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節分の豆まきは、災
害や疫病など、恐ろし
いできごとを追い払う
ことができると言われ
ています。
まだまだ寒い日が続
きますが、元気に乗り
切ることができること
でしょう。

大空町商工業新型コロナウイルス
感染防止対策助成金に１千３百
万円

空港対策費
三條議員
女満別空港利用促
Ｑ 進
事業負担金１千
８７３万６千円の内訳は。
総
総務
務課 女満別空港整備・
参
課事
長 利用促進協議会が
行なう事業に対して負担
するものです。負担する
当協議会の事業は、次の
４事業となります。
①女満別空港就航航空事
業者支援事業は、新型コ
ロナウイルスの影響で利
用客が大幅に減少してい
る中にあっても、航空路
線を運航していることに
対する航空事業者への支
援金として、事業費１千
６１６万６千円のうち６
８０万６千円を大空町が
負担するものです。新千
歳線は一往復１００万円、
羽田線は一往復２００万
円、大阪、伊丹線は一往
復１００万円を基準とし
て、運行月数で按分し、
算出しています。

円ほどの経費をかけて感
染防止対策を実施されて
おり、その金額に要望件
数を見込み１千３４６万
円の増額補正とするもの
です。

要望意見書
１件の要望意見書（４
ページに要旨掲載）につ
いて、可決しました。

例月出納検査報告
令和２年８月から 月
までの各会計の現金の出
納状況及び基金の状況に
ついて、検査実施結果の
報告がありました。

助成金で設置された飛沫防止カーテン

各会計補正予算

20
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令和２年度各会計の補
正予算について審議し、
可決しました。

１，
２９４万５千円

その他

産業 施設の状況等は、
課長 逐次、受託者と相
談、協議しています。
修繕が必要なものに関
しては、調整をしながら
進めます。

１２５万４千円

町有の畑地かんがい管路
新町建設計画の一部変更
等の施設については、保
市町村の合併の特例に 険の対象にはなっていま
関する法律に基づき策定 せん。
している計画の期間が５
年間延長されたことから、
指定管理者の指定
令和７年度までの 年間
とし、財政計画も変更し
ました。

大空町商工業新型コロナウイルス感
１，
３４６万０千円
染防止対策助成金

和解及び損害賠償

１６万２千円
エゾシカ駆除事業助成金

有害鳥獣駆除推進事業
三條議員
エゾシカ駆除事業
Ｑ へ
の助成は、駆除
したことに伴う助成金な
のか、肉が処理できなく
て出す助成金なのか。

東藻琴高等学校備品購入費

女満別地域振興会館の
維持管理について、民間
運営により効率化を推進
するため、現在に引き続
き、大空町商工会を指定
管理者に指定することに
ついて可決しました。
指定管理の期間は、令
和３年４月１日から令和
６年３月 日までとなり
ます。

１９０万８千円

町有古梅ダム畑地かん
がい施設に起因して発生
した漏水事故に対する和
解及び損害賠償の額（１
万６千３４９円）につい
て可決しました。

認定こども園整備事業補助金

産業 この助成金は、捕
課長 獲したシカを処分
するためにオホーツク地
域化製場での処理費にか
かる補助と、もう１点は
民間の食肉センターへ輸
送する運送費として補助
しています。
コロナウイルスの影響
もあり、民間食肉センタ
ーへの搬入が減り、その
分、化製場へ持ち込む頭
数が増えることになり、
処理費の一部を増額補正
するものです。

３５０万０千円

条例の制定・一部改正

１１５万５千円

三條議員
漏水事故は保険の
対象になるのか。

障害者福祉システム改修委託料

Ｑ

３０万０千円

おり、多少の不安はある
が結果的には交通事故を
起こす心配がなくなった
という回答もいただいて
います。

スクールバス修繕料

大空町議会議員及び大
空町長の選挙における選
挙運動の公費負担に関す
る条例の制定など５条例
の制定、一部改正につい
て、可決しました。

高齢者運転免許自主返納報奨金

新型コロナウイルス感染
症経済対策事業
三條議員
大空町商工業新型
Ｑ コ
ロナウイルス感
染防止対策助成金１千３
４６万円の中身は。

１，８７３万６千円

女満別空港利用促進事業負担金

三條議員
指定管理更新の際、
Ｑ 町
で施設を十分点
検し、傷んでいる箇所は
修繕して引き継ぎ願いた
い。お任せしたので、あ
とは指定管理者の責任だ
ということではなく、町
が発注元であることを十
分認識してほしい。

１９７万５千円
生活路線バス運行維持対策補助金

商工会に指定管理された地域振興会館

産
業 当初７００万円の
教育長
課長 予算で感染防止に
対する消耗
品類への助
成（上限５
万円）と、
備品購入や
業態転換に
かかる経費
への助成
（上限 万
円）を行な
いましたが、
さらに助成
の要望があ
り、今回、
追加補正す
るものです。
これまで
件で、平
万５千
均

10
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８４万４千円
大空町１５年記念品

産業課 北海道土地改良連
参事 合会を介して保険
加入しており、生産物の
補償、圃場に被害を与え
た箇所の補償については
保険の対象となりますが、

一般会計歳出予算の主な内訳

20

31

●一般会計
５，６２３万９千円 追加
●後期高齢者医療特別会計
１０６万２千円 追加
●介護保険事業勘定特別会計 ４３０万１千円 追加

④女満別空港新規路線定 交通安全対策費
着支援事業は、新規路線
三條議員
運転免許証を返納
の開設に際し、新型コロ
Ｑ
しても大丈夫だと
ナウイルス感染症の影響
を受ける厳しい状況にあ いう方が大多数を占めて
っても就航１年目から安 いると思うが、自主返納
定した運航がなされ、新 報奨金により免許を返納
たな需要を喚起しながら、 された方の内訳は。
３年間で定着を目指して
名ほどが制度を
もらうことを目的とし、
住民
課長 利用して免許証を
燃料費や着陸料、空港施
設使用料等に対する支援 返還していますが、３分
金として、事業費８００ の１が農村部、それ以外
万円のうち３３６万円を は市街地区の方です。
返納された方々を対象
大空町が負担するもので
にアンケートを実施して
す。

各会計補正予算結果

20

②女満別空港就航路線拡
充支援事業は、都市部と
女満別空港を結ぶ新たな
路線を誘致し、航空事業
者が新規就航キャンペー
ンとして導入するレンタ
カー利用者への割引制度
に対する支援金として、
事業費６０５万円のうち
２５７万円を大空町が負
担するものです。
③女満別空港新規就航初
期設備費支援事業は、新
規就航事業者が使用する
チェックインカウンター、
自動チェックイン機等の
整備費用に対する支援金
として、事業費６００万
円を大空町が全額負担す
るものです。
空港に設置された peach のチェックインカウンター

12月定例会
算、条例制定議案、議会側議案を審議し、可

12月15日～16日

大空町議会 12 月定例会は、令和２年度一般会計などの補正予
決しました。

令和2年

一般会計5,623万円追加補正

総額114億6,331万円に
令和２年度

採択

新型コロナウイルス感染症
臨時福祉商品券給付事業に
１千 万円を追加補正

月 日 に 開 催 し た 第 ５ 回 臨 時 会 で は、 物 品 の 購 入、 条 例 の
一部改正、各会計補正予算の審議を行ないました。

臨時福祉商品券給付事業
物品の購入
条例の一部改正
三條議員
臨時福祉商品券給
東藻琴診療所で使用し
民間と国家公務員の給
Ｑ 付
事業の中身を詳
ているＸ線撮影装置が、 与格差を是正するため、
年数の経過に伴い故障時 期末手当の支給割合を０． しく伺う。
の交換部品の確保が難し ０５月分引き下げる人事
くなっていることから、 院勧告が行なわれたこと
福祉課 新型コロナウイル
参事 ス感染症の影響に
現有機器を更新すること を踏まえ、大空町議会議
について、可決しました。 員の議員報酬及び費用弁 より、日常生活に影響が
機器更新により、画質 償条例、大空町特別職の 生じている方に対し、大
や操作性の向上に加え、 給与に関する条例、大空 空町内で使用できる商品
撮影台が昇降式となり、 町職員の給与に関する条 券を給付することによっ
患者や医療スタッフの負 例の一部を改正すること て生活を支援するととも
担軽減と安全性の向上が について、可決しました。 に、町内での消費喚起を
図ることを目的としてい
図られます。
ます。
各会計補正予算
令和２年度の町民税、
道民税について、同一世
帯の方が非課税である方
を対象者とし、１人につ
き１万円分の商品券を給
付するものです。
令和２年度一般会計補
正予算では、非課税世帯
を対象者とした臨時福祉
商品券給付事業のほか、
故障した農業構造改善セ
ンターのボイラー配管の
取替工事費などの補正予
算について審議し、可決
しました。

テレワークや
ワーケーションの考え方は

人口減少に歯止め
町長
をかけるため、総
合戦略では２０４０年に
６千人の人口規模を確保
することを目標とし、こ
れまで移住定住の促進に
関わる制度として、住宅
用地の分譲等、移住者の
受け入れと定住の促進を

図ってきました。
現在、２期目の総合戦
略を進めていく中で、住
宅の支援に持ち家と借家
両方の支援施策や移住さ
れたあとの交通及び冬季
対策に対する支援、雇用
の場の提供など、定着さ
せていくための支援が必
要ではないかという評価、
反省を踏まえながら分析
を加えて検討していると
ころです。

町長▼アフターコロナに向けて
検討を進めていくことが必要

致企業の方々と連携をす
るというベースを大切に
しながら模索をして、需
要と供給のマッチングを
上手にし、出遅れること
がないように進めたいと
思っています。
移住・定住促進に
問 関
わる各種支援制
度のこれまでの実績や成
果、今後の方針について
伺う。

度の制度開始以来 件の
申請があり、そのうち８
件の方が町外で勤務され
ています。
住替え助成については、
平成 年度の制度開始以
来１１１件の登録があり、
売家が 件、借家が 件、
そのうち今年度の新規登
録の売家が 件、借家が
３件となっています。
民間賃貸住宅の家賃助
成、改修助成については、
本年３月 日をもって制
度を終了しています。
34

17

令和２年４月に新
問 設
した移住・定住
支援室の設置の目的と、
現在までの取り組み状況
について伺う。

更新したＸ線撮影装置
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移住・定住 各種支援制度
支 援 室 長 の実績と成果
についてですが、住宅用
地の分譲は、平成 年か
ら 区画造成し、 区画
が売買されていますが、
今年度４区画の売買が締
結され、分譲地は残り１
区画となっています。
子育て世帯に対する補
助については、平成 年

「ワーク（労働）」と「バケーシ
ョン（休暇）」を組み合わせた造語。
観光地などでテレワーク（情報通
信技術を利用した時間や場所の制約
を受けない働き方）を活用し、働き
ながら休暇をとる過ごし方。

11

31

新型コロナウイル
移住・定住 現在までの取
問 ス
支 援 室長 り組みとして、
の感染拡大に伴
移住相談、移住定住サイ い、働き方を見直す動き
ト「オオゾライフ」やＳ が出ており、テレワーク
ＮＳでの情報発信、お試 やワーケーションなどの
し暮らし（新型コロナウ 注目が高まっているが、
イルス感染症により、今 町としての考え方につい
年 度 は 受 け 入 れ を 中 止 ）、 て伺う。
空き家登録及び住替え促
進、無料職業紹介所の運
営を行なっています。

テレワークやワー
町長
ケーションの促進
というものは、新型コロ
ナウイルス感染症の流行
に伴い、新しい働き方と
認知されています。新し
い生活様式、新しい働き
方に対応するため、都市
部から人の移動が見込ま
れる状況下において、ニ
ーズの高まりを感じてお
り、アフターコロナに向
けて検討を進めていくこ
とが必要と考えています。
さまざまな形で現在お
付き合いのある企業や誘

ワーケーションとは
一口
メモ
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新型コロナウイルスの感染拡大により、各国での輸出入制限の動きから、緊急時に自国の食料を安
定的に確保するという食料安全保障の重要性が高まっています。また、各種イベント事業の中止や飲
食業利用者の大幅減などにより、地域経済への打撃も深刻化しています。
農業においては、インバウンド需要の落ち込みや中食・外食産業の低迷で、米や牛肉・乳製品など
の需要が減少し、需要喚起と価格の回復対策が急務となっています。特に米においては、大幅な消費
減少に加え、主産地の豊作基調により需給が緩和し、来年に向けては大規模な減産が求められていま
す。
農業を基幹産業としている北海道は深刻な問題となっており、今後も影響が続くと農業者の経営困
窮や関連企業の縮小・倒産など、地域経済に大きなダメージを与えるため、次年度以降も安心して営
農を継続できるよう、新型コロナウイルス対策の強化を図り、地方自治体への対策関連予算を十分に
確保し、適時対応するよう要望します。

本町も人口減少に
町長
歯止めがかからず、
要因は出生者数と死亡者
数のアンバランスや社会
的要因の転出超過が挙げ
られ、地域の中で働き手
が足りないという声が多
く寄せられています。
従来、役場内のそれぞ
れの部署で移住や定住に
関する対応を進めてまい
りましたが、ワンストッ
プで対処できる部署が必
要であると考え、移住・
定住支援室を設置するこ
ととしました。現在、正
職員２名、会計年度任用
職員４名を配置し、業務
を進めています。

27

94

オオゾライフ

★上記の要望意見書を全会一致で採択し、国に対して提出しました。

移住・定住の魅力的な
支援制度が多数あります。
是非、お知り合いの方達
にお伝えしてください。

27

42 16

後藤 忍 議員

２ 新型コロナウイルス感染拡大によって落ち込んでいる農畜産物の需要を喚起する対策を強化し、
今後もコロナ禍での影響試算と対策を拡充すること。
特に、米の需給・価格安定に向けた対策を早期に実施するとともに、来年度に向けた米政策につ
いても抜本的な見直しを図り、需給調整機能が発揮される仕組みを構築すること。
しのぶ
ご とう

11月臨時会
47

１ 新型コロナウイルス感染拡大が続くと、一層のインバウンド需要の落ち込み、観光事業の低迷や
外出自粛などで経済損失が拡大し、地域社会全体への影響は必至なことから、地方自治体への対策
関連予算を十分に確保し、適時対応を図ること。
移住定住サイト「オオゾライフ」

コロナ禍による地域経済対策を求める要望意見書（要旨）

一般
質問
我が町政を問う

不育症とは、一般
問 的
に妊娠可能な年
齢にある女性が、妊娠は
するが流産や死産を繰り
返して、結果的に残念な
がら子どもを授かること
ができない場合と定義さ
れている。原因は様々だ
が、適切な治療により８
割以上の方が無事に出産
にたどり着くことが、最
近の研究によって分かり
始めている。
大空町においても、事
業として支援していく必
要があると思うが、何か
考えがあるか伺う。
は、平成 年度から不妊
治療の独自助成を行なっ
ています。
現在、国では不妊治療
の助成額の引き上げなど
の検討も行われており、
北海道では、平成 年か
ら不育症治療の助成を行
なっています。また、道
内の自治体には独自に上
乗せ補助を行っている自
治体もあるようです。
不妊治療や不育治療の
支援拡充は、大空町とし
ても検討したいと思いま
す。
福祉 不妊治療費助成は、
課長 国費による支援と
して、不妊治療費の一部
に対する補助制度があり
ますが、実際には治療が
長期化したり、国費の対
象外となる治療方法を受
けられる方もおり、大空

不育症治療を
支援する考えは

手よく変更しているつも
りです。不育症について
も、幅だし、上乗せを十
分検討し、内容について
考えてみたいと思います。
また、事前の相談体制
というものも大切だと思
っています。現在、保健
師と町民の方が接する機
会は、母子保健手帳を交

付するところから関係が
生まれるのが一般的です。
治療の制度を知っても
らうための発信も必要で
あり、さまざまな講座等
を通じてＰＲし、相談を
受け付けていける体制づ
くり、仕組みづくりを確
立していかなければなら
ないと考えています。

町長▼独自の支援ができないか
検討していきたい

金銭的な支援につ
町長
いては、国や北海
道の動向が明らかになっ
てからということではな
く、大空町として率先し
て取り組んでみたいと思
います。町ではさまざま
な分野で、制度を使い勝

町では少子化対策の一環 ていきたいという考えも
として独自の制度を設け、 ある。
母子保健事業を担って
所得や年齢の制限を設け
ず、対象を拡大した独自 いるのは町の保健師であ
助成を行なっています。 り、さまざまな悩みを相
平成 年度の制度発足 談できる支援体制を大空
以来、 組のご夫婦にご 町としても先行して拡充
利用いただき、 人のお するべきではないか。
また、助成に対して上
子さまが無事に出生を迎
えられており、引き続き、 乗せしている自治体もあ
支援していく必要がある る。大空町でも行なうの
であれば、しっかりと予
と考えています。
算をつけ、所得制限など
も見直すべきではないか
と思うが、どのように考
えているか伺う。

不妊治療について
問 は
、私が質問し、
助成拡大をしていただい
たが、実績については素
晴らしいものだと思う。
国は、不育症の検査費
用を助成している自治体
に対して補助をする仕組
みを検討しているが、将
来的には、相談支援体制
の拡充、カウンセリング
などの保険適用を目指し
◆対象となる方

上地史隆 議員

介護保険料を下げる考えは

不妊治療に対しま
町長
しては、都道府県
を事業主体とした国の支
援制度がありますが、治
療内容や年齢などの制限
があり、十分ではないと
いう判断から、大空町で

29

町長▼今後引き下げなども検討していきたい

不育症の因子を特定するための検査・検査結
果に基づく治療に要した費用に対して、１回に
つき 10 万円まで助成

うえ ち ふみたか

保険料の設定は他の市
町村と額だけを比較して
決めるものではなく、高
齢者人口の推計やサービ
スの見込みなどを総合的
に見込んで設定していか
なければなりませんが、

◆助成の内容

17

自分の質問で拡大した
不妊治療の助成で、
大空町に 17 人の新たな
命が誕生したことに
感動しています。

今期の給付実績、今後は 中で、引き下げることが
施設等の整備が当分見込 できないか検討を行なっ
まれないこと、基金の額 ているところです。
などから推定すると、次
給付見込みに対し
期の保険料を引き上げる
問 て
実施額が低かっ
要素はないと考えており、
中期的な視点も加味した たのは、コロナの影響に
より限られたサービスし
かなかったことも影響し
ているのではないか。

北海道では、不育症に関する治療や検査を受
けている方の経済的負担を軽減するため、不育
症治療助成事業を実施しています。

課題としては、や
町長
はり人材の確保が
大きなものだと思ってい
ます。町内にお住まいの
ご高齢の方々がどういっ
たサービスを望まれてい
るか、そこをどのように
実現していくか、そうい
った議論もいただきなが
ら、第８期の介護保険事
業計画を策定してまいり
たいと考えています。

※制度の詳細は北海道のホームページに掲載されて
います。

３月８日
（月）
から

北海道不育症治療助成事業

第59号（令和３年２月） 6
大空町議会だより
第59号（令和３年２月）
大空町議会だより
7

・夫婦のいずれか一方が道内に住所を有すること
・法律上の婚姻をしていること
・夫婦の前年の所得（合計額）が 730万円未満で
あること
・産科または婦人科を標榜する国内の医療機関に
おいて検査または治療を受けていること

◆定 例 町 議 会は、年４回（３月・６月・９月・１２月）
3月定例会は、
開かれます。また、臨時町議会は必要に応じて随
時開かれますので、お気軽に傍聴においでください。
開かれる予定です。
◆詳しくは、議会事務局までお問い合わせください。
※新型コロナウイルス感染症対策のためマスクの着用・手指の消毒をお願いします。

2 回以上の流産、死産、あるいは早期新生児
死亡の既往がある方のうち、次の要件にすべて
該当する方

議会の傍聴はお気軽に！

23

介護保険制度は地
現在は、第７期介
問 域
町長
保険であり、市
護保険事業計画の
町村が保険者として制度 最終年にあたり、保険料
を実施していることから、 は１人あたり平均で月額
歳以上の第１号被保険 ５千２００円となってい
者の方々が納める介護保 ます。第１期では、平均
険料は、市町村が３年ご ２千９００円だったので、
とに介護保険事業計画を １．８倍に上がっていま
策定し、保険給付費の見 すが、これは高齢化の進
込みに基づき、具体的な 展や介護サービスの充実
金額を定めているため、 などが背景として考えら
市町村で保険料に大きな れるところです。
開きがある。
このような中、収入が
また、介護保険制度が 減少したことなどで、保
始まった２０００年度か 険料を納めることが難し
ら保険料は全体的に平均 くなっている方もいらっ
約２倍以上に上昇し、厚 しゃいます。国の施策と
生労働省の調査では、保 して、保険料の減免措置
険料の滞納により預貯金 を行なっており、大空町
や不動産の差押え処分を においても減免を受けら
受けた高齢者が増加して れている方が数名います。
いる。
大空町の保険料は、管
このようなことから、 内的に見て、上から数え
大空町の保険料の現状に たほうが早いほうであり、
ついて伺う。
高いというご意見がある
ことも十分承知をしてい
ます。
65
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一般
質問
我が町政を問う

旧東藻琴村と旧女 整備等のほか、自治基本
問 満
別町が合併して 条例の策定など、まちづ
令和３年３月 日で 周 くりの方向性を示してき
年を迎える。当初、両地 ました。大空町のまちづ
区の個性を融合させるべ くりは道半ばです。課題
く計画を立ててスタート は、「一体感の醸成」が
したと思うが、現状と課 一番だと思います。
題、今後について、また、 合併の効果は、財政面
財政効果を伺う。
で交付税の合併特例、合
合併に伴い東藻琴 ―女 併特例債の活用、さらに
満別間の短絡道路の整備 人件費の縮減など、大い
について、検討したこと に効果があったと思いま
はあるか。既存の道路整 す。結果として、基金残
備と並行して、短絡道路 高は増え、実質的な起債
等の整備をすることが必 残高は減少している状況
要だと思うが。
にあります。
合併後も人口が減って
道路の整備については、
いるが、今後の成長戦略 まず現道を中心に整備を
にどのような施策が必要 行なっており、新設短絡
と考えているか伺う。
路線の整備は検討したこ
とがありません。現在、
開陽中央線を連絡道路と
位置づけ、整備を進めて
いますので、ご理解いた
だきたいと思います。

る方に手が差し伸べられ
ないということがあるか
もしれません。
今後も困窮されている
方々の支援、どのような
手だてができるか施策を
考えたいと思います。

町村合併により東藻琴 女
- 満別間
の短絡道路が必要では

新たな一般廃棄物
問 最
終処分場の建設
予定について伺う。
新たに建設する施
町長
設は、一般廃棄物
最終処分場と焼却処理施
設を一体に検討している
ところです。
最終処分場の建設には
分別等により延命が図られている最終処分場

一般廃棄物最終処
問 分
場の旧処分場と
現処分場の現状について
伺う。
旧最終処分場は埋
町長
め立てを終了して
おり、発生しているガス
濃度、水質の安定化、埋
立地堤体部に変異がない
ことが確認され
れば、最終の覆
土をして廃止と
なります。
現在の一般廃
棄物最終処分場
は、平成 年か
ら供用開始し、
埋め立て期間は、
平成 年３月ま
での 年間です
が、あと５、６
年は埋め立てで
きる状況です。

各市町にある施設
町長
の相互利用も考え
ながら議論を進めます。

すでに近隣の市町
問 で
は整備を終えて
おり、広域処理について
は結論をだす時期にきて
いると思うが。

５、６年、焼却処理施設
の整備には７、８年かか
ると言われています。最
終処分場の施設整備には
環境省の指針で、破砕や
焼却などの中間処理施設
が必須、焼却処理施設の
整備は広域が必須として
求められています。この
ため、広域も含めて焼却
処理施設、埋め立ての最
終処分場、一体となって
協議しなければならない
と考えています。

新たな一般廃棄物
最終処分場の建設は

生活に困窮されて
町長
いる方をどのよう
に把握するべきなのかと
いうところが一番難しい
と思っています。公平感
ばかりが先に立ち、結果
として本当に困られてい

新型コロナウイル 帯に対し、１人あたり１
問 ス
の拡大で、働く 万円の臨時福祉商品券の
高齢者、障がい者、母子 給付をするべく事務を進
家庭等の収入が大幅に減 めているところです。
少したり、職場を解雇さ
実態を把握するの
れたなどの事例はないか。
問
は難しいと思うが、
弱者対策の現況と課題、
町ができることはまだあ
今後について伺う。
るのではないか。
子ども宅食や生活困窮
者への宅食事業について、
以前にも質問したことが
あるが、国や北海道、町
のいろいろな制度の狭間
で、手の届かないところ
を施策に取り組むことが
大事だと思うが。

制度の狭間で
手の届かない弱者対策は

人口減少に対する
ており、その巴沢からど
問 施
策がしっかりと
のようなところで東藻琴
側に降りるかということ していなければ、いろい
であり、最短のルートで、 ろなところで弊害が出て
どういう路線がよいか、 くると思うが。
今はまだ十分検討してお
子育てや教育の負
りません。これから先の
町長
担軽減、不妊治療
路線については、今後の
議論によると思います。 等も行なっています。一
一体感の醸成のために 方で、産業・医療・観光
は交流が必要であり、交 の部分を全力で取り組ん
流のためには移動手段や でいかなければ、人口減
道路の整備等が必要であ に歯止めがかからないと
ると鑑み、今後も努力し 思います。何とかこの人
口減に挑んでまいります。
ます。

町長▼ 最短でどういう路線がよいか検討
していない。今後の議論による

合併して 15 年になり
ます。財政的な合併効果
がある反面、色々な形で
町民皆さんの負担が
増えているなと危惧
しています。

総合計画等の中で、
人口減少は、大変大き
町長
大空町の進むべき
な課題です。これを克服
して、さらに地方創生の 方向、まちづくりの考え
実現を図ることを目的に 方を示しています。
さまざまな催し物など
総合戦略を策定し取り組
みを進めています。総合 を通じて、町民相互の交
戦略の柱は「移住促進・ 流が図られる、そういう
雇用確保」「人材の育成」 取り組みを今まで以上に
「定住の促進」の三つで 進めます。
あり、この政策を実現す
既に開陽中央線の
るため、移住・定住支援
問
改良工事が行われ
室を創設したところです。
ているが、距離の短縮に
合併に対する期待 は繋がらないと思う。緊
問 と
懸念があり、サ 急時の救急車、消防車な
ービスの負担増や地域間 ど、時間との勝負の事案
の格差等が懸念として挙 が必ずあると思うが。
げられていた。当時、目
現在利用されてい
的としたことの評価をし、
町長
る主な道路は、両
これからのビジョンを作
成して、町民の皆さんに 方のルートとも東藻琴市
見える形でお知らせし、 街地と女満別市街地を結
懸念を解消すべきだと考 ぶ距離は約 キロです。
現在の開陽中央線改良
えるが。
工事は、巴沢地区に向っ

三條幸夫 議員

町長▼一般廃棄物最終処分場と
焼却処理施設を一体に検討

新町建設計画、総
町長
合計画に基づき、
子ども医療費の助成拡大、
診療所、障がい者施設の

さんじょうゆき お

町長▼どのような手だてができるか
検討したい

16
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第59号（令和３年２月） 8
大空町議会だより
第59号（令和３年２月）
大空町議会だより
9

15

新型コロナウイル
町長
スにより、町内に
おいて、どれだけの方が
収入減を余儀なくされて
いるのか。また、どの程
度生活に困窮されている
のか。詳細をすべて把握
できていないというのが
正直なところです。民生
委員、児童委員、社会福
祉協議会などの関係団体
に協力をいただきながら、
情報収集、対策を講じた
いと思います。
町では、税、使用料等
の減免、また、非課税世

15 31

改良工事中の開陽中央線

31

一般
質問
我が町政を問う

れる検査で自己負担はあ
りません。一方で自費検
査は、仕事で渡航する際
に陰性の証明が必要であ
るという場合に、民間病
院などで行われている検
査で、保険適用も公費負
担もなく、数万円と言わ
れている費用は、自己負
担、若しくは雇用先が負
担するという
ことで現在は
実施されてい
ます。
保健所に確
認したところ、
管内で自費検
査を実施され
ている病院は
把握できてお
らず、すべて
が行政検査で
あると受けと
めています。
自費検査が

齋藤宏司 議員

しごとコンビニ事業による
雇用対策を

町内で感染症患者
問 町内の医療介護施 問 が
設の状況と支援に
増えてきた場合、
ついて伺う。
介護施設、医療機関の人
的な確保は大丈夫か。
本町の医療介護施
町長
北海道には、集団
設では、現在、幸
町長
感染などが発生し
いなことに新型コロナウ
イルスの感染は確認され た場合、専門家を現地に
ておりません。各事業所 派遣して指導や助言等、
で独自にルールや基準を 技術的な支援を行う事業
定め、感染対策に努めら や介護職員の応援派遣事
れているからだと受けと 業があり、場合によって
は活用させていただくと
めています。
町の支援として、衛生 いうことになろうかと思
資材の購入費を支援する います。
補助制度を創設いたしま
ＰＣＲ検査の自己
した。町ができることは、
問
負担費用について
施設の消毒や物品の搬入、
支援制度を緊急に創設す 助成する考えは。
るということが考えられ
ＰＣＲ検査は、行
ます。町の職員が対応で
町長
政検査と自費検査
きるようなものであれば、
人的な支援もできる限り の２種類があり、行政検
協力をしたいと考えてい 査は感染症が疑われる患
者や濃厚接触者に実施さ
ます。

さいとうひろ し

新型コロナウイルス
感染症への対応と支援は
町長▼必要な支援策に取り組む

例えば一家の一人
町長
がフルタイムの仕
事につき、もう一人がし
ごとコンビニ的な形で副
収入を得るといった考え
方もあるかと思いますの
で、今後、仕事を紹介し
ていく中で、いろいろな
タイプの働き方を用意し
ながら提示することも考
えていきたいと思います。

雇用する側も新し
問 い
形態の考え方と
なれば、もっと仕事の幅
が増えると思うので、し
ごとコンビニを検討願い
たい。

で、マッチングをさせて
いくことによって、マッ
チングの度合いが高まっ
てくるのではないかと思
っています。

一般に広く実施されると
簡易検査を行なっ
町長
いうことになった際には、
たとしても、その
町でも助成措置は当然の ときに感染していないと
ことながら考えていくべ いうことが確認されるだ
きだと思います。
けで、翌日に感染をする
かもしれないということ
ＰＣＲ検査キット もあり、個人の気持ちだ
問 が
販売されている けで、そういう動きをし
が、購入費用の助成は検 てしまうことはよくない
討しているか。
と思っています。
例えば、町内でクラス
ターが発生し、施設職員
全員の検査をやりたいと
いう意向があり、それが
行政検査から外れるとい
うような場合が生じてく
るのであれば、町が全額
を持ちますので検査して
みましょうというような
判断はできるかと思いま
すが、ご本人だけの判断
で検査することに対して
助成をする考え方は今の
ところ持っていません。

朝５時から７時ま
移住・定住 しごとコンビ
問 で
支 援 室 長 ニ事業を展開
働き、月５、６
している東川町に確認し 万円になればいいという
たところ、新しい就労形 方もいる。業種を選ばな
態であるため、働く環境 ければ、仕事がないわけ
の整備や運営組織の設立 ではないと思うが、そう
が必要ということです。 いう方も多くいることを
現在の無料職業紹介所 分かっていただきたい。
を確立させた上で、次の
高齢者就労センタ
ステップとして、検討を
町長
ーに対する農業者
進めたいと考えています。
の雇用の条件は、朝早く
から夜遅くまで、馬車馬
のごとく働くスーパー高
齢者を世話してほしいと
いうような話も聞いたこ
とがあります。
２時間でよいとか、午
前中だけでよいとか、雇
用する側の発想を変えて
いくことも移住・定住支
援室の役割の一つに今後
なってくるのではないか
と思います。そこを上手
に理解していただいた中

町長▼いろいろなタイプの働き方の提示を検討
今年度から、移住 も活用し、求人側、求職
問 ・
定住支援室が設 者側双方の意見を参考に
置され、コロナ禍の中で しながら、次年度へ繋げ
いろいろな取り組みをさ てまいりたいと思ってい
れているが、職業、職場 ます。
紹介制度の現状と課題を
町民の雇用対策と
伺う。
問 新
しい地域社会づ
本年４月から、無 くりのため、しごとコン
町長
料職業紹介所を開 ビニ事業を実施する考え
始しています。人材確保 は。
を目的とし、職員が自ら
各企業や団体から収集し
た情報とハローワークの
情報を移住定住版のホー
ムページ
「オオゾライフ」
に掲載し、働きたい方と
働き手を求める事業者を
マッチングさせる事業と
なります。
しかし、簡単にマッチ
ングができているという
状況にはまだ至っており
ません。広報誌への定期
的な掲載、さらにＳＮＳ
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議会だよりの裏表紙に、
「町民の声」として、町民の方の議会に対する思いや考えを
掲載しており、寄稿いただける方を募集しています。
また、
「有料広告」として、民間事業者の広告を募集しています。議会だよりは年４回、
町内全世帯に配布しており、広告料は１回３，０００円となっています。
「町民の声」
、
「有料広告」の掲載希望がありましたら、議会事務局までご連絡をお願
いします。
問い合わせ先 大空町議会事務局 ℡0152-74-2111（内線 266）
2017年に岡山県奈義町が創設し、本年４月から上川管内東川町も事業に取り組んでいます。
企業や個人の「ちょっとだけ手伝ってほしいという声」と町民の「ちょっとだけ働きたいという声」
を繋げる仕組みで、企業に雇用されることなく、自分の都合や希望に合わせた仕事ができる新しい就労
形態です。
仕事例として、封筒入れ、封緘、袋詰め、梱包等の軽作業や、パソコンを使ったデータ入力、データ
整理など、またブログやＳＮＳの更新、ホームページの更新などが想定されています。

コロナで自治会、
団体の忘年会や
新年会もすべてカット。
コロナの早い収束で、
皆様との懇親を深めたい
と思います。
しごとコンビニで裁縫業務を受託した女性
（写真提供：東川町しごとコンビニ事務局）

『町民の声』・『有料広告』を募集しています！
しごとコンビニ事業とは
一口
メモ

一般
質問
我が町政を問う

新型コロナウイル
町長
スの感染拡大防止、
地域経済の底支え、住民
生活の支援を図るため、
地方創生臨時交付金が市
町村に交付され、大空町
には、総額３億３千 万
７千円が配分されること
となっており、これまで
の定例会及び臨時会にお
いて補正予算を計上し、
支援事業を提案させてい
た だ い て い ま す。（ 主 な
支援施策及び対策事業は
下表のとおり）
評価については、事業
の多くが継続中というこ
ともあり、現段階におい
て評価するに至っていな
い状況です。

コロナ対策に関す
問 る
予算措置の考え
方、執行状況、評価のあ
り方について伺う。
国においては、税
町長
等の徴収の猶予、
軽減、減免措置が講じら
れ、町の独自措置として、
使用料等の私債権、非強
制徴収公債権において履
行の延期、さらには減免
措置などを講じています。
税や使用料など歳入の
減少というものが見込ま
れますが、一方で予定し
ていたイベントや行事、
会議の中止、規模縮小な
ど、歳出予算が執行され
ない状況があり、さらに
国からの交付金も３億３
千万円配分されておりま
すので、今年度は何とか
やりくりがつくのではな
いかと考えています。

コロナ対策におけ
問 る
国の支援措置と
町財政への影響について
伺う。

今後の財政運営の
あり方について伺

新型コロナウイルス対策
事業の積極的な執行を

収入が減少した世帯の状況に応じ、使用料等（公

町長▼ 場合によっては一般財源の活用も
含め覚悟を持って対処していく

減免措置等

態度を養うことに意を払
っていかなければならな
いものと認識しています。
カリキュラム改革、公
設塾の設置、寮の機能向
上を三つの柱としてこれ
まで取り組んできたとこ
ろであり、学校開校後も
継続して、高校魅力化推
進事業をさらに充実させ
てまいります。

を全額または５割減免

問

重ね、完成形に導いてく
ださるものと考えており
ます。
教育委員会の基本
教育長
的役割としては、
教育環境を整え、教育の
質を高めることであり、
生徒達に必要な思考力、
判断力、表現力を育み、
主体的に学習に取り組む

住・し尿処理・保育園・奨学金・高校寮・上下水道）
使用料・手数料の減免

線未整備世帯に対する工事費用の補助
整備

う。
来年度も、予防や
町長
まん延防止措置、
暮らしの不安解消、経済
活動の維持などに取り組
んでいかなければならな
いと考えています。
国は、第３次補正予算
を編成し、追加の臨時交
付金を検討されているよ
うであり、基本的には国
からの交付金を充当する
考え方でおりますが、こ
れらは繰越予算になる部
分が多いのではないかと
考えており、場合によっ
ては町の一般財源を持ち
出さなければならない状
況もありうるかもしれま
せん。常にその覚悟は持
って対処していくつもり
です。

ために必要な力を身に付 年度から入学する生徒は、
けられるよう、教養講座 基本的に東藻琴の寄宿舎
に入っていただく方針と
も実施しています。
しています。
なお、道外出身の寮生
校舎の改修と寮の
問 運
営方針について も考えられることから、
生活面や精神面をサポー
伺う。
トするため、ハウスマス
校舎の改修工事は、 ターを２名配置すること
教育長
機能性の向上、衛 としています。
生環境の改善を目的に、
過渡期における教
総合学科の幅広い教科に
問
育委員会及び町の
対応した多目的教室を確
保するとともに、校内通 役割について伺う。
信ネットワーク整備のほ
しっかりと方向性
か、Ｗｉ‐Ｆｉ環境の整
町長
を示し、土台を作
備も併せて実施すること
ったりレールを敷くこと
としています。
また、本年度は東藻琴 が町の役割だと考えてい
高校の寄宿舎についても、 ます。
居室やトイレの一部改修、 大空高校がスタートす
Ｗｉ‐Ｆｉ環境の整備を ることとなり、これから
行うなど、居住環境の改 はさらに様々な方々のご
議論をいただきながら、
善を図っています。
寮の運営について、来 取り組みを一つ一つ積み

公共的空間安全・安心確保 公共施設の手洗い場の水栓・照明の自動化、感染

松田信行 議員

大空高校過渡期における役割は

バス事業者への支援

援
生活路線バスの運行継続に対する支援

宿泊支援事業

し、固定資産税の５０％分を補助金として支援
宿泊者減少で影響を受けている宿泊事業者への支

誘致企業等支援事業
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休業要請協力金事業

費を支援
町からの休業要請協力事業者を支援
売上が減少している資本金１億円以上の法人に対

商工業者店舗家賃助成事業

続化を支援
売上減少で影響を受けている商工事業者の店舗経

商工業持続化支援事業

売上減少で影響を受けている商工事業者を支援
売上減少で影響を受けている飲食店業者を支援
売上減少で影響を受けている商工事業者の事業持
プレミアム商品券事業
飲食店応援商品券事業

まつ だ のぶゆき

町 長▼しっかりと方向性を示し、土台を作り、レールを敷く
教育長▼開校後も継続して高校魅力化推進事業を充実させる

公設塾でのオンライン講座

大空高校開校に向 ョップも併せて開催して
問 け
ての周知、ＰＲ います。
活動及びオープンキャン
公設塾は、大空高校開
パスの開催状況と公設塾 校に先駆け、昨年９月に
の取り組みについて伺う。 開設しています。公設塾
では、個々に応じた様々
な教育活動を展開し、習
熟度に応じた基礎学力の
向上に努める生徒のコミ
ュニケーション能力の向
上や、社会で生きていく
大空高校の周知、
教育長
ＰＲに関しては、
今年度の教育行政執行方
針においても情報発信に
力を注ぐとしていたとこ
ろであり、町内はもとよ
り道内外に対し、様々な
媒体を使いながら精力的
に取り組んできたところ
です。
オープンキャンパスは
９月 日に東藻琴高校を
会場に開催しており、道
内外から生徒や保護者を
含め１００名を超える方
々に参加をいただき、施
設見学のほか、参加した
生徒を対象とした外部講
師による講話やワークシ
26

事業
予防に必要な資材（防護衣、消毒液等）の購入
芝桜公園感染防止施設整備 入園者の３密を避けるため券売機を増設
学校のオンライン学習環境 国が進める１人１台のパソコン端末の整備、光回

議会の情報公開を進めるため、
審議状況をインターネット上で
ライブ映像、録画映像を配信して
います。
傍聴に行けない方など、ご家庭
のパソコン、スマートフォン、タ
ブレット等でご覧いただけます。

感染拡大防止対策（24事業）

議会インターネット中継・
録画映像のお知らせ

39

今回のキーワードは、
コロナ禍における
対策の即断即行と、
大空高校に求められる
共学共創です。

町民生活に対する支援・地域経済対策（23事業）

一般
質問
我が町政を問う

声

Voice

町民の

地域防災力の
向上を目指し
ふじ

藤

い

とも

やす

井 智 靖

さん

（網走地区消防組合女満別消防団長）

令和２年４月１日に山下町長より辞令をいただ
き、岩原前団長の後任として女満別消防団長に就
任しました。地域防災の要となる組織の長とし、
身の引き締まる思いであると同時に、その職責の
重さを痛感しております。
コロナ禍の中、今期は４月から６月の定例訓練、
春の演習、新春の出初式などが中止となり、７月
から10月までの短い期間に感染対策を施した変則
的な定例訓練、夜間訓練を行うのみとなりました。
町民の生命、財産を脅かすあらゆる災害に対処

する活動を任務とする消防団員は、日々の訓練に
より身についた技能をもって、災害現場において
力を発揮することができます。現在、通常の訓練
ができない状況にありますが、新型コロナウイル
ス感染予防策の徹底を図りながら臨機応変に、消
防団の運営を行う所存であります。
町民の皆様におかれましては、これからも消防
団活動に対してのご理解ご協力をよろしくお願い
いたします。

なつかしの一枚

－藻琴軌道－
昭和10年、東藻琴市街と藻琴駅間の15.2キロをガソリン軌
道が走り始めました。
物資の輸送が主目的でしたが、地域住民の便乗も許され、軌
道の運行はとても喜ばれたそうです。
その後、山園・東洋まで敷設延長され開拓が進みましたが、
道路網の整備により自動車交通が頻繁となり、昭和39年、軌
道は30年の歴史に終止符を打ちました。
（東藻琴村史より抜粋）

深川

近藤哲雄（発行責任者）

皆 さ ん は『 鬼 滅 の 刃 』 と い う
作 品 を ご 存 知 で し ょ う か。 コ ロ
ナ 禍 に も 関 わ ら ず、 漫 画 や 映 画
が空前の大ヒットをしています。
こ の 作 品 は、 主 人 公 の 家 族 が
鬼 に 惨 殺 さ れ、 唯 一 生 き 残 っ た
妹が鬼と化してしまうところか
ら物語が始まります。
妹を人間に戻す方法を探すた
め、 主 人 公 は 様 々 な 試 練 を 仲 間
の協力や兄妹の絆で乗り越え、強
敵を倒しながら成長していきま
す。
憎むべき鬼にも悲しい過去が
あ り、 主 人 公 が 涙 を 流 し な が ら
最 期 を 見 届 け る シ ー ン は、 家 族
で感動してしまいました。
議 会 だ よ り を ご 一 読 さ れ た 後、
是非ご覧いただけたらと思いま
す。
（上地）
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今後ともよろしくお願いいたします。
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※民間事業者からの有料広告を掲載しています。

