
様式第2号（第9条関係）

会議名称

開催日時 令和4年1月20日（木） 午前10時31分から午後3時45分

開催場所

出席者の氏名

傍聴者の数

会議資料の名称

　

審議内容及び結果

【内容】
（１）大空町公共施設等総合管理計画及び個別施設実施計画の変更について
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〔総務課〕
（２）第４次大空町行政改革大綱及び推進計画について〔総務課〕
（３）大空町ＪＲ北海道フリーパス利用助成金について〔総務課〕
（４）女満別空港就航路線利用特典贈呈事業について〔総務課〕
（５）新型コロナウイルス感染症経済対策事業について〔産業課〕
（６）大空町省エネルギー機器等購入推進事業補助金について〔産業課〕
（７）大空町観光誘客促進事業について〔産業課〕
（８）新型コロナウイルス感染症対策に関する事業について〔生涯学習課〕
（９）牛乳の消費拡大について〔地域振興課〕
（10）東藻琴芝桜公園誘客促進事業について〔地域振興課〕
（11）地域情報配信アプリに関する例規等の整備について〔福祉課、総務課〕
（12）住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金について〔福祉課〕
（13）新型コロナウイルス感染症自費検査費用助成金交付要綱の制定について
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〔福祉課〕
（14）新型コロナウイルスワクチンの追加接種について〔福祉課〕

【結果】
　上記案件について、説明を受け、協議した。

会　　　議　　　録

令和3年度第17回総務厚生・第17回産業建設文教常任委員会

大空町役場2階議員控室

【町側】
　総　務　課：課長、参事、参事、政策Ｇ主幹、財政Ｇ主幹
　福　祉　課：課長、参事、福祉Ｇ主幹、健康介護Ｇ主査、健康介護Ｇ主事
　産　業　課：課長、商工Ｇ主幹、商工Ｇ主査、商工Ｇ主査
　地域振興課：課長、産業Ｇ主幹、産業Ｇ主査
　住民福祉課：課長
　生涯学習課：課長、学校教育Ｇ主幹、学校教育Ｇ主査、高校教育Ｇ主幹、
　　　　　　　高校教育Ｇ主査
【総務厚生】
　沢出委員長、上地副委員長、松田委員、品田委員、三條委員
【産業建設文教】
　原本委員長、田中副委員長、深川委員、松岡委員、齋藤委員、後藤委員
【同席】
　近藤議長、事務局

なし

議案書及び各議題等に関する説明資料



様式第2号（第9条関係）

会議名称

開催日時 令和3年12月22日（水） 午後1時01分から午後2時21分

開催場所

出席者の氏名

傍聴者の数

会議資料の名称

　

審議内容及び結果

【内容】
（１）大空高等学校寄宿舎整備事業について〔生涯学習課〕
（２）役場庁舎等大規模改修工事について〔総務課〕
（３）新型コロナウイルスワクチンの追加接種について〔福祉課〕

【結果】
　上記案件について、説明を受け、協議した。

会　　　議　　　録

令和3年度第16回総務厚生・第16回産業建設文教常任委員会

大空町役場2階議員控室

【町側】
　総　務　課：課長、総務Ｇ主幹、総務Ｇ主査
　福　祉　課：課長、健康介護Ｇ主査
　建　設　課：課長、建設Ｇ主幹、管理Ｇ主査
　生涯学習課：参事、高校教育Ｇ主査
【総務厚生】
　沢出委員長、上地副委員長、松田委員、品田委員、三條委員
【産業建設文教】
　原本委員長、田中副委員長、深川委員、松岡委員、齋藤委員、後藤委員
【同席】
　近藤議長、事務局、消防管理課長

なし

議案書及び各議題等に関する説明資料



様式第2号（第9条関係）

会議名称

開催日時 令和3年12月21日（火） 午後3時41分から午後3時49分

開催場所

出席者の氏名

傍聴者の数

会議資料の名称

　

審議内容及び結果

【内容】
（１）令和３年度大空町子育て世帯への臨時特別給付金支給事業実施要綱の一部改正
　　について〔福祉課〕

【結果】
　上記案件について、説明を受け、協議した。

会　　　議　　　録

令和3年度第15回総務厚生・第15回産業建設文教常任委員会

大空町役場2階議員控室

【町側】
　福　祉　課：参事、戸籍保険Ｇ主査
【総務厚生】
　沢出委員長、上地副委員長、松田委員、品田委員、三條委員
【産業建設文教】
　原本委員長、田中副委員長、深川委員、松岡委員、齋藤委員、後藤委員
【同席】
　近藤議長、事務局

なし

議案書及び各議題等に関する説明資料



様式第2号（第9条関係）

会議名称

開催日時 令和3年12月9日（木） 午前9時25分から午後1時50分

開催場所

出席者の氏名

傍聴者の数

会議資料の名称

審議内容及び結果

【内容】
（１）大空高等学校寄宿舎整備事業について〔生涯学習課〕
（２）大空町住生活基本計画及び大空町営住宅長寿命化計画の見直しについて
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〔住民課、住民福祉課〕
（３）国民健康保険条例施行規則の一部改正について〔福祉課〕
（４）地域活性化起業人の募集について〔福祉課、総務課〕
（５）令和２年国勢調査確報値について〔総務課〕
（６）第５次使用料・手数料改定について〔総務課〕
（７）大空町宿泊支援事業（第３弾）について〔産業課〕
（８）大空町が出資する法人に対する運営等資金貸付条例制定について
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〔産業課、地域振興課〕
（９）大空町通信環境整備費補助金交付要綱の一部改正について〔生涯学習課〕
（10）第２次大空町総合計画実施計画の令和３年度ローリング結果について
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〔総務課〕

【結果】
　上記案件について、説明を受け、協議した。

会　　　議　　　録

令和3年度第14回総務厚生・第14回産業建設文教常任委員会

大空町役場2階議員控室

【町側】
　総　務　課：課長、参事、参事、財政Ｇ主幹、政策Ｇ主幹、企画Ｇ主事
　移住・定住支援室：室長
　住　民　課：課長、住民Ｇ主査
　福　祉　課：課長、参事、戸籍保険Ｇ主幹
　産　業　課：課長、参事、商工Ｇ主幹、農業Ｇ主幹、商工Ｇ主査、商工Ｇ主査、
　　　　　　　農業Ｇ主事
　建　設　課：課長、参事、建設Ｇ主幹
　地域振興課：課長
　住民福祉課：住民Ｇ主査
　生涯学習課：課長、参事、参事、学校教育Ｇ主幹、高校教育Ｇ主査、
　　　　　　　学校教育Ｇ主事
【総務厚生】
　沢出委員長、上地副委員長、松田委員、品田委員、三條委員
【産業建設文教】
　原本委員長、田中副委員長、深川委員、松岡委員、齋藤委員、後藤委員
【同席】
　近藤議長、事務局

なし

議案書及び各議題等に関する説明資料



様式第2号（第9条関係）

会議名称

開催日時 令和3年11月18日（木） 午後1時30分から午後3時16分

開催場所

出席者の氏名

傍聴者の数

会議資料の名称

審議内容及び結果

【内容】
（１）女満別Ｂ＆Ｇ海洋センター改修状況（多機能化工事）調査について
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〔生涯学習課〕
（２）地域情報配信アプリの進捗状況について〔福祉課、総務課〕
（３）新型コロナウイルスワクチンの追加接種について〔福祉課〕
（４）大空町臨時福祉商品券の実施状況（実績報告）について〔福祉課〕

【結果】
　上記案件について、説明を受け、協議した。

会　　　議　　　録

令和3年度第13回総務厚生・第13回産業建設文教常任委員会

女満別Ｂ＆Ｇ海洋センター、大空町役場2階議員控室

【町側】
　生涯学習課：参事、社会教育Ｇ主幹
　総　務　課：参事
　福　祉　課：課長、参事、健康介護Ｇ主幹、健康介護Ｇ主査、福祉Ｇ主査
【総務厚生】
　沢出委員長、上地副委員長、松田委員、品田委員、三條委員
【産業建設文教】
　原本委員長、田中副委員長、深川委員、松岡委員、齋藤委員、後藤委員
【同席】
　事務局

なし

議案書及び各議題等に関する説明資料



様式第2号（第9条関係）

会議名称

開催日時 令和3年10月28日（木） 午前10時00分から午前11時13分

開催場所

出席者の氏名

傍聴者の数

会議資料の名称

審議内容及び結果

【内容】
（１）大空高等学校寄宿舎整備事業について〔生涯学習課〕
（２）大空町飲食店安心安全応援事業について〔産業課〕

【結果】
　上記案件について、説明を受け、協議した。

会　　　議　　　録

令和3年度第12回総務厚生・第12回産業建設文教常任委員会

大空町役場2階議員控室

【町側】
　生涯学習課：参事、高校教育Ｇ主査
　産　業　課：課長、商工Ｇ主幹、商工Ｇ主査
【総務厚生】
　沢出委員長、上地副委員長、松田委員、品田委員
【産業建設文教】
　原本委員長、深川委員、松岡委員、齋藤委員、後藤委員
【同席】
　近藤議長、事務局

なし

議案書及び各議題等に関する説明資料



様式第2号（第9条関係）

会議名称

開催日時 令和3年10月21日（木） 午前9時30分から午前11時42分

開催場所

出席者の氏名

傍聴者の数

会議資料の名称

審議内容及び結果

【内容】
（１）大空高等学校寄宿舎整備事業について〔生涯学習課〕

【結果】
　上記案件について、説明を受け、協議した。

会　　　議　　　録

令和3年度第11回総務厚生・第11回産業建設文教常任委員会

大空町役場2階議員控室

【町側】
　生涯学習課：参事、高校教育Ｇ主査
【総務厚生】
　上地副委員長、松田委員、品田委員、三條委員
【産業建設文教】
　原本委員長、田中副委員長、深川委員、松岡委員、齋藤委員、後藤委員
【同席】
　近藤議長、事務局

なし

議案書及び各議題等に関する説明資料



様式第2号（第9条関係）

会議名称

開催日時 令和3年10月12日（火） 午後1時30分から午後4時47分

開催場所

出席者の氏名

傍聴者の数

会議資料の名称

審議内容及び結果

【内容】
（１）大空高等学校寄宿舎整備事業について〔生涯学習課〕
（２）女満別空港周辺整備構想について〔総務課〕
（３）令和３年度実施指定管理者モニタリング評価の結果報告について〔総務課他〕
（４）新型コロナウイルス感染症の対応について〔生涯学習課〕
（５）航空機利用ツアー造成支援事業について〔総務課〕
（６）大空町プレミアム商品券事業について〔産業課〕
（７）大空町飲食店安心安全応援事業補助金について〔産業課〕
（８）大空町貸切バス事業者への支援について〔地域振興課〕

【結果】
　上記案件について、説明を受け、協議した。

会　　　議　　　録

令和3年度第10回総務厚生・第10回産業建設文教常任委員会

大空町役場2階議員控室

【町側】
　総　務　課：参事、参事、政策Ｇ主幹、企画Ｇ主幹
　福　祉　課：参事
　産　業　課：課長、農業Ｇ主幹、商工Ｇ主幹、商工Ｇ主査、商工Ｇ主査
　建　設　課：建設Ｇ主幹
　地域振興課：課長、産業Ｇ主幹
　住民福祉課：課長
　生涯学習課：課長、参事、参事、社会教育Ｇ主幹、高校教育Ｇ主査
【総務厚生】
　沢出委員長、上地副委員長、松田委員、品田委員、三條委員
【産業建設文教】
　原本委員長、田中副委員長、深川委員、松岡委員、齋藤委員、後藤委員
【同席】
　近藤議長、事務局

なし

議案書及び各議題等に関する説明資料



様式第2号（第9条関係）

会議名称

開催日時 令和3年9月10日（金） 午後2時45分から午後3時20分

開催場所

出席者の氏名

傍聴者の数

会議資料の名称

審議内容及び結果

【内容】
（１）すみよしふれあい農園について（整備状況調査）〔総務課〕

【結果】
　上記案件について、現地で整備状況を確認した。

会　　　議　　　録

令和3年度第9回総務厚生・第9回産業建設文教常任委員会

網走刑務所住吉作業所

【町側】
　総　務　課：参事、企画Ｇ主幹
【総務厚生】
　沢出委員長、上地副委員長、松田委員、品田委員、三條委員
【産業建設文教】
　原本委員長、田中副委員長、深川委員、松岡委員、齋藤委員、後藤委員
【同席】
　近藤議長、事務局

なし

議案書及び各議題等に関する説明資料



様式第2号（第9条関係）

会議名称

開催日時 令和3年9月9日（木） 午後1時34分から午後1時56分

開催場所

出席者の氏名

傍聴者の数

会議資料の名称

審議内容及び結果

【内容】
（１）大空町国民健康保険条例施行規則の一部改正について
　　　　　　　　　　　　　　　　　　〔福祉課・住民福祉課〕
（２）新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金（事業者支援分）の追加
　　交付及び計画の提出について〔総務課〕
（３）大空町飲食店緊急支援事業補助金について〔産業課〕
（４）大空町宿泊事業者緊急支援事業補助金について〔産業課〕

【結果】
　上記案件について、説明を受け、協議した。

会　　　議　　　録

令和3年度第8回総務厚生・第8回産業建設文教常任委員会

大空町役場2階議員控室

【町側】
　総　務　課：参事、政策Ｇ主幹、政策Ｇ主査
　福　祉　課：課長、参事、戸籍保険Ｇ主幹
　産　業　課：課長、商工Ｇ主幹、商工Ｇ主査、商工Ｇ研修生
　住民福祉課：課長
【総務厚生】
　沢出委員長、上地副委員長、松田委員、品田委員、三條委員
【産業建設文教】
　原本委員長、田中副委員長、深川委員、松岡委員、齋藤委員、後藤委員
【同席】
　近藤議長、事務局

なし

議案書及び各議題等に関する説明資料



様式第2号（第9条関係）

会議名称

開催日時 令和3年8月26日（木） 午後1時30分から午後3時37分

開催場所

出席者の氏名

傍聴者の数

会議資料の名称

審議内容及び結果

【内容】
（１）認定こども園ひがしもことについて（整備状況調査）〔福祉課〕
（２）大空高等学校における補正予算の概要について〔生涯学習課〕
（３）安心生活支援事業の進捗状況について〔福祉課〕
（４）大空町過疎地域持続的発展市町村計画について〔総務課〕
（５）大空町都市計画マスタープランについて〔建設課〕

【結果】
　上記案件について、説明を受け、協議した。

会　　　議　　　録

令和3年度第7回総務厚生・第7回産業建設文教常任委員会

認定こども園ひがしもこと、大空町役場2階議員控室

【町側】
　総　務　課：参事、政策Ｇ主幹、政策Ｇ主査
　福　祉　課：課長、参事
　建　設　課：課長、参事、管理Ｇ主幹、管理Ｇ主査
　住民福祉課：課長
　生涯学習課：参事、高校教育Ｇ主査
【総務厚生】
　沢出委員長、上地副委員長、松田委員、品田委員、三條委員
【産業建設文教】
　原本委員長、田中副委員長、深川委員、松岡委員、齋藤委員、後藤委員
【同席】
　近藤議長、事務局

なし

議案書及び各議題等に関する説明資料



様式第2号（第9条関係）

会議名称

開催日時 令和3年7月15日（木） 午後1時25分から午後2時25分

開催場所

出席者の氏名

傍聴者の数

会議資料の名称

審議内容及び結果

【内容】
（１）大空高校寄宿舎整備事業について〔生涯学習課〕
（２）令和２年国勢調査速報値について〔総務課〕
（３）土砂災害警戒区域等の指定について〔総務課〕
（４）国民健康保険条例施行規則の一部改正について（報告）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　〔福祉課、住民福祉課〕

【結果】
　上記案件について、説明を受け、協議した。

会　　　議　　　録

令和3年度第6回総務厚生・第6回産業建設文教常任委員会

大空町役場2階議員控室

【町側】
　総　務　課：課長、参事、総務Ｇ主幹、企画Ｇ主査、企画Ｇ主事
　福　祉　課：課長、参事、戸籍保険Ｇ主幹
　住民福祉課：課長
　生涯学習課：参事
【総務厚生】
　沢出委員長、上地副委員長、松田委員、品田委員、三條委員
【産業建設文教】
　原本委員長、田中副委員長、深川委員、松岡委員、齋藤委員、後藤委員
【同席】
　近藤議長、事務局

なし

議案書及び各議題等に関する説明資料



様式第2号（第9条関係）

会議名称

開催日時 令和3年6月22日（火） 午後1時57分から午後3時08分

開催場所

出席者の氏名

傍聴者の数

会議資料の名称

審議内容及び結果

【内容】
（１）令和２年度滞納状況及び滞納事務取組状況について
　　　　　〔住民課、福祉課、建設課、地域振興課、住民福祉課、生涯学習課〕
（２）網走刑務所住吉作業所利活用事業について〔総務課〕
（３）６月４日の暴風による倒木被害について〔総務課、産業課、生涯学習課〕
（４）新型コロナウイルスワクチン接種の加速化について〔福祉課、住民福祉課〕

【結果】
　上記案件について、説明を受け、協議した。

会　　　議　　　録

令和3年度第5回総務厚生・第5回産業建設文教常任委員会

大空町役場2階議員控室

【町側】
　住　民　課：課長、税務Ｇ主幹、税務Ｇ主査
　福　祉　課：課長、参事、健康介護Ｇ主査
　産　業　課：課長、参事、耕地林務Ｇ主査
　建　設　課：課長、上下水道Ｇ主査
　総　務　課：課長、参事、参事、企画Ｇ主幹、財政Ｇ主幹
　地域振興課：課長
　住民福祉課：課長
　生涯学習課：課長、参事、高校教育Ｇ主査
【総務厚生】
　沢出委員長、上地副委員長、松田委員、品田委員、三條委員
【産業建設文教】
　原本委員長、田中副委員長、深川委員、松岡委員、齋藤委員、後藤委員
【同席】
　近藤議長、事務局

なし

議案書及び各議題等に関する説明資料



様式第2号（第9条関係）

会議名称

開催日時 令和3年6月9日（水） 午後1時26分から午後3時50分

開催場所

出席者の氏名

傍聴者の数

会議資料の名称

審議内容及び結果

【内容】
（１）大空町浄化槽維持管理費助成事業について〔建設課〕
（２）大空町ふるさと教育チャーター事業の実施について〔総務課〕
（３）大空町テイクアウト導入支援助成金について〔産業課〕
（４）大空町プレミアム商品券事業について〔産業課〕
（５）芝桜公園閉園に伴う対応について〔地域振興課〕
（６）芝桜公園誘客促進事業の内容変更について〔地域振興課〕
（７）新型コロナウイルスワクチン接種の加速化について〔福祉課、住民福祉課〕
（８）大空町低所得の子育て世帯に対する生活支援特別給付金（ひとり親世帯以外
　　の低所得の子育て世帯分）支給事業実施要綱（案）について
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〔福祉課、住民福祉課〕
（９）大空町立東藻琴幼稚園閉園に伴う関係例規の整備について〔生涯学習課〕
（10）大空町立東藻琴保育園閉園に伴う関係例規の整備について
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〔福祉課、住民福祉課〕

【結果】
　上記案件について、説明を受け、協議した。

会　　　議　　　録

令和3年度第4回総務厚生・第4回産業建設文教常任委員会

大空町役場2階議員控室

【町側】
　総　務　課：参事、政策Ｇ主幹、政策Ｇ研修生
　福　祉　課：課長、参事、健康介護Ｇ主幹、健康介護Ｇ主査、戸籍保険Ｇ主査
　産　業　課：課長、商工Ｇ主幹、商工Ｇ主査、商工Ｇ研修生
　建　設　課：課長、参事、上下水道Ｇ主幹、上下水道Ｇ主査
　地域振興課：課長、産業Ｇ主幹
　住民福祉課：課長
　生涯学習課：課長、学校教育Ｇ主幹、学校教育Ｇ主事
【総務厚生】
　沢出委員長、上地副委員長、松田委員、品田委員、三條委員
【産業建設文教】
　原本委員長、田中副委員長、深川委員、松岡委員、齋藤委員、後藤委員
【同席】
　近藤議長、事務局

なし

議案書及び各議題等に関する説明資料



様式第2号（第9条関係）

会議名称

開催日時 令和3年5月21日（金） 午前11時37分から午後0時10分

開催場所

出席者の氏名

傍聴者の数

会議資料の名称

審議内容及び結果

【内容】
（１）大空地区河川防災ステーションの整備について〔総務課〕
（２）大空町自治基本条例の見直しについて〔総務課〕

【結果】
　上記案件について、説明を受け、協議した。

会　　　議　　　録

令和3年度第3回総務厚生・第3回産業建設文教常任委員会

大空町役場2階議員控室

【町側】
　総　務　課：課長、参事、総務Ｇ主幹、企画Ｇ主幹
【総務厚生】
　沢出委員長、上地副委員長、松田委員、三條委員
【産業建設文教】
　原本委員長、田中副委員長、深川委員、松岡委員、齋藤委員、後藤委員
【同席】
　近藤議長、事務局

なし

議案書及び各議題等に関する説明資料



様式第2号（第9条関係）

会議名称

開催日時 令和3年5月13日（木） 午後2時37分から午後4時07分

開催場所

出席者の氏名

傍聴者の数

会議資料の名称

審議内容及び結果

【内容】
（１）芝桜公園誘客促進事業の内容変更について〔地域振興課〕
（２）芝桜公園環境整備業務委託について〔地域振興課〕
（３）大空町商工業持続化支援事業補助金について〔産業課〕
（４）大空町商工事業者店舗家賃助成金について〔産業課〕
（５）大空町国民健康保険税条例の一部改正について〔福祉課、住民福祉課〕
（６）新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した世帯に係る国民健康
　　保険税減免取扱要綱の一部改正について〔福祉課、住民福祉課〕
（７）大空町介護保険条例の一部改正について〔福祉課、住民福祉課〕
（８）新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した被保険者等に係る介
　　護保険料減免取扱要綱の一部改正について〔福祉課、住民福祉課〕
（９）大空町臨時福祉商品券給付事業について〔福祉課、住民福祉課〕
（10）大空高校について〔生涯学習課〕

【結果】
　上記案件について、説明を受け、協議した。

会　　　議　　　録

令和3年度第2回総務厚生・第2回産業建設文教常任委員会

大空町役場2階議員控室

【町側】
　地域振興課：課長、産業Ｇ主幹
　産　業　課：課長、商工Ｇ主幹、商工Ｇ主査
　福　祉　課：課長、参事、戸籍保険Ｇ主幹、健康介護Ｇ主査、福祉Ｇ主査
　住民福祉課：課長
　生涯学習課：課長、参事、高校教育Ｇ主査
【総務厚生】
　沢出委員長、上地副委員長、松田委員、三條委員
【産業建設文教】
　原本委員長、田中副委員長、深川委員、松岡委員、齋藤委員、後藤委員
【同席】
　近藤議長、事務局

なし

議案書及び各議題等に関する説明資料



様式第2号（第9条関係）

会議名称

開催日時 令和3年4月16日（金） 午後1時40分から午後4時11分

開催場所

出席者の氏名

傍聴者の数

会議資料の名称

審議内容及び結果

【内容】
（１）芝桜まつり期間中の新型コロナウイルス感染防止対策について
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〔地域振興課〕
（２）大空町宿泊支援事業（第２弾）について〔産業課〕
（３）大空町特産品販売促進事業助成金について〔産業課〕
（４）安心生活支援事業プロポーザル審査の結果について〔福祉課、総務課〕
（５）大空町臨時福祉商品券の実施状況（実績報告）について
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〔福祉課、住民福祉課〕
（６）新型コロナウイルス感染症対策福祉タクシー券・外出タクシー券の使用状況
　（実績報告）について〔福祉課、住民福祉課〕
（７）新型コロナウイルス感染症検体検査実施要綱の制定について
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〔福祉課、住民福祉課〕
（８）新型コロナウイルスワクチン接種について〔福祉課、住民福祉課〕
（９）大空町自治基本条例の見直しについて〔総務課〕
（10）情報通信基盤の整備について〔総務課〕

【結果】
　上記案件について、説明を受け、協議した。

会　　　議　　　録

令和3年度第1回総務厚生・第1回産業建設文教常任委員会

大空町役場2階議員控室

【町側】
　地域振興課：課長、産業Ｇ主幹
　産　業　課：課長、商工Ｇ主査
　福　祉　課：課長、参事、健康介護Ｇ主幹、健康介護Ｇ主査、福祉Ｇ主査、
　　　　　　　健康介護Ｇ主事
　総　務　課：課長、参事、総務Ｇ主幹、企画Ｇ主幹
　住民福祉課：課長
【総務厚生】
　沢出委員長、上地副委員長、松田委員、品田委員、三條委員
【産業建設文教】
　原本委員長、田中副委員長、深川委員、松岡委員、齋藤委員、後藤委員
【同席】
　近藤議長、事務局

なし

議案書及び各議題等に関する説明資料


