令和7年の本稼働・売電開始を目指す
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２.
目

乳用牛約２万頭とオホーツク管内で１番の頭数を
誇る湧別町では、家畜ふん尿（バイオマス）処理
の負担増、堆肥散布時における周辺環境への臭気
が課題となっており、臭気改善と景観の向上のほ
か、ブラックアウトなど万一の事態にも電力を供
給できるようにするため、バイオガスプラントに
よる発電と地域へ電力供給するためのプロジェク
トを推進しています。

的

バイオガスプラントで家畜ふん尿の適正処理を行
うことにより、ふん尿処理作業の負担や臭気を軽
減し、バイオマス資源を有効活用した循環型農業
を推進します。また、メタン発酵処理によるバイ
オガスエネルギーや消化液を生産・利用すること
により、家畜ふん尿の高度利用を図ります。

３.
計画中のプロジェクト
①集中型バイオガスプラント
・酪農家21戸、約3,
400頭
・プラント建設1基
・ふん尿利用量 約80,
600
ｔ/
年
・発電量 約7,
200MWh/
年
（約2,
000戸分の電気量相当分を売電）
②個別型バイオガスプラント
・酪農家6戸、約2,
900頭
・プラント建設6基
・ふん尿利用量 約68,
400
ｔ/
年
・発電量 約5,
600MWh/
年
（約1,
600戸分の電気量相当分を売電）

４.
計画・設計の策定に向けた連携協定を締結
12月23日に石田町長、湧別町農協、えんゆう農
協、湧別漁協、㈱ビオストック（帯広市）、バイオ
マスリサーチ㈱（帯広市）による連携協定を締結。
今後は、持続可能な酪農体系の確立と環境保全、
再生エネルギーの利活用を連携して取り組みます。
また、北オホーツク地
域循環共生圏（６市町
村）とも連携し、循環
型社会を構築していき
ます。

・バイオマス産 ・実施計画およ ・工事着工
・立上運転
業都市構想の
び調査・実施 ・接続契約締結
策定
設計の策定
（北電）
・事業計画認定
申込（経産省）

・本格稼働・
売電開始

５.
バイオマス産業都市に選定
12月23日に農林水産省よりバイオマス産業都市
に選定されました。
この選定により、構想に掲げるバイオマス事業の
取り組みに対し、国から支援を受けることができ
るようになりましたので、今後、豊富な家畜ふん
尿を活用したバイオガス発電、消化液の利用によ
る地域循環型農業の推進を図っていきます。

バイオマス産業都市とは？
原料生産から収集・運搬、製造・利用まで、経済
性が確保された一貫システムを構築し、地域の特
色を活かしたバイオマス産業を軸とした環境にや
さしく災害に強いまち・むらづくりを目指す地域
のことです。
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文化センターTOMのイルミネーショ
OMのイルミネーション
ン

冬の風物詩となったイルミネーションは2月末まで点灯

上湧別庁舎応接室

43回目を迎えた伝統行事で、公共施設や地域住民に配布された

保健福祉センター駐車場

雨水排水溝の補修が行われました

上湧別庁舎応接室

賞状を手にする落合さん
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12/ 今年も冬の夜を彩る
3 商工会女性部がイルミネーションを設置
イルミネーションは、商工会女性部が平成21年度の町
の合併から続けている恒例行事で、すっかり冬の風物詩と
なりました。
イルミネーションが文化センターTOM、役場上湧別庁
舎前、湧別総合体育館前に設置され、冬の澄んだ空気の中
で輝くイルミネーションは、とてもきれいにまちを彩り、
地域の活性化や防犯対策に役立っています。
２月末まで点灯していますので、ご覧になってみてはい
かがでしょうか。

12/ 今年のテーマは生き物
8 富美小学校が手作りの版画カレンダーを寄贈
富美小学校の児童たちが役場を訪れ、全校児童11人で
作りあげた2021年の版画カレンダーを石田町長に手渡し
ました。
例年であれば行事の絵をテーマにしていましたが、今年
は新型コロナウイルス感染症の影響により行事が少なかっ
たため、
「学校で観察した生き物」をテーマに、図工の時間
などを使って140部を作りました。
石田町長は「毎年、楽しみにしています。町長室に飾ら
せていただきます。
」と感謝の言葉を述べました。

12/ 施設の維持管理に貢献
9 イガリ・中川経常建設共同企業体が地域貢献活動
保健福祉センター駐車場の雨水排水溝補修をしていただ
いたイガリ・中川経常建設共同企業体（北見市）に感謝状
が贈呈されました。
これは、イガリ・中川経常建設共同企業体が湧別大橋補
修外一連工事の実施に合わせ地域貢献活動の一環として実
施されたもので、補修により保健福祉センターの適正な維
持管理に寄与されました。
誠にありがとうございました。

12/ 適切な森林管理の功績をたたえて
15 森と人を育てるコンクールで奨励賞を受賞
令和２年度森と人を育てるコンクールのトドマツ・アカ
エゾマツの部で、落合秀典さん（東芭露）が森と人を育て
るコンクール実行委員会 奨励賞を受賞しました。
このコンクールは林業技術の向上や森林づくりに対する
道民意識の高揚・参加促進を目的としており、適切な森林
整備・模範となる優良林分を育てていることが評価された
もので、オホーツク総合振興局西部森林室の小野寺室長よ
り表彰状が伝達されました。
受賞おめでとうございます。

芭露

12/ 再び発生しないように
23 死亡交通事故現場道路診断
12月16日に町内の国道で普通乗用自動車２台が衝突し、
運転していた１人の方が亡くなりました。
大変痛ましい事故が再び発生しないように、遠軽警察署
や北海道開発局網走開発建設部遠軽開発事務所、遠軽地区
交通安全協会湧別支部、自治会、町により事故現場で道路
診断が行われ、防止策が協議されました。
冬期間は、降雪や凍結によりスリップなどによる事故が
発生しやすくなります。町民一人ひとりが交通安全意識を
強く持ち、交通事故死ゼロに向けて、今一度、町民皆さま
のご協力をお願いいたします。

日頃の道路状況や通行状況などを確認し、防止策を協議

湧別漁協地方卸売市場

1/ 豊漁と商売繁盛を願って
8 湧別漁港市場で初競り
湧別漁協地方卸売市場で、今年初の取引となる「初競り」
が行われました。
初競りには湧別漁協役員や買受人など60人ほどが参加。
参加者全員で三本締めを行い、今年一年の豊漁と安全、商
売繁盛を祈りました。
商売繁盛祈願の神事に引き続き初競りが始まると、競り
人の威勢の良いかけ声にカキやカレイ、ホタテが次々と買
受人に競り落とされ市場は活気に溢れていました。

1/ ソロとアンサンブル演奏にうっとり
10 町内吹奏楽部員がニューイヤー・コンサート
町内吹奏楽部員による「ニューイヤー・コンサート～ア
ンサンブルの饗宴(
きょうえん)
」が開催されました。
中湧別小学校金管バンド、湧別中学校吹奏楽部、上湧別
中学校吹奏楽部、湧別高校吹奏楽局の部員がソロやアンサ
ンブルで18曲を演奏。サックスやホルン独奏のほか、木
管３重奏、金管８重奏など多彩な編成による少人数演奏な
らではの楽器の特性を生かした選曲や、湧別中と上湧別中
の合同バンドによる演奏が披露されると温かい拍手が送ら
れていました。

威勢の良いかけ声が響き渡った初競り

文化センターTOM

音楽を志す児童・生徒の交流や地域への感謝を込め毎年開催

～人権お悩み解決のため、
最善の方法を一緒に考えます～

人権擁護委員に関野さん
（芭露）が
委嘱されました
令和３年１月１日付で法務大臣より、関野一良さん（再
任）が人権擁護委員に委嘱されました。
人権擁護委員は、人権擁護委員法に基づき，人権相談を受
けたり人権の考えを広める活動をしている民間ボランティア
です。
新型コロナウイルス感染症等に係る不当な偏見、差別、い
じめ等の悩みで、困っていることがありましたら、ひとりで悩
まずに人権擁護委員にお気軽にご相談ください。

各種大会で 活躍
※全道規模以上の大会等に出場した方・団
体を掲載しています。
（敬称略）

◆第51回北海道中学校スケート大会スピード
スケート競技（1月９日・10日／帯広市）
寺嶋

郁実（上湧別中学校２年）
女子1,
500ｍ・3,
000ｍ出場
寺嶋 涼帆（上湧別中学校２年）
女子1,
500ｍ・3,
000ｍ出場
喜多 広翔（芭露学園7年）
男子500ｍ・1,
000ｍ出場
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イベント・行事スケジュール
２月10日から３月20日までに行われるイベントや行事をお知らせします。
2月10日（水） 加工実習講習会（13:
00 地場産品加工センター）
13日（土）

チャレンジスポーツスクール（10:
00 湧別総合体育館）
健康運動教室（10:
00、14:
00 湧別総合体育館）

14日（日） 家庭教育研修会（10:
00 文化センターさざ波）
18日（木） 移動町長室（9:
0012:
00 役場湧別庁舎）
20日（土） 湧ゆう湧くわく体験塾（流氷とアザラシ）（10:
00 紋別市）
25日（木） 移動町長室（9:
0012:
00 役場湧別庁舎）
27日（土） 健康運動教室（10:
00、14:
00 湧別総合体育館）
3月 １日（月） 湧別高校卒業式（10:
00 湧別高校）
４日（木） 移動町長室（9:
0012:
00 役場湧別庁舎）
６日（土）
13日（土）
14日（日）

湧ゆう湧くわく体験塾（スノーハイク）（9:
30 登栄床）
チャレンジスポーツスクール（10:
00 湧別総合体育館）
湧ゆう湧くわく体験塾（閉塾式）（10:
00 文化センターさざ波）
健康運動教室（10:
00、14:
00 湧別総合体育館）
町民300歳バレーボール大会（9:
15 湧別総合体育館・中湧別総合体育館）
五鹿山スキー場まつり（9:
30 五鹿山スキー場）

19日（金） みのり幼稚園卒園式（10:
15 みのり幼稚園）
※新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、中止または延期となる場合があります

～石田町長と湧別の未来を語りませんか？～

湧別庁舎の移動町長室でお待ちしています
２月になり流氷が接岸して寒い日が続いています。・・・が、今年は新型コロナウイルスの影響で、
オホーツクの大自然を満喫できる「オホーツククロスカントリースキー大会」が中止となり、昨年
度の小雪による中止から２年連続で中止となりました。
さまざまな自然気象状況のなかにあっても、寒く厳しく長いオホーツクの冬を楽しめるような、
魅力溢れるまちづくりへのご提言など、この移動町長室で皆さまの思いを聞かせてください。

8日（木）、25日（木）、３月４日（木） 午前９時から正午まで
◆開催日程 ２月1
◆開催場所 湧別庁舎 移動町長室
◆お問い合わせ先 総務課広報・自治会グループ（上湧別庁舎） 緯２－２１１２
※公務により町長が不在のときは、副町長が対応します。
広 告
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