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排出方法

①キッチンペーパーでこして

天ぷらカスなどを除きます︒

②油のボトル又はペットボト

ルに入れ︑しっかりとふた

を閉めます︒

てある回収ボックスに入れ

③お近くの回収場所に設置し

ＣＯＮＴＥＮＴＳ

ます︒

しんとつかわ

集／議会広報特別委員会

第４回定例会

ごみ処理手数料の増額や、サライ、ヴィラトップ料
金の消費税の扱いを外税方式に変更することを議決。

平成25年第４回定例会は12月11日に開会、一般質問に３議員が登壇。補正予算２件、条例の一部改正
５件、規約の変更１件、指定管理者の指定１件、意見書４件について審議し、原案を可決。12月13日に
閉会した。

条例の改正
適正処理及び清掃に関する条

▼新十津川町廃棄物の減量︑

び管理に関する条例の一部改

材供給交流促進施設の設置及

▼新十津川町生産物直売・食

︵サンヒルズ・サライに関す

正

例の一部改正
・ごみ処理手数料は︑ごみ処

る条例︶

手数料︵ごみ袋代金︶を値上

理経費の高騰に対応するため

して制度設計されており︑処

後の消費税増税分にも対応で

た消費税を外税扱いとし︑今

額を改正︒また内税としてい

・使用者区分と使用料の上限

民生活に悪影響を及ぼす︒ま

用料の値上げには反対︒
︻賛成討論要旨︼

▼新十津川町体験交流施設の

要となる条例の改正であり︑

︵宿泊棟ヴィラトップに関す

一部改正

設置及び管理に関する条例の

施設利用者にも必要な負担を

る条例︶

消費税法の改正に伴い︑必

求める考えは適切である︒

・使用料の上限額改正と︑消

費税を外税扱いとし︑今後の

︻採決︼

賛成９・反対１ 原案可決

消費税増税分にも対応できる

条例に改正

︵サライに関する条例改正と

同様の反対・賛成討論あり︒
︶

賛成９・反対１ 原案可決

︻採決︼

サンヒルズ・サライ

▼新十津川町職員の給与に関
する条例の一部改正
理経費の ％を受益者負担と
・

げする︒また︑消費税法の改

きる条例に改正

歳代後半層の給与水準の

上昇を抑制するための改正

正に対応するため︑し尿処理

︻反対討論要旨︼

等の手数料を改正する︒

職員給与の減額が続いてお
り︑働く意欲や士気高揚を減
退させる懸念がある︒

国家公務員給与が世代間の

た︑町民負担増と消費税その

消費税の増税に伴う施設利

︻反対討論要旨︼

給与配分の適正化を推進する

ものに反対であり︑し尿処理

︻賛成討論要旨︼

ことから︑地方公務員給与も

賛成９・反対１ 原案可決

︻採決︼

則を守るべきである︒

棄物抑制と︑受益者負担の原

手数料の増額については︑廃

なう考え方であり︑ごみ処理

受益者負担の原則は理にか

︻賛成討論要旨︼

等の手数料改正には反対︒

ごみ処理手数料の改正は住

︻反対討論要旨︼
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国に準拠させようとの考えは
妥当である︒
︻採決︼
賛成８・反対２ 原案可決

▼新十津川町職員の再任用に
関する条例の一部改正
・年金受給年齢に達する対象
者と時期を明確にし︑その年
齢まで再任用ができるように
整理

議−2

50

補正予算

▼農林水産業費
▼災害復旧費

１０２０万円

・公共土木施設現年度災害復
旧事業費
︵９月の大雨による被害箇所

１９１万９千円

・有害鳥獣駆除対策事業費
︵エゾシカ駆除経費の増加

一般会計補正予算︵第４号︶
は歳入歳出に３８４２万３千
の復旧経費︶

箇所の復旧経費︶

８４１万円

︵９月の大雨による林道被害

業費

・林業施設現年度災害復旧事

分︶

被害箇所の修繕経費︶

︵９月の大雨災害による河川

１３０万円

・河川維持管理事業費

▼土木費

円を追加し︑総額をそれぞれ
億５０７万１千円とした︒
主な補正内容は次のとおり︒
▼総務費
・電子機器管理事務経費
１５２万６千円
︵ウィンドウズＸＰパソコン

指定管理者の指定
▼新十津川保育園

・公の施設
︵新十津川保育園︶

の管理を代行させるため︑次

の者を指定管理者として指定
する︒

学校法人華園学園

・指定管理者となる団体名称

理事長 山上奎芳
・指定期間

意見書採択

▼森林・林業・木材産業施策

の積極的な展開に関する意見

書

▼日本型直接支払制度の創設

及び経営所得安定対策等の見

直しに関する意見書

・新十津川町農民協議会︵執

会での審査協議の結果︑本会

願を受け︑経済文教常任委員

行委員長宮井宏明氏︶より請

日まで

年４月１日から

議に上程し︑全会一致で決定︒

関係機関に意見書を送付する︒

▼安心できる介護制度の実現

を求める意見書

給付の継続と利用者負担増の

▼要支援者に対する介護予防

・老人保健医療制度の終了と

中止を求める意見者

じるための関係法律の整備に

新たな障害保健福祉施策を講

部変更

▼空 知 中 部 広 域 連 合 規 約 の 一

規約の変更

平成 年３月

平成

31 26

伴う規約の改正

議−3

・公営住宅維持管理費
３００万円
︵公営住宅退去後における修
繕経費︶

▼教育費
・学校給食提供事業費
万２千円
︵給食調理員賃金の不足分︶

31

のサポート終了に伴うパソコ
ンの更新︶

▼民生費
・福祉灯油助成事業費
２０４万円
︵高齢者や低所得世帯 １７０
世帯への灯油代金の助成︶

▼衛生費
・ごみ収集事業費
５１３万４千円
︵値上げ前のごみ袋の需要に
対応するごみ袋作成費と︑分
別手引き改訂版の印刷経費︶
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52

栃谷川被災現場

一般質問

Ｑ．国の農業政策転換をどう捉えるか
Ａ．農業経営が持続できるよう、
関係団体と協議し対処したい

場が大型化し︑また︑適期の

町長

部助成してはどうか︒

町長 直接支払制度は︑国の

防除も大切であることから︑

米の生産調整について

農政改革で閣議決定しており︑

町長
は︑食糧管理法制定以来米の

不本意ではあるが︑今の段階

ランスが崩れ︑昭和

では元に戻すのは難しいと考

成 年度において免許取得負

担い手育成の観点に立ち︑平

は ㎏ に減っており︑人口の

業所得の減収が見込まれると

質問 国の政策転換により農

見直しの方針を示し︑平成

止と畑作物を含めた補助金の

質問 国は米の生産調整の廃

向を見極めて︑農業経営がし

補助金の見直しやＴＰＰの動

ている生産調整の廃止に伴う

る︒このような中︑今示され

経営を推進することとしてい

上や質的向上を実現する農業

任と判断により︑生産性の向

付金︑経営体育成基盤整備事

付金︑農地・水管理の支払交

では︑中山間地域直接支払交

計画を示している︒また本町

農業所得も ％伸びるという

型直接支払制度を考えており︑

考え方については︑国が日本

町長 目減り分を補てんする

質問

米の直接支払交付金は
ａ 当たり１万５千円から
年度より７千５百円に減額︒
さらに︑５年後には廃止と計
画されているが︑直接支払制
度は農家の安定経営に大変重
要である︒現行制度の復活を
めざし他の市町村︑ＪＡと連
携し行動を起こすべきではな

無線操縦免許の取得費用を一

として防除用ヘリコプターの

きている中で︑技能習得助成

として︑若い担い手が増えて

質問 所得減収補てんの方策

めていきたい︒

なく︑今後も見極めながら進

としていくことには変わりは

があるが︑本町が農業を基幹

の大胆な改革には大きな衝撃

億円以上を支援している︒国

13

10

いと考えている︒

担の軽減について取り組みた

26

年から

減反政策を開始し今日に至る︒

える︒

土地改良事業により圃

増産に努めてきたが︑需給バ

米の一人当たりの年間消費量
年前の１１８㎏ から現在

減少︑高齢化なども大きな要

考えるが︑町単独事業として

は

因と見ている︒そこで国は米

補てんしてはどうか︒

年度から実施するとしている︒

っかり持続できるよう農協を

食糧自給率の向上は国の安全
保障上からも重要であり︑ま
た︑農地は農業生産活動によ
る食糧その他農産物の供給機
能以外の多面的機能を持ち︑
多くの国民は安心して過ごせ
る国土と豊かな環境を享受し
ている︒今回示されている政
策転換の試案には疑問が残る
ところであり︑わが町におけ
る産業基軸である農業を町長
はどのよう取り組んでいくの
か伺いたい︒

て対処していきたい︒

業の実施にあたり︑農家に

調整を廃止︒農業者自らの責

政策を抜本的に見直し︑生産

26

45

はじめ関係団体と十分協議し

国の農業政策転換に
対する町の対応は

58 50

いか︒

議−4

経人議員
10

ヘリコプターによる防除作業

安中
26

一般質問

Ｑ．放課後児童クラブの方向性は
Ａ．子ども・子育てニーズ調査の結果を踏まえ
計画を立案する
Ｑ．後期高齢者の健診受診率向上策は
Ａ．日々の保健活動で健診の重要性を啓発する
放課後児童クラブの
方向性は
︑

年度で試行後︑平成

また平成

年度は︑今年度実

施した子ども・子育てニーズ

質問 後期高齢者の健診受診

後期高齢者の健診
受診率向上策は

り︑実施内容︑方法等を定め

率が低い理由は︒

調査の集計︑分析の結果によ
試行する予定である︒さらに

りにくいことが考えられる︒

後期高齢者の健診受診

率を向上させる方策は︒

質問

法令により北海道後期高齢者

答弁 後期高齢者健康診査は︑

て 歳代を対象とした若年者

とから︑町では単独事業とし

化されることが重要であるこ

ら継続して受診するよう習慣

健康診査は若いときか

ズを踏まえ子ども・子育て支

医療広域連合からの委託を受

健康診査︑ 歳から 歳を対

答弁

援事業計画を策定することと

けて行っている︒増嵩する医

象とした特定健康診査の受診

年度からは︑住民ニー

し︑それに基づいて放課後児

療費を抑制すべく︑生活習慣

平成

童クラブ事業の実施を前提に

病の早期発見及び予防を図る

進める︒

率の向上を図るため周知に努

年４月１日現在︑本

３％である︒今年度 歳とな

１３１９人で︑受診率は８・

町の後期高齢者被保険者数は

えている︒後期高齢者の受診

により健康診査の大切さを伝

相談活動︑食生活改善活動等

った方の受診率は約

歳以前からも健診を継続し

に開館︑閉館時間を延長する

今年度は夏休み︑振替休校日

の児童 人が利用している︒

った小学校１年生から３年生

の一環として︑利用登録を行

共働き家庭等の子育て支援策

答弁 放課後児童クラブは︑

児童館︑放課後児童クラブ事

や担当職員の確保等を考慮し︑

きな差異はない︒保護者負担

児童クラブの活動理念との大

学年の保育支援である放課後

過ごすことであり︑小学校低

員を配置し︑規律ある時間を

施設内で保護者に代わる指導

必要経費を負担し︑指定した

いこと︒また︑健診経験がな

がないと判断している方が多

め︑改めて健診を受ける必要

と同様の検査を受けているた

療中であり︑後期高齢者健診

高齢者の

る理由としては︑本町の後期

健診受診率が伸び悩んでい

の健康づくり推進に取り組ん

に努めるとともに︑町民全体

病の発症予防及び重症化予防

も健康寿命の延伸︑生活習慣

新十津川がスタートし︑今後

に取り組めるよう︑健康づく

向上させるための食事や運動

診するということにはつなが

となってから新たに健診を受

健康意識が低く︑後期高齢者

93

今年度は第２期健康プラン

りを推進する︒

心を持ち︑自分の健康を維持

試行を行っており︑開館を早

い方は︑生活習慣病にはほと

て受診していた︒

めた時間帯の一日平均の利用

業のあり方について調査︑審

％が医療機関で加

者は４・４人︑閉館を延長し

たらないが︑町民が健康に関

率の向上に効く特効薬は見当

めている︒また︑個別の健康

74

％で︑

平成

ための健診である︒

放課後児童クラブと学

学童保育との相違は
質問

童保育の相違点は︒

40

30

でいく︒

学童保育は︑保護者が

20 75

質問 放課後児童クラブは平
成

26

んど自覚症状がないことから

が︑対象者や内容を問う︒

27

議していく︒

の試行を実施する予定である︒

休み︑春休みも夏休みと同様

人の実績である︒今年度は冬

17

議−5

25

里子議員
樋坂
年度以降に実施するとある

26

た時間帯の一日平均は０・６

答弁

74

25

27

一般質問

Ｑ．町民アンケートに見る課題解決方策を問う
Ａ．雇用情勢の改善は困難であるが努力は惜しまない
Ｑ．来年度予算編成の考えは
Ａ．職員とともに英知を結集し取り組む

用問題は企業誘致のための条

に受け止めている︒ただ︑雇

や方向性を伺う︒

況での予算編成に対する考え

される時期であり︑現在の状

一年間︑本町の応援大使であ

るまちづくり﹂である︒来年

二つに﹁魅力と活力あふれ

アンケートでは︑町に特に力

質問

ランスの良い人口形態に繋が

重要な課題であり︑それがバ

口をいかに増やしていくかが

必要だと考えている︒生産人

に関しては働く場所の確保が

べて重要であるが︑特に雇用

雇用︑介護︑福祉︑医療︑す

ければならないと思っている︒

ことは厳しいが︑努力はしな

果をすぐに町政に反映させる

くのは難しく︑アンケート結

情勢を一挙に解決の方策に導

いのが実情ではないか︒雇用

外は回復の兆しが見えてこな

てきたが︑一番の課題は人口

就任後︑社会情勢も変化し

ど様々な事業を実施した︒

街路灯や防犯灯のＬＥＤ化な

の立上げ︑農業基盤の整備︑

ら︑武道場の建設︑農業公社

掲げ︑財政状況を勘案しなが

なで創る︑いきいき未来﹂を

な自然︑あふれる笑顔︑みん

いて町の将来像として﹁豊か

町政は第５次総合計画にお

く感謝と御礼を申し上げる︒

の間のご支援ご協力に対し厚

頂きながら今日に至った︒こ

であり︑町民の皆様に支えて

町長 来年は任期の最終年度

収機能が高い森林の再生を推

いくため︑温室効果ガスの吸

然環境を次世代へ引き継いで

の形成を目指し︑素晴しい自

自然環境の保全と循環型社会

続可能なまちづくり﹂である︒

た町の魅力を生かした観光づ

の振興︑観光振興計画に沿っ

づくり︑地域を支える商工業

頂く︒良質な生活環境の基盤

報の発信についてお手伝いを

人の選手に︑本町の魅力や情

る日本ハムファイターズの二

例を改正した経緯もあるが厳

を入れて取り組んで欲しいと

っていくと考えている︒今日

しい状況︒北海道でも札幌以

する施策に︑除排雪対策︑雇

の基盤を作った先人に感謝し

を受ける年として︑予算にお

年は︑まちづくりの評価

進する︒

三つに﹁自然と共生する持

くりを進める︒

用対策︑農産物のブランド化

減少︑少子高齢化であると考

いても限られた財源の中で︑

町民アンケートに
見る課題解決方策は

支援︑農業者の育成や商店街

つつ︑これら課題を念頭にお

える︒町が単独で解決出来る

事ではないが︑人口減少は地

取り組んでいく︒

職員ともども英知を結集して

影響を及ぼすので︑持続可能

実を憂いているのだと思う︒

口減少問題や少子高齢化の現

様々な事業効果への考察も加

されてから約２年が経過し︑

た︑ 第 ５ 次 総 合 計 画 が 策 定

期目の仕上げの年である︒ま

質問

確保を図り︑地域住民が支え

が頻発する中︑暮らしの安全

異常気象や予測できない災害

づくり﹂である︒全国各地で

一つに﹁安全で安心なまち

ることを目的とする︒ 年

企業誘致や雇用の拡大を図

業に対し優遇措置を講じ︑

町内に新設︑増設した企

企業振興促進条例について

域づくり︑地域経済に大きな

26

３月に実施された町民

の活性化の支援など︑経済対

いて町政にあたっていく︒

つまり町民は︑医療︑介護の
充実を求めながらも︑経済の
活性化︑産業振興を望んでお

なまちづくりを目指し︑来年

若い世代や働く世代の層を厚

月は

り︑それは︑本町が抱える人

くする施策が必要ではないか︒

えられる頃と考える︒

あう地域づくりに努める︒

度は三つの柱を重点に置いた︒

町長 行政評価委員会の評価

各課からの予算への要望が示

年度は︑植田町長２

来年度予算編成への
考えは

策が上位に上がってきている︒

陽美議員
意見やアンケート結果は真摯

12

支援要件を緩和した︒

９月町議会で条例を改正し︑

25

26

議−6

西内

調査事項

例制定に向け︑準備が進めら

年度の実施試行を基

た複眼型の自立圏構想を想定

している︒中空知地域定住自

平成

本に再試行を実施し︑事業計

立圏構想として︑４つの共通

課題を掲げている︒

年度以降の

画に基づき平成
実施を定める︒

促進︑診療情報共有ネットワ

︵検討会議の設置・ＩＴ化の

新十津川保育園の指定管

れている︒
⑶

幼稚園型認定こども園とし

ークシステムの構築︶

①医療連携強化事業

て支援事業を実施する予定︒

⑤新十津川幼稚園
第三期の指定管理の公募を

⑥空知中央病院内保育所

理
行った結果︑第二期と同様に

報告事項
妹背牛町の学校法人華園学園

２
行政区活動は︑基本事業︑

移行体制は未表明︒

修繕︑防犯灯電灯料金交付︑

協働事業には︑防犯灯設置

おり︒

う町内６施設の対応は次のと

月から施行される︒それに伴

の検討結果

行政区会館のうち︑耐震

改修工事を行い︑残り７行政

区︑徳富区を除き︑大和区は

性を有している中央区︑青葉

︵ハンター等人材確保事業︑

③鳥獣被害防止対策事業

備︶

④地域人材育成事業

討︶

駆除動物処理施設の整備の検

被害防止活動︑被害防止設備︑

年度︑建替
えを行う行政区は平成

年度

から 年度までの３年間︒１

は大和区が平成

区会館は建替えを行う︒工期

なかそらち﹂の受信環境の整

防 災 訓 練 の 地 域 実 施︑
﹁ ＦＭ

避難所の役割分担と情報共有︑

︵防災協定の締結︑備蓄品や

②地域防災連携事業

が候補者として決定した︒指
年４月１日

から５年間︒議決後︑平成
年３月に協定締結する予定︒

よって︑売買実例価額を基に

資源ゴミステーション除雪︑

⑸ 行政区自治会館耐震改修

提案事業︑協働事業の３項目

等を行う︒

基本事業は︑総会や役員会

定期間は︑平成

行政区活動報告

25

に分けられる︒

⑴

常 任 委 員 会 報 告

１
固定資産の課税基準

総務民生常任委員会
︵ 月 日開催︶

⑴
本町の場合︑固定資産税の
税率は︑標準税率の１・４％
提案事業には︑環境美化︑

平成 年８月公布の子ども

を適用︒免税点は︑土地 万

子ども・子育て支援制度
・子育て関連３法の定めによ

⑷

研修︑地域安全安心の推進︑

コミュニティ推進︑区民視察
スポーツ振興︑文化づくりの

円︑家屋 万円︑償却資産 １
資産評価の仕組みとしては︑

５０万円である︒

り︑新しい制度が平成

算出した正常売買価格を基礎

①新十津川保育園

年４

事業がある︒

として︑地目別に定められた

町広報誌配布︑町有地草刈り︑

11

活機能の確保に取り組む︒

地域全体で定住に必要な生

る︒共生ビジョンを策定し︑

結し︑定住自立圏を形成す

り︑周辺市町村と協定を締

口が多い都市が中心市とな

人口５万人程度で昼間人

定住自立圏構想について

院短大の活用︶
︒

と住民参加機会の提供︑國學

年に２︑３か所を建て替える︒ ︵セミナー開催情報の共有化

⑹ 執行機関別人事行政運営
状況

現在の実質職員数は１００

名︒退職時から年金支給年度

までの間︑本人の希望により

再任用制度に基づき再任用を

定住自立圏構想の取組み

行う︒
⑺

滝川市︑砂川市を中心とし

議−7

27

26

土地は︑固定資産評価基準に

評価方法により評価額を算出︒

道路環境整備︑公園環境整備︑

後少子化に伴うあり方を検討

として保育事業を実施し︑今

現行同様︑公設民営保育所

家屋は︑評価の対象となった

墓地草刈りの事業がある︒

する︒

また︑行政区役員を対象に︑

家屋と同一のものを︑評価時

地域活動での対応力向上を図

②新十津川町児童館

点において新築するとした場
合に必要とされる建築費を点

るため研修会を実施した︒

現行同様︑公設公営支援セ

ター

③新十津川町子育て支援セン

として事業を実施する︒

現行同様︑公設公営児童館

数化した再建築費評点数に︑
経年減点補正率を乗じて評価

地方公共団体の歳入に係る

債権管理に関する取組み

価額を基礎として︑取得後の

債権について︑司法による新

⑵

経年年数に応じて価額の減少

たな判断が下されとことによ

額を算出︒償却資産は︑取得

26

ンターとして事業を実施する︒ 状況
④放課後児童クラブ事業

27

27

30

26

29

を考慮し評価額を算出する︒

年度において新たな条

り︑債権の適正な管理のため
平成

26

29

24

11

20

１
９月の豪雨災害被災状況

調査事項

経済文教常任委員会
︵ 月 日開催︶

⑴

２
平成

報告事項

㎝ 以上︶の降雪があった場

で ㎝ 以上︵３月 日以降は

出動基準は午前２時の時点

年度除排雪計画

⑴
25

った︒中学生では︑﹁国語Ａ﹂

るので︑森林保護になるので

Ｑ キツネはネズミを捕食す

編

集

後

記

ましたが︑その中に近所に住

今年も２百余の賀状が届き

Ａ キツネの捕獲は︑河川等

む私のガールフレンド？Ｒち

ゃん︵５歳︶からの賀状があ

ので行っている︒

は？

で全国︑全道平均を上回り︑

学校給食センターの増設

均を上回った︒

﹁国語Ｂ﹂
﹁数学Ｂ﹂で全道平

⑶

み

しい鉛筆書きの文面に思わず

しもあそんでね﹂とたどたど

り ま し た︒﹁ お じ さ ん︑ こ と

生徒への給食提供をするにあ

札幌市内ＮＫビルで︑夏︑

平成 年度より雨竜町児童︑ ⑸ 農産物ブランド化の取組

Ｑ 吹きだまりの発生の確認

たり︑食器消毒保管庫を配置

微笑み︑そして目頭が熱くな

合︒
は︑パトロールによるのか？

秋の農産物フェアを開催︵８

構造 鉄骨造

売︵ 万円の売上げ︑公社は

スイートコーン︑なす等を販

摘み﹁お母さんにプレゼント

くタンポポや時知らずの花を

年４月１日から稼働予定︒

平成 年

匹

頭︵うちワナ

11

たまねぎ︑ミニトマト︑軟白

成長しました︒改めて教育や

話内容や物を見る力が大きく

人との交流が人間の成長に重

要であると気づかされまし

すが︑初心に立ち返り︑未来

私たちの任期も残り１年で

た︒

新規就農希望者相談窓口を

を担う子供たちの健やかな成

ピンネ農業公社の取組み

１件の新規就農希望があった

︵青田︶

長に努力したいと思わせる１

枚でした︒

の説明会︑５回の相談会を行

副委員長

委員長

笹木

山田

青田

経人

正文

秀明

良一

︻議会広報特別委員会︼

った︒７戸が法人化に対し強

安中

陽美

委員

戸が年度内の法人設立に向け
協議を進めている︒

西内

い関心を持っており︑うち４

１団体︑７個人に対し︑６回

農業経営法人化について︑

には至らなかった︒

が︑面積等で折り合わず就農

公社に一本化した︒今年度は

⑹

売上︶
︒

ねぎ等を販売︵公社 万円の

29

︵地下浸透水の影響︶︒

するために必要な面積を増築

しており︑状況によって出動

増築工事費

６千百万円

する︒ただし︑視界不良の時

工事費︑食器等の購入費と

９百万円

するの﹂と言う心根の優しい

Ｑ 国道や道道︑町道の境に

は出動しない︒

子です︒幼稚園入園以来︑会

Ｒちゃんは公園や道端に咲

ったのです︒

Ａ 通報により出動する事も

日︶
︒

対応状況 浸透水を抜く排

月 ︑

12

・夏は︑２農業者がトマト︑

月 日︑

する︒

11

８万円︶
︒

㎡

２︑３班体制でパトロールを

あるが︑除雪センターでは︑

10

・秋は︑新米︑生しいたけ︑

・

水管を埋設し︑ふとん篭を設

24

食器・食缶・汁器等購入費

増築面積

置する︒平成 年度着工︑予
定額８３６万１千円︒

約 ｍ にわたり護岸連結ブ

・奥幌加沢川支流
はねた雪が残り︑通行に支障

もに雨竜町が負担︒

Ａ 国や道と連携会議をもっ

がある場合の対応は？
ており︑最後に走った方が処

月に完成︒平成

除き︑鉄筋コンクリートによ

月１件︑

０頭

有害鳥獣の捕獲状況

・エゾシカ

件︑足跡１件︶

︵目撃情報

・ヒグマ

⑷

り復旧︒平成 年度施工︑予

全国学力・学習状況調査

いる︒
⑵

結果
日

月１

理をするように申合せをして

左岸約５ｍ ︑右岸約６ｍ に

・栃谷川
わたり︑河岸が侵食︒

年４月

頭︶
匹

・アライグマ
・キツネ

22

調査期日 平成

実施状況 小学６年生 人︑

27

12

対応状況 河岸保護のため

中学３年生 人︒
教科 国語︑算数・数学

教科で全国︑全道平均を下回

結果 小学生では︑すべての

活用に関する問題︻Ｂ︼

知識に関する問題︻Ａ︼

57

10

83

13

24

篭マット積み上げにより対応︒

25

平成 年度施工︑予定額３百
万円︒

60

12

ロックが剥がれ落ちた︒

95

定額５３１万円︒

対応状況 該当部分を取り

46
10

約 ｍ にわたり道路が決壊

10

11

・林道北美沢線

10

15

27

26

25
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27

26

22

20

25

