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北海道エアシステムと大空
町が主催した『大空町ふるさ
と 教 育 チ ャ ー タ ー 事 業』が、
大空高等学校の生徒を対象に
開催されました。
オホーツク上空飛行体験や
航空に関するお仕事講座など
を受講し、女満別空港を身近
に感じ、地域の魅力を探究で
きたのではないでしょうか。

北海道大空町議会

専決処分の承認

計画の策定・見直し

歳以上の方が対
住民
課長 象で、令和３年度
は現時点で 名の返納が
あり、農村地区の方が６
名、市街地区の方が 名
です。

月臨時会

報奨金制度は令和２年
度から開始しており、令
和７年３月 日までと要
綱で定めています。

議案、人権擁護委員の推薦や条例改正議案、

保健衛生諸負担金
三條議員
網走厚生病院脳神
Ｑ 経
外科医療体制整
備事業負担金の追加補正
について、内容を伺う。
福祉 斜網地域１市４町
課長 で、網走厚生病院
に脳神経外科の開設をお
願いし、運営費の負担を
することにしています。
過日、昨年度の収支報
告（６，７３７万９千円
の赤字）があり、定めて
いる割合に応じ、５０８
万１千円を大空町が負担
するものです。

条例の一部改正
大空町会計年度任用職
員の給与及び費用弁償に
関する条例の一部改正に
ついて、可決しました。

補正予算

令和３年度一般会計補
正予算について審議し、
可決しました。
リール式散水機維持管理
事業
上地議員
台分の修理費と
Ｑ いう
ことだが、ど
のような不具合が生じた
のか伺う。
また、干ばつにより、
保有している 台のうち
台を貸出している。も
う少し台数を整備する必
要があるのではないか。

総務課 空港利用拡大のた
参事 め、感染症リスク
を低減したうえで旅行意
欲の向上を促すことを目
的とし、女満別空港発着
のツアー造成、催行する
旅行事業者に対して支援
を行なうものです。

空港対策費
三條議員
女満別空港利用促
Ｑ 進
事業負担金の内
容を伺う。

産業課 散水ノズルの不具
参事 合や油圧計の故障
など、修繕内容は多岐に
わたります。
増台については、女満
別水利組合と協議して追
加導入を図り、令和６年
度から散水できるように
進めていきたいと思いま
す。

総合 水質検査の結果、
支所長 レジオネラ菌が検
出されました。滅菌処理
していない井戸水を給水
タンクにためた段階で菌
が増殖していると見込ま
れるため、井戸水の使用
をやめ、水道水に切り替
えるものです。

Ｑ

藻琴山温泉芝桜公園管理
運営費
三條議員
温浴施設給水工事
の内容を伺う。

大空高等学校寄宿舎整備に伴う東藻琴幼稚園等
解体工事に４千９百万円の追加補正

9月9日～10日

大空町議会９月定例会は、令和３年度一般会計などの補正予算
議会側議案を審議し、可決しました。

条例の一部改正

令和３年度一般会計補
正予算（第６号）の専決
処分が報告され、承認し
ました。

交通安全対策費
三條議員
事務の委託
高齢者運転免許自
Ｑ 主
緑地区小水力発電施設
返納報奨金 件
の維持管理の事務の一部 分の追加について、返納
を清里町に委託すること 者の状況は。
について、可決しました。 また、この事業はいつ
まで続ける予定なのか伺
う。

令和３年度一般会計の
ほか、５特別会計の補正
予算について審議し、可
決しました。

大空町過疎地域持続的
大空町情報公開条例な
発展市町村計画の策定、 ど３条例の一部改正につ
大空町都市計画マスター いて、可決しました。
プランの見直しについて、
可決しました。
補正予算

農地一般事務費
三條議員
何の訴訟による委
Ｑ 託
料なのか伺う。
産業課 河川改修排水路整
参事 備工事の際、耕作
橋の架け替えを行なわな
かったことに対し、訴訟
を起こされたものです。

人事案件
人権擁護委員に北島惠
子氏が推薦され、適任と
答申しました。

健全化判断

令和２年度大空町教育
委員会の活動状況に関す
る点検、評価について、
報告がありました。

教育委員会の活動報告

大空高等学校職員給与費 コロナ禍における農畜産
三條議員
物の消費拡大及び高温・
当初、高等学校の 干ばつによる農作物被害
Ｑ 運
営費は、年間で 対策を求める要望意見書
約２億５千万円という説 について、可決しました。
明を受けている。その後、
幾度かにわたり増額補正
専決処分の報告
があるが、今、どのよう
な状況になっているのか。 町有車両に起因して発
生した物損事故の和解及
び損害賠償の額を定める
ことについて、専決処分
した報告がありました。
生 涯 学 習 運営費全体で
課 参 事 ２億５千万円、
うち町の持ち出し額（一
般財源）は１億２千万円
と説明しています。
今回、退職手当組合負
担金８６７万８千円を追
加補正しています。交付
税措置もありますが、町
の持ち出し額は１億３千
万円程度になります。今
後、経常経費が増えるこ
とはないと思います。

令和２年度大空町の健
全化判断比率及び資金不
足比率について、報告が
ありました。

30

14

10 月 19 日に開催した大空町議会第３回臨時会では、条例改正、
一般会計補正予算を審議し、可決しました。

31

89

建設中の小水力発電施設
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例月出納検査報告
令和３年５月から７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。

54

20

芝桜の湯（芝桜公園内）
付加価値アイディアによる
旅行者への特典を奨励

要望意見書

コロナ禍による厳しい
財政状況に対処し地方税
財源の充実を求める要望
意見書、安全・安心の医
療・介護の実現と国民の
いのちと健康を守るため
の要望意見書、国土強靱
化に資する社会資本整備
等に関する要望意見書、

84

75

女満別空港利用促進事業負担金などに
３千３百 81 万円を追加補正
10

北島惠子氏

9月定例会

総額94億4,128万円に

令和3年

一般会計2億5,475万円追加補正

令和３年度

災害は身近なもの
問 で
あり、いつ発生
するか分からない。万が
一に備え、我が町はどの
ような防災の取り組みを
行なっているのか伺う。
災害発生が予測さ
町長
れる場合、気象台
や関係機関と連携をし、
事前の情報収集と警戒に
あたっています。
過去の教訓から対策本
部を設置する役場庁舎に
非常用電源を整備しまし
た。新型コロナウイルス
対策も必要となり、昨年
月には感染症を踏まえ
た避難所の設営訓練を実
施しました。感染防止資
材、衛生消耗品の備蓄も
増強しました。
また、本年７月、Ｂ＆
Ｇ財団と防災体制づくり
について協定を締結しま

した。現在、防災倉庫を
建設しており、資機材を
整備します。海洋センタ
ーを活用した避難所機能
の拡充、防災ボランティ
アの育成なども図ってい
くこととしています。
なお、８月には自主防
災組織が錦町第１自治会
で設立されました。地域
の防災を支える、そして
共助精神に基づく自発的
町内には福祉避難
問 所
を含めて、指定
の避難所が カ所あるが、
収容人数、収容スペース
の見直しを図る必要はな
いか。
障がいのある方、高齢
者に対して、個別避難計
画を作成する考えはある
か伺う。
自主防災組織は、まだ
まだ増やしていかなけれ
ばならず、地域住民に取
り組みを周知していかな
ければならないのではな
いか。災害直後は、自衛

な活動を期待し、側面か
ら活動を支援したいと思
います。
現在、国と共同で河川
防災ステーションを整備
しており、緊急対応用の
資材や車両などが整備、
配置される予定です。

上地史隆 議員

個別避難計画を
作成しているのか
町長▼避難行動要支援者全員の
計画策定を目指したい

隊、消防の救援を待つま ています。
胆振東部地震の際
町長
でタイムラグがあるので、 地域防災組織の設立に
は情報が錯綜し、
地区ごとに訓練も行なっ ついては、さらに皆様に 情報収集をする難しさを
ていく必要があると思う ご協力をいただくよう声 痛感しました。現在は、
が。
掛けしたいと思います。 いろいろな場所から通信
災害発生時に他自治体
自治体間の協力体制は、 網を使った情報収集も可
から職員の応援を受ける 定住自立圏を形成する網 能になってきています。
受援計画を整備していく 走市のほか、稲城市、氷
今、町では、即時性が
必要があるのではないの 川町、北海道開発局、自 あるものとして、ホーム
か。
衛隊、民間団体など、計 ページ、ラジオ放送など
団体と協定を締結して も活用し、４月からは地
います。受援計画をまと デジ広報に取り組んでい
めるところまでは予定し ます。情報伝達が一番早
ていませんが、資機材の いメール配信は、９月１
調達や人的支援など、常 日現在で１，５１５件の
に連携をとりながら対応 登録をいただいており、
したいと考えています。 さらに大勢の方に登録を
いただいて情報収集をし
ていただきたいと思って
います。
また、このことを増強
させるために、現在、行
政情報を発信するための
安心生活支援システムを
構築しています。
避難所は、町民全
町長
員が避難すると当
然足りなく、親戚や友人
宅に避難する分散避難と
いう選択肢についても、
町民にお伝えしていきた
いと考えています。
高齢者や障がいのある
方は、避難行動要支援者
に該当し、対象者３８６
人のうち２３１人は、す
でに個別計画を策定して
おり、すべての方の計画
策定を目指したいと考え

子どものコロナ感染者が発生したら

把握することに限界があ
り、当事者の承諾が得ら
れる範囲で最小限の情報
提供を今後も行ないたい
と考えています。
長期間の休校とな
問 っ
た場合は、学習
機会が奪われてしまうが、
オンライン学習を取り組
める環境、体制になって
いるのか伺う。

習支援に取り組む必要が
あると考えており、すで
に一部の学校では試行的
にオンライン学習指導の
実践に取り組んでいます。
一斉のオンライン授業
に関しては、運用や指導
の課題を検証しながら、
活用の拡大を図りたいと
考えています。

教育長▼感染が拡大しないように対策を講じる
しながら感染症対策に取
り組んでいます。
コロナの疑いがあ
問 り
学年閉鎖などに
なる場合には、保護者に
メールをいただくが、そ
の後に終息したのか、ど
のような対応をしたのか
など、もう少し周知をし
てはどうか。

国が９月
問 上
旬に全
国の小中学校、
幼稚園に抗原検
査キットを配布
すると報道があ
ったが、通知は
来ているのか。
大空町に
教育長
は、幼稚
園、小中学校に
回分、大空高
校に１００回分

災害時に課題とな
問 る
のが情報であり、
刻一刻と変化する情報を、
どのように地域住民の方
に迅速に正確に伝えるの
か伺う。

が配布されることになり、
大空高校には配布済みと
なっています。
基本的に教職員が使用
することを国は想定して
おり、出勤後に発熱やせ
きなどの症状が見られ、
直ちに医療機関を受診で
きない場合に使用するも
のと伺っています。

12月21日
（火）
から

17

うえ ち ふみたか

昨年度、１人１台
教育長
の端末を一斉配置
しました。現在は教職員
の研修を精力的に進めな
がら、徐々にタブレット
を活用した授業に取り組
んでいます。
今年度に入り、コロナ
の影響による児童、生徒
の出席停止事案が発生し
ています。タブレットを
活用したリモートでの学

◆定 例 町 議 会は、年４回（３月・６月・９月・１２月）
12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。

20
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息子が発熱し、病院にかか
りました。コロナ禍という
こともあり、車に待機し電
話にてやりとりを行い診察
してもらいました。
この時期は体調を崩すこと
も多いので、皆さんも気を
つけてくださいね。

40

新型コロナウイル
問 ス
の感染急拡大で
子どもの感染が増え、子
どもを介して家庭に感染
が広がる事例もあり、夏
休みの延長や分散登校を
決めた自治体もある。
大空町においても、子
どもたちは新型コロナウ
イルスの脅威にさらされ
ているが、教育の現場で
はどのような感染対策を
行なっているのか伺う。
大空町に対する北
教育長
海道からのコロナ
感染情報は、事案が発生
した都度情報提供がある
ものの、プライバシー保
護の観点から町内におけ
る感染者発生数のみであ
り、住所、氏名、年齢、
性別、職業などは一切提
供されません。
保護者からの情報が唯
一となっている現状では、
教育委員会として詳細を

議会の傍聴はお気軽に！

10

国が作成した新型
教育長
コロナウイルス感
染症に関する衛生管理マ
ニュアル「学校の新しい
生活様式」には、基本的
な感染症対策、具体的な
感染症予防対策、感染が
広がった場合の対応など
が示されており、町では
本マニュアルに基づき、
地域の感染状況等を把握

国から配布された抗原検査キット

Ｂ＆Ｇ財団との協定書調印式

一般
質問
我が町政を問う

コミュニティ活動
問 の
現況、課題、今
後の取り組みについて伺
う。
自治会活動が成り立た
なくなっている小規模の
自治会が存在し、さまざ
まな課題を抱えているこ
とを町はどこまで把握し、
今後どのような支援、取
り組みが必要と考えてい
るのか。
自治会活動の拠点が一
部市街地にはない。地域
の空き家を会館として活
用するなどの支援ができ
ないか伺う。
町内には の自治
町長
会があり、花いっ
ぱい運動、健康づくり、
交通安全、防犯、防災、
スポーツ交流、そして高
齢者や女性・青少年の交
流育成事業など、幅広く

29

活動されている実態があ
ります。しかし、世帯数
の減少、高齢化などの理
由により、活動が縮小し
ているという状況も伝え
聞いています。
大空町発足当初から、
積極的な自治会活動を進
めるには自治会の再編も

24

空き家を自治会活動の
拠点として活用できないか

自治会の中のリー
町長
ダーを育てていく
ことは、行政の役割でも
あると同時に、自治会な
り自治会連合会としても
取り組まなければならな
いことだと考えています。

育成、自治会活動を行な
いやすくする環境整備等
は、行政がもっと関わり
を持って対策を講じてい
くことが必要ではないか。
また、地域づくりを担
うためには、活動の拠点
がどうしても必要だと思
う。自治会の中に、誰で
も気軽に集える場所があ
れば、高齢者の見守りや
自主的防災活動への取り
組みなど、もっと地域住
民の役割等を認識し、活
動が活発化されていくと
思うので、支援をお願い
したい。

きないものであり、適宜
見直しや新しい発想など
も取り入れ、鋭意取り組
んでいきます。

自治会数
２自治会
８自治会
11自治会
10自治会
11自治会
６自治会

行政改革は、なか 削減、また、事業の取り
問 な
か難しい部分も 止め、使用料や手数料の
あると思うが、行政サー 値上げにも繋がり、町民
ビスの最適化と町民の満 の皆さんの痛みも求めな
足度の向上に向けて、さ ければならないような項
らなる努力を重ねていた 目がたくさんあります。
だきたい。
課題もたくさんありま
すが、将来、この町を持
行政改革は、歳出 続的に運営していくため、
町長
の削減であるとか、 行政改革に取り組んでい
場合によっては職員数の きます。

総務課 持続可能な行政運
参事 営を行なっていく
ための新たな課題を踏ま
え、令和４年２月頃を目
標に第４次大空町行政改
革大綱及び行政改革推進
計画の決定を考えていま
す。

大空町の自治会数（加入世帯数別）

また、自治会の活動拠
点については、例えば、
地域の中に空き家が存在
し、それを買う場合、借
りる場合に対する町とし
ての支援措置などは、考
えてもいいのではないか
と思います。もし、そう
いう方向でということで
あれば、先進地の市町村
の事例なども参考にしな
がら、お諮りをしたいと
思います。

町長▼自治会から設置要望等は
届いていない

必要ではないかと、さま 再編の議論が進んでこな
ざまな機会に協議を促し かった状況にあります。
てきました。平成 年度
現在は、再編について
には、具体的な規模とし 町から提案することはせ
て 世帯未満の自治会を ず、自治会から相談があ
対象に検討をお願いした れば対応するということ
経過がありますが、単位 にしているところです。
自治会で統合するという
空き家等の活用ですが、
意思表示がないことから、 女満別市街地区には公民
館や会館はなく、各自治
会は、学校や研修会館な
どの公共施設を活用し、
活動されています。
現在、市街地区の自治
会から町に対して、空き
家を活用したいといった
要望は届いておらず、ど
う対応していくか、まだ
十分検討されていない状
況です。
コロナ禍で、ます
問 ま
す住民のつなが
りがなくなってきている。
各自治会のリーダーの

た技術革新が進んでいく
ものと思われます。
人口減少の中で持続可
能なまちづくりを進めて
いくためには、好むと好
まざるとに関わらず、行
政改革は欠かすことので
◆多様な主体との協働
・広報誌のほか、ＦＭあばしりや地デジを活用した広
報活動を実施
・新たな情報配信システムを構築中
◆事務事業改善による行政サービスの質の向上
・高度通信基盤整備により、町全域で光ブロードバン
ドサービスが利用可能に
◆行政経営基盤の強化と機能的な組織編制
・職員定員適正化の進行管理を継続実施
・農業担い手センターを産業課に移管、移住・定住支
援室の設置、幼児教育の認定申請等を福祉課に移管
◆財政運営の適正管理の推進
・公共施設等総合管理計画に基づき、公共施設の更新
や統廃合を検討中

行政改革を進めていか
なければならない理由は、
人口減少が大きく起因し
ていると感じています。
人口減少が人材の不足を
引き起こしている一方、
ＩＣＴや人工知能といっ

第３次大空町行政改革推進計画の主な進捗状況
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自治会対抗で開催された町民運動会（平成 27 年）

日頃、町民の皆さんか
らの課題を拾いあげて、
少しでも改善されるよ
う執行機関に一般質問
等させていただいてい
ます。

27

三條幸夫 議員

行政サービスの最適化、町民満足度の向上に向け努力を

19

町長▼この町を持続的に運営していくため、行政改革に取り組む
行政改革について 綱を策定しています。
問 伺
う。
第１次では、事務事業
第３次大空町行政改革 の見直し、職員数の削減、
大綱では、量の改革と質 使用料・手数料を見直す
の改革の両立、行政サー ためのルールづくり、指
ビスの最適化と町民満足 定管理者制度の推進など
度の向上とし、４つの柱 に取り組んできました。
で行政推進計画を立てて、 第２次では、町民主体
取り組んでいると思うが、 の自治実現を図るため、
進捗状況と課題、次期計 自治基本条例の制定に重
画のスケジュールと新た きを置いてきました。
な検討課題について伺う。 第３次では、行政サー
ビスの最適化と町民満足
度の向上を目的に据え、
「多様な主体との協働」、
「事務事業改善による行
政サービスの質の向上」、
「行政経営基盤の強化と
機能的な組織編制」、「財
政運営の適正管理の推
進」の４つの柱を立て、
の実施項目を定めて取
り 組 ん で い ま す。【 第 ３
次行政改革の進捗状況は、
表のとおり】
行政改革は、地方
町長
自治法の中に規定
されている住民の福祉の
増進に、最小の経費で最
大の効果を上げること。
組織及び運営の合理化に
努めること等、避けては
通れない取り組みと認識
しています。
町では、平成 年に第
１次、 年に第２次、
年に第３次の行政改革大
24

加入世帯数
10世帯未満
10 ～ 19世帯
20 ～ 29世帯
30 ～ 49世帯
50 ～ 99世帯
100世帯以上
行政改革にはさらなる努力を

48

さんじょうゆき お

15

一般
質問
我が町政を問う

円で、形式収支は２億8,440万円の黒字となりました。

一般会計の歳入の主なものは、地方交付税や国、北海道からの補助金など依存財源が全体の80.7
金に頼っている状況にあります。

歳出では、人件費や公債費、扶助費の義務的経費が全体の27.9％を占め、健全な町財政運営のた
め、将来を見据えた長期的で計画的な財政運営が今後とも必要です。

決算審査特別委員会では、令和２年度の予算執行及び事業運営の状況を審議し、すべて原案の
とおり認定しました。

町民が高校をサポートする
地域支援組織の検討を
教育長▼しっかり支える組織が必要で
あると思っている
し、地域支援組織は、計
画実現のための実働部隊
とも言えるものです。
学校での地域探究的な
学びへの支援、学校外で
の様々な活動のための支
援、また、大空高校生と
地域の方々との交流事業
などを展開していけたら
と思っています。

一般寄附金
 【２億４００万円】
上地委員 ふるさと応
援寄附金の使途を伺う。
寄附金の使
住民課長
途には、未来を担う子ど
もたちを育む事業、高齢
者がいきいきと暮らせる
事業などがあり、幼稚園
や学校の備品購入費、高
齢者移動支援事業の財源
などに使用しています。

資源物売払代
【２６９万円】

三條委員 大まかな内
訳を伺う。
トータルで
住民課長
５６１トンの資源物を売
払いしています。

地域とともにある学校づくりを進めるため、
保護者や地域住民が参画し、学校の教育目標や
経営方針などを協議する場として学校運営協議
会が設置され、この学校運営協議会を導入した
学校が「コミュニティ・スクール」と呼ばれて
います。

町では、令和２年
教育長
度に町内小中学校
に設置し、学校と地域間
における情報や課題の共
有化が進められています。
大空高校においても、
高校創設の趣旨である地
域とともにつくる学校を
実現するため、導入に向
けた準備を進めます。
寄宿舎整備も含め、
問 広
く意見を聞き、
町民が高校をサポートす
る地域支援組織を検討い
ただきたい。
大空高校生の３年
教育長
間をしっかりと支
える地域支援組織が必要
であると思っています。
コミュニティ・スクール
が学校経営や教育活動内
容を定めるプランニング
の支援組織であるのに対

コミュニティ・スクールとは
一口
メモ

忍 議員

後藤

しのぶ

％を占め、自主財源である町税や使用料などは19.3％であり、町財政の大半を国や北海道からのお

大空高校開校から
問 現
在までの運営状
況を伺う。

令和２年度の一般会計、特別会計を合算した決算額は、歳入140億7,672万円、歳出137億9,232万

ご とう

問 大空高校寄宿舎整 大空町第２次総合戦略で
備事業の方向性に は、地域を支える人づく
ついて伺う。
りの観点から大空高校を
地域振興の核と位置づけ
東藻琴寄宿舎の老 ており、地域と一体とな
教育長
朽化を踏まえ、改 って、人づくり、まちづ
築に向け調査設計業務を くりを進めていくことと
実施しています。
しています。
新しい寄宿舎の整備は、
コミュニティ・ス
単に老朽化対策や生活の
問
クールの導入につ
利便性を向上するだけで
はなく、地域の方々や道 いて伺う。
内外で活躍する
さまざまな人材
と高校との接点
の機会をつくり、
双方が学び合い
ながら地域の活
性化につなげる
ことを目的とし
た、学びと交流
の機能を併せ持
った拠点施設と
して考えていま
す。

30

いますが、生徒会活動や
学校祭の準備などにＩＣ
Ｔ機器を活用することで
生徒同士の交流が積極的
に図られ、学校としての
一体感が醸成されつつあ
ります。
課外活動では、生徒の
主体性を尊重するため、
既存の部活動以外も同好
会からスタートできる仕
組みをつくり、同好会誕
生に結びつけようと意欲
的に活動を展開していま
す。
町が設置している公設
塾には、現在 名の生徒
が参加し、それぞれの夢
や目標実現のため、日々
学習に励んでいます。
また、寄宿舎には１年
生 名が加わり、男子生
徒８名、女子生徒 名の
計 名の生徒が入寮して
います。

各会計決算の質疑応答

37

不用物品売払代
【８５７万円】

三條委員 どのような
物品を売払いしたのか伺
う。
公用車、除
総務課長
雪ドーザ、除雪グレーダ
ーなどを売払いしていま
す。

25

11

10月19日、決算審査特別委員会を開催しました。
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証明手数料【１０７万円】
☆一般会計☆
マイナンバ
後藤委員
ーカードの発行実績と併
せ、発行実績向上のため
【歳 入】
にどのような取り組みを
軽自動車税
行なったのか伺う。
交付枚数
 【２，８４０万円】 福祉課参事
三條委員 軽自動車等 は、本年９月 日現在で
の登録台数を伺う。
１，７４３枚、交付率は
原動機付自
住民課長
． ％です。国で実施
転車、軽自動車、農耕作 したマイナポイントの発
業車等、合計で５，８０ 行や特例給付金のオンラ
３台が登録されています。 イン申請に必要なことか
ら、交付率が上がったも
ゴルフ場利用税交付金
のと考えています。
【２８３万円】

三條委員 交付金の内
訳を伺う。
ゴルフ場利
住民課長
用税（４００円）の 分
の７が町に交付されるも
ので、令和２年度は１万
人（課税対象）が利用
されています。
合同納骨塚使用料
【９万円】

三條委員 これまでの
利用件数を伺う。
体が納骨
住民課長
され、生前予約が８件あ
ります。

ふるさと応援寄附金の一部を財源として購入した
フットサルゴール（女満別中学校）

建替を検討している大空高校東藻琴寄宿舎

10

大空高校は、町立
教育長
の全日制総合学科
として新たなスタートを
切り、道内外から 名の
新入生を迎え、学校運営
を進めてきました。しか
し、コロナの猛威は凄ま
じく、学校休校や販売会
の中止などが余儀なくさ
れましたが、そのような
中でも生徒１人１台の端
末貸与やＩＣＴ環境をフ
ル活用し、学校も総力を
挙げ、生徒の学習機会を
喪失することのないよう
教育活動に取り組んでい
ます。
また、１年生と２、３
年生は、カリキュラムが
異なり、キャンパスも東
藻琴と女満別に分かれて

令和２年度決算

15

17

決算審査特別委員会を開催し、令和２年度の決算を認定

オープンキャンパスには、
道内外から 66 名もの生
徒に参加いただいたよう
です。来年度のさらなる
飛躍に期待したいです。

92

29

長期的視野に立った
財政運営を検証

10

19

～各会計総額138億円の事業の取組みを審議～

一般
質問

出】

自治会活動支援交付金
【３６７万円】

齋藤委員 自治会は役
員が毎年変わるため、「ど
のような活動を行なえば
いいのか」とよく聞かれ
るが、行政側で説明をし
ているのか伺う。
連合会や各
住民課長
地区の総会の際に説明し
ています。コロナの影響
で従来の活動ができない

高齢者移動支援事業
 【１，１１３万円】
松田委員 コロナ対策
で追加交付した福祉タク
シー券の執行率を伺う。
また、この事業の成果
を今後しっかりと検証願
いたい。
女満別地
福祉課参事
区が交付率 ．６％、使
用率 ．５％、東藻琴地
区が交付率 ．８％、使
用率 ．２％でした。
事業の検証は内部で協
議し、対策を検討してい
きます。

移住・定住対策事業
事情もあり、行政側も活 保健衛生一般事務費
地域職業紹介事業
【３５３万円】
【 万円】 動に関して、ともに検討
【４１２万円】



後藤委員 移住相談等
三條委員 農家アルバ させていただいています。 後藤委員 大空健康ダ
の動向を伺う。
イトは年間どのくらい斡
イヤルの利用件数を伺う。
件
移住・定住支援室長
旋
し
て
い
る
の
か
。
また、タブレット端末
の相談があり、岐阜県か
また、斡旋して事故が
を活用した安心生活支援
ら１名、埼玉県から１名 あった場合の対応につい
事業と連携し、皆さんが
が移住しています。アフ て伺う。
安心して生活できるよう
ターコロナに向け、移住
に進めていただきたい。
移住・定住支援室長 農家
フェア等に参加し、生の
戸の利用があり、６７
小児科系、
福祉課長
声を聞きながら制度的な ２名を紹介しました。
内科系など多岐にわたる
ことを考えていきたいと
求人票受理の際に労災
相談が２８３件ありまし
思います。
等の加入状況を確認して
た。
います。
情報技術の活用、人と
対話をする大切さも意識
しながら、よい方向に向
けて検討していきます。
地域情報通信基盤整備推
進事業
【４億２，３８７万円】

現時点で何
原本委員
世帯が回線に接続してい
るのか伺う。
また、児童生徒がリモ
ート授業をできる体制に
なっているのか伺う。
町民と情報
総務課長
通信事業者の個々の契約
であり、詳細な状況は把
握できていません。
生涯学習課長
光回線
整備の補助は、昨年２件、
今年度 件程度の申込み
に留まっています。通信
費用は各家庭の負担とな
ることから、なかなか整
備に至っていないことも
事実です。

96

文化財管理費
【３７８万円】

三條委員 女満別湿生
植物群落調査委託の概要
を伺う。
生涯学習課参事 令和２
年度は、地下水位調査、
群落内の地形及び植生の
抽出を実施しました。今
後、群落の保護、保全に
向け、生態や環境の有識
者で組織する委員会を設
置し、意見をいただくこ
とになっています。

62

地域福祉センター管理費
【２７４万円】

三條委員 事務所内の
ホールがあまり利用され
ていないが、今後に向け
て検討していることがあ
れば伺う。
コロナ収
福祉課参事
束により事業が実施でき
る状況になれば、陶芸サ
ークルやちあふるの作品
展示、地域コミュニティ
の場所として活用を考え
ています。

産業課長
プレミアム
商品券事業や飲食店応援
商品券事業、商工業持続
化支援事業などを実施し、
消費の喚起や事業継続の
ための支援につながった
と考えています。

地域の医療体制について
今回、コロ
松田委員
ナで地域医療の脆さが露
呈したが、今後の体制の
整え方について伺う。
町
長
ひとつの町
だけですべての医療を担
うことはできないと改め

保健衛生諸負担金
【６０２万円】

上地委員 網走厚生病
院脳神経外科整備事業と
して２１２万円の負担を
しているが、大空町民の
受診は、どの程度あるの
か伺う。
令和２年度
福祉課長
は、入院患者数が 人、
外来患者数が１７６人、
救急車受入件数が 件と
なっています。
42

医療・介護従事者等確保
事業【１８４万円】
松田委員 補助金対象
者の内訳を伺う。
また、人材不足で利用
者へのサービス低下につ
ながらないよう取り組ん
でいただきたい。
福祉課長
医療等関係
施設に継続して１年間就
業している方（女満別地
区の病院３名、福祉施設
４名、東藻琴地区の福祉
施設４名） 名が対象と
なりました。
人材不足により勤務体
制やサービスに影響が出
ることも考えられるので、
どういったところで行政
としてサポートできるの
か検討していきます。
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【歳
広報広聴事業
 【１，４３２万円】
ふれあい意
三條委員
見箱への投函は年間何件
あり、どういう取り扱い
をしているのか伺う。
公共施設
総務課参事
の修繕、プレミアム商品
券に関することなど、
件の意見をいただきまし
た。
基本的には質問いただ
いた方に直接回答してい
ますが、町民に広く周知
すべきものは、町広報誌
に質問と回答を掲載して
います。

元気づくり応援事業補助
金【 万円】
どのような
三條委員
事業に補助したのか伺う。
総務課参事
ＹＯＳＡ
ＫＯＩソーランを通じた
地域づくり、有機栽培カ
ボチャの加工品開発、コ
ンサート公演の開催に交
付しています。

基幹病院診療継続支援補
助金【１，０００万円】
上地委員 令和２年度
の女満別中央病院受診者
数を伺う。
入院患者数
福祉課長
が延べ１万８，４６４人、
外来患者数が延べ１万３，
８２８人です。
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観光の魅力
確保し孵卵器を使用する
管内の町村
産業課長
町
長
☆総括質疑☆
ことで、生存率を大幅に とサイクリングにより来
と比較し、多種多様な方
上げることができました。 訪者を増やすため、自然
策をとり、経済対策を打
や食、景観などの観光情 新型コロナウイルス感染 ってきました。しかし、
藻琴山温泉芝桜公園誘客 報を発信し、地域の活性 症対策事業について
町内で２件の事業所が閉
促進事業【８３９万円】 化を図ることを目的とし
事業実施に 鎖したことも事実であり、
齋藤委員
芝桜公園の ています。
より、具体的にどのよう 大変残念であると受け止
深川委員
ＰＲの仕方、イベントに
な効果があったのか伺う。 めています。
ついての考え方を伺う。 旧幼稚園解体事業
ワクチン接
福祉課長
【３７４万円】 種は、 月 日現在で２ 新型コロナウイルス感染
来年以降
総合支所長

何らかの条 回目の接種率が ．４％ 症対策の強化について
もコロナの状況を見据え
三
條
委
員
ながら、誘客促進できる 件を付けて、財務局に敷 となっています。大空町
コロナと共
松田委員
ような内容でＰＲしてい 地を返還したのか伺う。 では、接種の日時、会場 存共栄すると考えたとき、
令和２ をあらかじめ設定して案 地域でどれだけ安心して
生涯学習課長
きたいと考えており、今
後、芝桜まつり実行委員 年度に女満別幼稚園解体 内したことで、 代の２ 暮らせるか、町外の人に
会の企画会議で内容を煮 の実施設計を行ない、現 回目接種率も８割を超え、 安心して来てもらえるか
在、解体工事を進めてい 全国的にも高い接種率で がポイントになると思う。
詰めたいと思います。
ます。
あると認識しています。 今以上の感染対策を強化
解体工事の完了後、国
すべきだと考えるが。
町
長
と返還についての協議に
今時点で考
なると思います。
えられる対策は総点検を
しながら実施しています
ので、今後は施設整備の
際、最初から感染防止対
策ができるようなところ
を目指していかなければ
ならないと考えています。

観光振興一般事務費
【２５１万円】

三條委員 サイクルア
ドベンチャーオホーツク
推進協議会負担金１００
万円の内容を伺う。

ワクチン集団接種会場

て分かりました。近隣市
町村、大きな病院との連
携を作っていくことが、
安心につながるものと思
います。
公共施設の取扱いについ
て
緊急事態宣
松田委員
言に伴う公共施設の閉鎖
などは、各市町村共通の
認識で連携を図っていた
だきたい。
町
長
大空町民が
北見や網走などに出向き、
公共施設を利用されてい
る一方で、北見市民や網
走市民が本町のパークゴ
ルフ場を利用されていま
す。お互いの公共施設の
利用のあり方については、
各首長と議論を深めてい
きたいと思います。
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網走し尿処理施設負担金
 【２，００４万円】
網走市との
三條委員
人口比率からすると、負
担金が高いのではないか。
人口割では
住民課長
なく、し尿、浄化槽汚泥
の搬入量に基づき算定し
ています。
水産業振興事業
【２５５万円】

上地委員 網走湖の資
源調査により、どのよう
なことが分かったのか伺
う。
湖の低塩分
産業課長
化により、シジミの産卵
があまり行われていない
状況にあり、シジミの種
苗を放流することで資源
維持の一助としました。
ワカサギ、シラウオは、
資源量及びサイズの予測
により、漁獲量の規制を
行ない、次年度の親魚を

町外者の利用も多いパークゴルフ場

89

20

11

48

52

18

25

44

町内１０箇所に設置の
ふれあい意見箱

59

10

26

多くの観客が訪れた芝桜まつりの
ステージイベント（平成３０年）

60

しょう

らい

み

す

まちの将来を見据えて
～総務厚生・産業建設文教

Ｑ

所管事務調査とは？

両常任委員会で
「所管

議会が自主的に常任委員会で所管する事務を取り上げ、積極的に調査するもの。委

議会でチェック！

事務調査」
を実施しました～
員の認識や理解を深め、専門的審査を高めるために行います。

産業建設文教常任委員会

近藤議長

松岡委員

齋藤委員

深川委員
後藤委員
田中副委員長

近藤議長

原本委員長

松田委員

・農業実習者の利用より、移住定住促進のお試し暮らしの利用割合が
・利用者の利便性向上のため、ネットワーク環境を拡充するWI-FIの

十分な広さの会議室がある
『地域福祉センター』

❸

・必要な修繕等を行い、車庫の利用に支障をきたさないよう維持管理

小型家電の搬入が増えている
『リサイクルセンター』

⑥利用状況と管理運営について〔ひがしもこと乳酪館〕
・コロナ禍で、利用者、売り上げが減少しているとの説明を受けた。

の減免と併せ、独自に金融機関から資金融資を受け財務基盤の強化
を図るなど、健全経営に努めていることを確認した。
施設がきれいで利用者の評価が高い
『地域振興施設』

❺

第62号（令和３年11月）

・内装、外装ともに特に問題はないと思われるが、１号火葬炉は25
年以上経過しているため、今後の保守点検には留意が必要であると
改良に向けた検討が必要である。
⑥用途廃止に伴う移転状況、廃止、解体スケジュールについて

・コガネムシ、ヒカリゴケが芝桜の生育に影響があるため、駆除、除

13 大空町議会だより

⑤施設、付帯設備の状況について〔葬斎場〕

感じた。また、２号火葬炉の火力調整が難しいということであり、

・オートキャンプ場の電源設備の整備状況を確認した。

ドローンを活用した対策の検討も必要である。

運営に影響は出ていないことを確認した。
・指定管理者の努力のほか、公的な財政支援、休業協力金、公共料金

⑦公園の運営及び管理状況について〔ひがしもこと芝桜公園〕

草作業を行っているが、人員確保等の課題があるとの説明を受けた。

電の処理量が増えているが、全体としては減少傾向にあり、施設の
④コロナ禍における宿泊施設の経営状況について〔地域振興施設〕

❹

⑤郷土資料室の整備について〔東藻琴生涯学習センター〕
どもたちにもわかりやすいよう工夫されていたことを確認した。

②社会福祉協議会移転の効果、今後の展開について〔地域福祉センター〕

・コロナ禍における外出機会の減少によるものなのか、古着や小型家

に努められたい。
・３か所に分散している資料から厳選されたものを展示しており、子

るこども園として運営されていることを確認した。

③管理運営状況について〔リサイクルセンター〕

により一部に塩素臭が感じられるため、処理過程を同じくし水質の
④施設状況について〔東藻琴地区スクールバス車庫〕

論して日常的に情報共有に努めており、保護者が安心して就労でき

ティの場所として各種団体に周知し、活用の拡大を期待したい。

・取水した井戸水を２つの設備で浄水処理しており、処理過程の違い
改善を図ることについて説明を受けた。

上地副委員長

・大勢が出席する会議にも対応可能なスペースがあり、地域コミュニ

③施設の状況と水質改善対策について〔昭和浄水場〕

厳選された郷土資料を展示している
「東藻琴生涯学習センター郷土資料室」

沢出委員長

策など慎重に対処しているほか、特別支援教育においても園内で議

整備状況を確認した。

❺

品田委員

給食化などに取り組み、３歳未満児の保育サポート、アレルギー対

〔メルヘン公園新規就農者技術習得管理施設〕
多い状況にあるとの説明を受けた。

女満別地区の市街、湖南、低台へ
水道水を供給している「昭和浄水場」

三條委員

・開園時間の延長、３歳未満児の入園数の拡大、栄養士・看護師の配置、

②利用状況と管理運営について

❸

ついて、主なものをお知らせいたします。

①開園後の状況について〔認定こども園めまんべつ〕

❷

・レジオネラ菌対策の状況を確認した。

農業実習生、お試し暮らしで利用されている
「新規就農者技術習得管理施設」

るべき施設等を調査しました。その内容に

（写真撮影のためマスクを外しています）

しているとの説明を受けた。

❷

ぞれ所管する事務の中から今チェックす

（写真撮影のためマスクを外しています）

・コロナ禍及びレジオネラ菌の検出に伴う休業により、利用者が減少

感染対策を講じて運営している
「女満別農業構造改善センター」

24日に産業建設文教常任委員会が、それ

総務厚生常任委員会

①利用状況と管理運営について〔女満別農業構造改善センター〕

❶

７月26日に総務厚生常任委員会、８月

〔公園団地、北一しらかば団地〕
平成５年３月供用開始の
『葬斎場』

・移転費の優遇措置を実施しているが、新たな移転先の確保を含め、
住宅施策の検討が必要であると感じた。
大空町議会だより
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声

Voice

町民の

住みやすい
まちづくりを
は

羽

た

なお

や

田 直 哉

さん

（有限会社三和建設 代表取締役社長）

弊社では、大空町を中心に新築、増改築、リフォー

空き家バンクの助成など、いろいろな制度があります。

ムなど、住まいに関わる事業を営んでおります。

まちに人が増えれば、商業・農業・建設業など活気

コロナ禍になり、巣ごもり需要、テレワークが増え、

が出て賑わうと思います。

リフォームなどの要望や家族の時間を増やすための新

空港もあり、道東のアクセスの玄関でもある大空町の

築住宅の依頼などで建設業には追い風の中、一方では、

ために、大空町役場と連携して補助金などを活用するた

木材高騰、物価の上昇など、いろいろな問題もあります。

めのＰＲを行ない、住みやすいまちづくりに貢献してい

大空町には、リフォーム事業の補助金や新築の助成、

きたい思いです。

なつかしの一枚

食料品＆日用生活品など

好評につき
お客さま
拡大募集中 !

お買い物
代行サービス

【お買い物の流れ】
前日または当日の午前中に電話で申し込み→
当日午前中に商品注文→当日午後に商品到着

《ご利用料金》１回1,000円

－ ジャズ・フェスティバル ’ 85 －
昭和60年７月、新女満別空港の開港を祝い、旧空港を舞台
にオホーツク・ビッグ・サマー・フェア「ジャズ・フェスティ
バル'85」が開催されました。
炎天下の中、若者を中心に管内外から約８千人の聴衆が訪れ
た野外フェスは、ジャズの大物エルヴィン・ジョーンズのほか、
日本を代表するジャズプレイヤーが６時間にわたって華やかな
演奏を繰り広げ、最高の盛り上がりを見せたそうです。

香典のお届け、振込代行も承っております（１回500円）

番場商店

まずはお電話下さい（平日9:00～17:00）

0120－04－2016

近藤哲雄（発行責任者）

本紙は、見やすさや読みやすさを配慮したユニバーサルデザインフォントを採用しています。
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編 集 後 記

深川

今 年 も 昨 年 に 引 き 続 き、 新 型
コ ロ ナ に よ り 商 工 業、 農 業、 漁
業 等、 町 民 の 皆 様 は 大 き な 影 響
を受けられていることと思いま
す。 さ ら に、 夏 の 高 温 少 雨 に よ
る農水産物の被害がある旨お聞
き し、 残 念 に 思 い ま す。 来 年 こ
そ 新 型 コ ロ ナ が 収 束 し、 町 民 の
皆様にとって最良の年となりま
すよう広報委員一同願っていま
す。
さ て、 議 会 だ よ り 第 号 を お
届 け し ま す。「 議 会 だ よ り は 読 ま
れ て い る？」
、
「議会広報の役目
は …」
、 い つ も 議 論 に な り ま す。
町民の皆様にできるだけ読んで
いただけるよう努力してまいり
ま す の で、 ご 意 見 等、 お 気 軽 に
議会事務局か広報委員にお伝え
いただければと思います。
（三條）



上地史隆

議会広報常任委員会

委 員 長

田中裕之

私たちが編集しました

副委員長

議

員

三條幸夫

長

委

員

後藤

曻

委

員
忍

委

今後ともよろしくお願いいたします。
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