期
請負金額
請負業者
（対象区域）
湧別(停)サロマ
面工業㈱
湖線及び緑陰中 H30.3.20 448万円
(佐呂間町)
湧別(停)線沿道

工事名

町長の
行政報告
33

25

７

３

97

94

55

６月１日から２会場で開催

湧別町議会

意見交換会

を行います！

「湧別高校の魅力化」です！

テーマは、

湧別高校が、より魅力ある学校づくりを・・・
多くの生徒に来てもらえるような、皆さまのお考えをお聞
かせください！

議会活動などの内容を報告し、さらに、皆さまからのご意見やご提言を今後の
議会活動に活かさせていただければと、２つの会場において開催いたします。
意見交換では、皆さまと対話したいと考えておりますので、議員個人の意見な
どもお話しさせていただきますし、皆さまからもご意見のほか、新たなアイデア
をお寄せください。
（テーマ以外のご意見も承ります。）
多くの皆さまの参加をお待ちしております。
このような内容で、

【報告内容】

およそ120分です

・議会の活動状況

議会のしくみや組織構成、議会開催状況、報酬など

・議会の審議状況

平成30年第１回定例会（３月開催）の審議内容

【意見交換内容】
・
「湧別高校の魅力化」をテーマとし、少子化による町内中学校の生徒数減少が見込
まれ、湧別高校も定員に満たない状況の中、地域とともにある湧別高校の魅力化を
進めるため、皆様のご意見をお聞かせください。

日

時

会

場

６月１日㈮ 午後６時30分から８時30分まで

文化センターTOM

６月５日㈫ 午後６時30分から８時30分まで

文化センターさざ波

【出席予定議員】

担当班
研修室

１班

中会議室

２班

吉田耕造議長、村川勝彦副議長、山本栄子議会運営委員長
１班：佐野宣雄、高田映二、鈴木敬次、小形秀和、下田英人
２班：村田一志、上松和博、脇坂敏夫、酒井純一、檜山洋一

※担当地区を２班に分けて担当する議会議員が出席して進めてまいります。
※参加申込は不要です。直接、会場までお越しください。
※お住まいの地域以外の会場に参加されても、町外の方が参加されても、よろしいです。

ゆうべつ町議会だより
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前回の意見交換会における議会対応結果
議会に関する内容のものを協議した結果を掲載します（要約）
Q１

議会だよりの文字を大きくして欲
しい

議会だより平成30年５月号
発行から対応

Ｑ２

議会だよりの編集も一般質問や質
疑内容、委員会活動を的確に伝わ
るよう検討すべき

議会だより第30号から対応済み

Ｑ３

前回の意見・提案、要望に対する
議会の対応やその結果を載せると
良い

議会で対応した結果を議会だよりに
掲載する

Ｑ４

本町のパンフレットを目立つよう
に見やすくわかりやすいほうが良
い

産業文教常任委員会で事務調査を行
うこととした

Ｑ５

芭露学園に児童センターを併設で
きなかったので、バス通学の待ち
時間として保育所に児童館を併設
して欲しい

総務厚生常任委員会で事務調査を行
うこととした

議会の活動
２月８日㈭
９日㈮
16日㈮
21日㈬
25日㈰
27日㈫
３月１日㈭
５日㈪
７日㈬
11日㈰
14日㈬
22日㈭
27日㈫
４月８日㈰
12日㈭
14日㈯
18日㈬
19日㈭
24日㈫
25日㈬
26日㈭

13

平成30年２月〜平成30年４月

オホーツク町村議会議長会定期総会（〜９日 遠軽町生田原）
第１回議会全員協議会
第１回産業文教常任委員会
第１回総務厚生常任委員会
第33回湧別原野オホーツククロスカントリースキー大会表彰式
ゆうゆう厚生クリニック運営委員会
第１回議会運営委員会
遠軽地区広域組合議会定例会（遠軽町）
第１回町議会定例会（〜14日）
自衛隊入隊予定者壮行激励会（遠軽町）
第２回議会運営委員会、第３回議会運営委員会
湧別町青少年問題協議会
地域とともにある湧別高校魅力化講演会
自衛官候補生課程入隊式（遠軽町）
遠軽地区総合開発期成会総会（遠軽町）
芭露学園開校記念式典
湧別町観光協会通常総会
第４回議会運営委員会
オホーツク紋別空港利用整備促進期成会監査
湧別町自衛隊協力会総会、湧別町交通安全推進委員会総会、湧別町安心の街づくり協議会総会
第２回議会全員協議会、第２回議会広報編集特別委員会

ゆうべつ町議会だより
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本年は︑雪解けも早く玉ネギやビートの植付けも終

号の表紙

わり︑チューリップフェアにも多くの観光客の皆様に

第
小中一貫の義務教育学校として４月から﹁芭露学園﹂が誕生

訪れていただいております︒

町長・町議選挙から早くも半年が過ぎました︒いつ

委

員

下田

英人

〒099‑6592

上湧別屯田市街地318番地

TEL01586‑2‑2130/FAX01586‑2‑2511

檜山洋一

北海道紋別郡湧別町

人︑後期課程︵中学校︶ 人︑全児

敏夫

り︑前期課程︵小学校︶

も議会審議や諸問題・町の将来を考え︑これで良いの

脇坂

童生徒41人で学園生活がスタートしました︒

かと自問自答し町民目線を大切にと言う思いで対処し

員

前期課程は︑２つの学年が同じ教室で授業を受ける複式学級

ております︒これからも﹁町民のため・町のため﹂を

委

で︑訪れた日の １・２年生学級は音楽の授業でしたが︑ ２年生

基本に頑張って参ります︒

洋一

の先輩が先頭にたって元気いっぱい校歌の練習をしていました︒

議員は︑町民の皆さんの声を町政にとどけることも

檜山

また︑この日の給食のメニューはラーメン︒１年生は初めて

仕事の一つですが︑町民の皆さんも町議会に傍聴にお

副委員長

のラーメン給食で︑麺を袋から出すのに悪戦苦闘︑少しだけ先

いでいただき議員の仕事ぶりや︑ご意見ご提案をお聞

純一

副委員長

酒井

17

生に手伝ってもらいましたが︑﹁いただきます︒﹂と元気よく挨

かせ願い町づくりに反映出来ればと思っております︒

編集／議会広報編集特別委員会

24

し︑６日の入学式で上田汐梨さん︑菊地理紗さんの２名が加わ

33

拶した後は︑﹁美味しいね︒
﹂
と頬いっぱいにして食べていました︒

議会では︑６月に意見交換会を開催いたします︒多

発行／北海道湧別町議会

くの皆さんにお会いできることを楽しみにしておりま
す︒

2018（平成30）年５月25日発行

14

2018.5

第33号

編
集
ゆうべつ町議会だより第33号

ゆうべつ町議会だより

後
記

委 員 長

６月１日（金）

中会議室
文化センターさざ波
６月５日（火）

研修室
文化センターTOM
午後6時30分から8時30分まで

湧別町議会
意見交換会

午後6時30分から8時30分まで

６月１日から２会場で開催！

湧別高校の魅力化
今回のテーマ

