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平成29年3月 定例会

まちづくり宣言の
ロゴデザインが
決定しました
3月25日親子運動遊び（旧豊住小学校体育館）

「大空に人・花・心」

～幸せを実感できるまちづくり～
平成29年度まちの予算を議決！

●平成29年3月定例会・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P8
◇東藻琴小学校体育館建設工事に
2億5,190万円を補正
●平成２9年2月臨時会 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P10
◇広域穀類乾燥調製貯蔵施設整備に係る
工事請負契約を締結！

委員会レポート・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P18
「町民の声」
樫尾 茂さんより・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P20

町政を問う！! ～３月定例会～

【一般質問：4名の議員が登壇】

☆品田好博議員
・女満別食品工場跡地
（旧女満別中学校）
の
正面玄関の校章について ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P12
☆原本哲己議員
・新しい高校について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P13
☆上地史隆議員
・地域おこし協力隊の課題について ほか１件 ・・・・P15
☆松田信行議員
・本町における臨時職員等の処遇改善について・・P16
ほか１件

大空町

検索

http://www.town.ozora.hokkaido.jp
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☆総括質疑☆

～まちの予算を審議～

決定し、本会議で出席議員全議員の賛成により可
「予算審査特別委員会」を設置して慎重に審議し

決されました。本特別委員会での総括質疑での質
ていくこととしました。

疑・答弁の概要をお知らせします。

上地委員
昨年３月の
議会において、町民・議
会・行政がともに目指す
まちづくりの普遍的理念
として、大空に人、花、
心育むまちづくり宣言を
議決させていただきまし
た。その普及促進に係る
予算が反映され、この考
えが町内外に伝わり、周
知が進んでいけばと思い
ます。ぜひこの予算が適
切に使われるようお願い
します。

３月９日～ 13日の午前まで各課から個別の説

※内容は要約しております。詳細は、両地区図書
明を受けて質疑を行い、13日の午後からは本会

館または議会ＨＰにある「会議録」をご覧くださ
議形式で予算の全体を審議する「総括質疑」を実

い。

【地方創生事業につい
て】
品田委員
地方創生事
業について、感触・手応
え等をお聞きしたい。

品田委員
保守委託料
について、どこまで進ん
でいるのか、またどうい
う問題点が出てきている

2₇

あるが、基本となる金額 【新年度予算執行につい
はどこにあるのか。
て】
藤田 総務課長 委託料
松岡委員
年度予算、
に係る基本的な算出は、
どれぐらいの日数が必要 ぜひとも細かいところま
でどういう業務を行うか で目を通していただきた
を参考見積りを徴して検 い。一つは通常の実勢価
討し価格を設定している 格と大きな差があること、
常任委員会に出された資
状況にございます。
齋藤委員
何十万から 料に追加のものがあるこ
１千万単位まで、本当に と、委員会にも説明をさ
一般的な価格なのかどう れていないこと、コンサ
か、非常にわかりづらい、 ルから出されたものの検
それを各課で十分確認し 証していない可能性があ
ているのか。
ること、その金額が適正
山下町長
工事請負で であるかをしっかり精査
は道路・建物をつくると し予算執行していただき
か、保守管理業務ではパ たい。
山下町長
予算を執行
ソコンが正常に動いてい
るかとか、その単価がい するにあたり、私が職員
くらで何日かかり諸経費 に伝えていることは、も
がいくらか、その判断基 し自分のお金だったらそ
準は、過去に行ったその の金額は高いと思うかど
業務の事例、業者からの うか、その視点も必要だ
参考見積りなど、判断す と言っております。そこ
る方法も１種類ではなく、 にどれだけの能力、労力
できるだけ多くの視点を が必要かということを自
取り入れて、適正価格で 分なりに判断し、それが
委託を行うこととしてお 高いか安いか、その感覚
も大切ではないかと思っ
ります。
ております。それを職員
に浸透させていくという
ことの大変さも感じてい
るところでございます。

また、今回、各種計画
がこの年度末に向かって
でき上がりましたが、議
会にお諮りをするタイミ
ングや内容について、御
迷惑をおかけしたことに
この場を借りまして、私
からもお詫び申し上げた
いと思います。いくつか
の計画の策定にあたり、
私は職員に請負業者の責
任者を連れて来てほしい
とお話をしました。プロ
フェッショナルとしての
仕事のあり方がどうであ
ったか、意見交換をさせ
てもらいたいという話を
しました。私の職員管理
も十分でなかったという
反省ももちろんあるわけ
ですが、お互いにプロフ
ェッショナルとしてそれ
をお願いし請け負うわけ
でありますので、それな
りの成果でなければ納得
ができないという部分も
ございます。今後の予算
の執行というところで、
努力をしてまいりたいと、
そのように考えるところ
でございます。

進・朝日地区が完了いた のか。
【ふるさと応援寄附金事
☆一般会計☆
Ｈ
藤田 総務課長
します。湖南昭和地区は
業】
Ｈ までの事業工期で概 年度決算状況をシステム
︵₃₉₃₄万円︶
︻歳
入︼
ね ％程度終了、南部地 に取り込み財務諸表に変
【広域穀類乾燥調製貯蔵 区は１～２割の状況、豊 換させている状況ですが、 松田委員
新聞報道等
施設整備事業債】
住地区はほぼ未着手の状 新しい基準に基づいた書 で５割以上の過度な返礼
︵₇₂₈₀万円︶ 況、東藻琴地区中山間事 類作成で固定資産の減価 金についての記事があり
業及び藻琴山山麓地区は 償却の基準となる年限が ました。大空町の返礼品
沢出委員
この₇₂₈ ４割程度です。
変わるなど、従来との数 の考え方はどう整理され
₀万円にはロゴマーク分
田中委員
昨年、一昨 値の相違が出る場合があ ているのか。
は入るか、今後の足場整 年の雨の影響等で要望が りますので、後ほどお示
山本 住民課長 総務省
備や関係機関協議はどう あるが、事業追加や延長 しをしてまいりたい。
では過剰な報償には規制
進めるか。
はどうか。
しており、やはり５割を
佐々木 産業課長 この
中村 産業課参事 道営 【エキノコックス感染状 超えるものや商品券のよ
部分は起債対象外で農協
況調査業務委託料】
事
業
は
、
要
望
量
に
対
し
予
うな換金や転売のされる
負担金等となります。ま 算配当は概ね ％ほど、
︵₁₀₄万円︶ もの等を上げております。
た、設置は足場での整備 工期は当初計画より１・
本町としても上限はやは
この効果に り２分の１が限界と考え
にて指名委員会に理由を ２年延長される状況です。 品田委員
付し決定します。時期的 平成 年８月の台風につ ついてはすばらしい内容 ております。
には夏頃を目途に整備が いては聞き取りにて追加 になっていますが、管内
山下町長 ふるさと応
進むものと思います。
することを道と協議をし での反応はどうか。今後 援寄附金については、大
ています。どの程度要望 も率先して行っていただ 空町を全国的にＰＲする
があるかを踏まえ、どの きたい。
ということを第一の目的
︻歳
出︼
川口副町長 管内の副 として取り組むことが必
ように行うかは期成会と
【農地費に係る各種農業 協議し努力していきたい。 町村長会議等において、 要であると考えておりま
基盤整備事業】
大空町で効果があったと す。今後はご寄附をいた
【地方公会計システム保 いうことで、経費・配布 だいたお金がどのように
方法・キツネの出没調査 まちづくりに使われてい
守委託料】
︵₆₄万円︶ を参考に行ったなど説明 くか、その目的に賛同し
をいたしました。また、 てご寄附をいただく、そ
道を通じ広域的な取り組 こが本来ではないかと思
みについても意見を出し いますので、これを考え
てまいりたいと考えてお てＰＲをしてまいりたい
ります。
と考えております。
田中委員
町内農地に
係る各整備事業の進捗状
況はどうか。
中村 産業課参事 道営
事業は、女満別地域４地
区、東藻琴地域２地区で、
東部高台地区、開陽・日

山下町長
地方創生事
業、私どもの総合戦略に
基づいた取り組みをさせ
ていただいております。
町の人口を増やすという
ことを一番の目標にし、
どの世代の人たちがどう
いう住環境を求めるか、
どの世代を中心に移り住
んでもらいたいか、その
ために方策を考え、その
分析データを毎年積み上
げていくことが次の一手
につながるものと考えて
おります。その分析の中
で傾向というものをお知
らせしていきたいと考え
ております。新年度の予
算で動画の配信なども含
めて大空町をＰＲしてい
く、そんな取り組みも行
ってみたいと考えており
ます。今後お諮りをしな
がら修正も含めてやって
いかなければならないも
のと考えてございます。
【委託料について】
齋藤委員
委託料の考
え方について、例えば審
査業務、データ編集、工
事設計、施設点検、保守
業務などいろいろな形が

₃₀

算

きくかかわる重要な内容であることから、議会に

予

算を提案された内容のとおり可決するべきものと

【大空町まちづくり宣言
について】

年度大空町各会計予算は、今後のまちづくりに大
山下町長
大空町まち
づくり宣言を議会が行っ
ていただいたことに改め
て敬意を表するところで
あります。ここにある全
ての予算がこの人・花・
心、ここに行き着くもの
だと考えております。そ
のことを町民の皆さんに
も感じ取っていただける
ような仕組みを今後とも
つくってまいりたい。

施しました。慎重な審議の結果、平成29年度予

算
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平成29年第１回定例会に提案された、平成29

予
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予算審査特別委員会
平成29年度

欠席期間

減額の割合

9₀日を超え₁₈₀日以内

₁₀₀分の₃₀

₁₈₀日を超え₃₆₅日以内

₁₀₀分の₄₀

₃₆₅日を超えるとき

₁₀₀分の₅₀

29

教育委員会委員の任命
平成 年６月 日で任
期が満了することから、
退任による後任委員とし
て三浦裕幸氏の任命つい
て、議会として同意を行
いました。

オホーツク町村公平委員
会委員の選任
平成 年３月 日で任

議員報酬等の減額の割合

29

₃₁

三浦

裕幸 氏

計

△1億1,890万円

176億2,867万円

国民健康保険事業特別会計

△1,710万円

13億4,280万円

後期高齢者医療特別会計

△478万円

1億 308万円

介護保険事業勘定特別会計

△2,432万円

7億4,620万円

介護サービス事業勘定特別会計

△5万円

744万円

簡易水道事業特別会計

△1,490万円

3億3,808万円

下水道事業特別会計

△701万円

3億8,822万円

個別排水処理事業特別会計

△114万円

2,872万円

＜一般会計＞
【歳

出】
事 業 内 容

補 正 額

社 会 保 障・ 税 番 号 制 度 シ ス テ ム 整 備 負 担 金

112万円

東 藻 琴 小 学 校 体 育 館 建 設 工 事

2億5,190万円

育

そ

振

興

の

【歳

補

他

助
事

金

4万円

業

△3億7,196万円

入】
事 業 内 容

町

△304万円

臨 時 福 祉 給 付 金 給 付 事 務 費 補 助 金

27万円

畜 産 競 争 力 強 化 整 備 事 業 補 助 金

△829万円

学

金

6,644万円

金

1,050万円

地 域 振 興 施 設 整 備 事 業 補 助 金

2,610万円

農 業 経 営 基 盤 強 化 資 金 利 子 補 給 金

△31万円

そ

校
市

施

ば

設
公

環
園

境
事

の

こ

改
業

29
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補 正 額
税

都
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件

体

会

会

例

般

定

補正後の総額

案

第₄₄号（平成₂₉年５月）

補正予算額

事

大空町女満別西３条４丁目１番１号 大空町役場内
大空町議会事務局 TEL:0152-74-2111
（内線265・266）

計

人

【ご意見・ご要望などはこちらまで】

会

人権擁護委員の推薦
平成 年６月 日で任期が
満了することから、引き続き
鎌田宏惇氏及び河崎琢哉氏の
推薦について、また退任によ
る後任委員として中鉢由美子
氏の推薦について、それぞれ
議会として適任と答申を行い
ました。

○

継続審査

平成₃₄年３月₃₁日まで

要 望 意 見 書

議員配布対応

補正予算の主な内容

平成29年４月１日～

『議会広報常任委員会』では、より読みやす
く、親しみやすい広報誌を目指して、常に検討
しながら作業にあたっています。
皆さんのご意見・ご要望をどんどんお寄せ下
さい。お待ちしています。

大空町議会だより

東藻琴小学校体育館建設工事に
２億5,190万円を増額補正！
一

議会だよりへの
ご意見・ご要望を
募集します！

9

平成28年度一般会計補正予算

指定管理期間

次の表のとおり、所管
委員会で協議した結果、
次の１件を議員配布対応
とすることにしました。

採択

●議会ホームページＵＲＬ：
（http：//www.town.ozora.hokkaido.jp/docs/2015011300061/）

平成 年度一般会計補正予算に
ついて︑３月定例会にて審議を行
いました︒
主に東藻琴小学校体育館建設に
係る工事費に ２億₅₁₉₀万円な
どを増額補正し︑総額は₁₇₆億
₂₈₆₇万円となりました︒内訳
は左の表をご覧ください︒

代表取締役

★３月定例会の際に審議した陳情等の結果

〒099-2392

期が満了することから、
引き続き田村昌文氏の選
任ついて、議会として同
意を行いました

株式会社
冨田 勇

日本国憲法の尊重・擁護に関する要請

例

地域振興施設

１

条

会

町議会議員の議員報酬等
の特例に関する条例制定
議員が傷病などにより
長期間職責を果たすこと
ができない場合、または
住民の信頼に反する行為
をした場合、これらの場
合に議員報酬及び議員期
末手当の減額や支給停止
を行うため、条例の制定
を行いました。
そのほか、①町職員の
勤務時間、休暇等に関す
る条例改正、②町職員の
育児休業等に関する条例
改正、③老人等短期入所
生活介護利用期間弾力化
事業に関する条例改正、
④町職員の給与に関する
条例改正、⑤町臨時職員
等の勤務条件に関する条
例改正を行いました。

例

指定管理者の指定

町内施設の指定管理者
の指定について、次の表
の内容で提案され、議決
を行いました。

定

指定管理者
大空振興商事

名

中鉢由美子 氏

※詳細に対する質疑・答弁内容は要約して掲載しています。
詳細は、両地区図書館にある「会議録」をごらんください。
また、議会ホームページにある「会議録」もごらんください。

指定管理者の指定

管理施設の名称等

件

（条例制定及び補正予算等について、全議員賛成で可決されました。）

₁₁

平成29年９月オープン予定の地域振興施設

番号

平成29年３月 定例会（3/7～14開催）で
決定した主な内容をお知らせします。

善

交
交

付
付

他

△2億1,057万円

河崎

琢哉 氏

大空町議会だより

鎌田

宏惇 氏

第₄₄号（平成₂₉年５月） 8

町政を問う！
（一般質問4人）

平成29年2月 臨時会（2/27開催）で
決定した主な内容をお知らせします。
（工事請負契約の締結2件などについて、全議員賛成で可決されました。）

※詳細に対する質疑・答弁内容は要約して掲載しています。詳
●議会ホームページＵＲＬ：
細は、両地区図書館にある「会議録」をごらんください。また、
（http：//www.town.ozora.hokkaido.jp/docs/2015011300061/）
議会ホームページにある「会議録」もごらんください。

工事請負契約の締結
し

せつ

しな だ

よしひろ

☆品田 好博 議員･ ･･･････････････････････････････････････ 12ページ

１．女満別食品工場跡地（旧女満別中学校）の正面玄関の校章について

₁₅

はらもと てつ み

☆原本 哲己 議員･ ･･･････････････････････････････････････ 13ページ
１．新しい高校について
うえ ち

広域穀類乾燥調製貯蔵施設：完成予想イメージ図

ふみたか

☆上地 史隆 議員･ ･･･････････････････････････････････････ 15ページ

ちょっと疑問？

１．地域おこし協力隊の課題について
２．災害で発生した流木の活用について
まつ だ

広域穀類乾燥調製貯蔵施設って
どんな施設？
→生産者が作った穀類を集めて
乾燥します。そして選別し貯蔵
庫やサイロで保管します。オホ
ーツク管内全体の豆類を広域で
集める施設です。

のぶゆき

☆松田 信行 議員･ ･･･････････････････････････････････････ 16ページ
１．本町における臨時職員等の処遇改善について
２．幼児教育の充実と環境整備について

平成29年第１回定例会では４人の議員から、町の

さい。

新たに購入した雪上車
第44号（平成29年５月）

分

及び両地区図書館で閲覧できる会議録をご覧くだ

処

docs/2015011300061/）

質疑と答弁
今後、本契
松岡議員
約ということですが、地
元業者への発注機会が多
くなるよう申し入れをお
願いしたい。
佐々木産業課長
さまざまな資材搬入、
また下請業者につきまし
ては、地元業者を活用し
ていただけるよう要請を
していきたいと考えてい
る。

（http://www.town.ozora.hokkaido.jp/

議会の情報公開を進めるため、インターネッ
ト上でライブ中継、録画映像を無料で配信で
きる「ユーストリーム」を活用し、議会審議
状況のインターネット中継を行っています。
傍聴に来られない方など、直接議場へお越
しいただかなくても、ご家庭などでご覧いた
だけます。ライブ中継のほか、録画映像の配
信も実施しています。（議会後30日以内）

決

詳細は、
議会ホームページ

「議会インターネット中継」
のお知らせ

専

※質問、
答弁の内容は、要約して掲載しています。

なるほどね！

東藻琴スキー場のオー
プン前に雪上車が故障し、
スキー場運営に支障があ
ることから、専決処分を
行い購入を行った旨報告
があり、これについて承
認を行いました。

施策などに関する一般質問が行われました
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会

₁₅

₆2

広域穀類乾燥調製貯蔵施設整備
に係る工事請負契約について︑２
月臨時会にて審議を行い︑関連す
る２契約について議決を行いまし
た︒
２月 日に仮契約を締結し︑本
臨時会での議決後︑本契約を行う
予定としています︒

₁₁

広域穀類乾燥調製貯蔵施
設建設工事（穀類乾燥調
製棟）
指名競争入札の結果、
三共後藤・河西特定建設
工事共同企業体が契約金
額 億₂₀₈₀万円で落
札しました。工期は平成
年３月 日までとなっ
ています。

広域穀類乾燥調製貯蔵施
設建設工事（豆類製品貯
蔵棟）
指名競争入札の結果、
ダイイチ・船橋西川特定
建設工事共同企業体が契
約金額 億₁₂₄₀万円
で落札しました。工期は
平成 年３月 日までと
なっています。

一般質問

₃₀

₃₀

時

広域穀類乾燥調製貯蔵施設整備に係る
工事請負契約を締結！

臨

こう いき こく るい かん そう ちょう せい ちょ ぞう

校章は処理することは
出来ないか

して、また、母校を考え
るときに、いつ見ても胸
が痛みます。そこで、お
尋ねでございますが、現
中学校の改修時等にあわ
せて、この校章の処理を
ぜひ考えていただけない
か。学校施設における校
章の位置づけをまたその
重みを意味合いを含め、
対応していただくそのお
考えをただすものであり
ます。

一般質問

れ、女満別食品工場とし
て稼働が開始されており
ます。それから 年後の
平成 年２月に食品工場
としての生産活動が中止
となり、その後、旧校舎
につきましては、未使用
のまま現在に至っており、
校章につきましては、現
在も工場跡の正面玄関壁
面にそのまま残っている
状況で、モルタル塗りの
壁に一体的に埋め込まれ、
建築から 有余年が経ち、
経年劣化がかなり進んで
いる状態であります。そ
のようなことから、仮に
校章を取り外すこととな
れば、校章本体もろとも
モルタル壁が崩落しかね
ないものと推測をしてお
り、移設は現時点では難
しいのかなと判断してお
ります。しかしながら、
教育委員会といたしまし
ては、女満別中学校のシ
ンボルであります校章を
そのままの状態としてお
くことは決して望ましい
こととは考えてはおりま

渡邊教育長
多くの御
意見をいただきました。
総合学科や二つの校舎の
活用における質問が多く
寄せられました。現行の
まま高校２校を維持して
いくことは難しいという
ことや、新しい高校にお
いても農業をベースとし
たカリキュラムが引き継
がれていくこと、また、
広く全国から生徒募集を
行い、存続を図るという
方向性については、御理
解が得られたものと考え
ております。町立の全日
制の総合学科の開校を目
指すことで、再確認がな

平成 年総合学科の開校を目指
したい

原。
本議員
大空町の二
す
つの高校は来年度の定員
を下回ることが確実とな
り、大空町の高等学校教
育を考える協議会に検討
を付託し、論議され、新
しい総合学科の町立高校
をつくる方向へと進んで
まいりました。６回にわ
たる住民説明会等で町民
の反応はどのようなもの
だったのか、どう感じ取
られたか、また、今ある
２校はいつ頃まで存続で
きるのか、また存続させ
る方法は考えられないの
かお伺いしたい。

一般質問

せんので、今後、現建物
所有者と御相談の上、承
諾が得られれば、校章を
簡易な方法で覆い隠すな
どの必要な対応を行って
まいりたいと思います。
品田議員
現中学校の
原点を知っている卒業生
はいなくなってきて、完
全に忘れ去れてきている。
その中で、校章だけが薄
汚れた形でまだ残ってい
くということであります。
人の記憶から消えてもい
かに朽ち果てても、残っ
ている。そういうものに
私は、お願いを込めて、
質問とさせていただいた
わけであります。知恵あ
る者が受け継いで、それ
を処理していく、歴史は
忘れされるものでなく、
積み重ねていくんだと私
は感じております。まし
て教育です。教育とはそ
ういうもんだと私は信じ
ております。新しくすれ
ばいいというものはない。
この古さの中で、若者が
希望をもって、教育、学
習をしてきた。そういう
歴史が皆どの学校にもあ
るはずです。新しい、古

されました。北海道教育
委員会では、計画的に高
校の再編を進めてきてお
り、平成 年度に全ての
昼間定時制の高校が廃止
されたところでございま
す。道内の昼間定時制高
校６校につきましても、
今後協議を進める必要が
あるとされております。
現在、道立の女満別高校
については既に再編の対
象となっているところで
あり、町立の東藻琴高校
につきましても、道との
協議が進められていくこ
とになっております。

渡邊教育長
協議会で
は、最終的に現在の東藻

原本議員
今回の総合
学科という形の新しい高
校を考えるにあたり、そ
の基準となった考え方は
何だったのか。また、大
空町の高等学校教育を考
える協議会での議論の方
向性を初めから決めて進
んだということはないの
か。その上で、全日制普
通科、定時制農業科との
継承、整合性はどうなの
か。

27

旧女満別中学校であった建物の現在の様子

議員

哲己
原本

渡邊教育長
旧女満別
中学校校舎跡地につきま
しては、昭和 年にフタ
バ食品株式会社に売却さ

30

今ある二つの高校を
どう新しくするのか

60

32

建物所有者と相談の上、
必要な
対応を行いたい

品田議員
女満別食品
工場跡地の旧女満別中学
校の正面玄関の校章につ
いてであります。実は、
現女満別中学校には違っ
た歴史があります。企業
誘致として当時フタバ食
品に売却されたものと思
います。しかし、当初か
らなぜか旧女満別中学校
正面玄関の校章は、外さ
れることなく、そのまま
の形で、使用され、撤退
後、今もなおそのままの
玄関のいでたちをしてお
ります。昔の面影をその
ままに放置されておるわ
けであります。卒業生と

おります。また、当時校
章はそのまま残ったとい
うことでありますけれど
も、校旗でありますとか
その他備品でありますと
か、必要な重要書類は今
の女満別中学校にすべて
引き継がれておりますの
で、歴史なりを引き継ぐ
という部分については、
今もきちんと資料として
残っているものと考えて
おります。今の所有者の
方と、今後ご相談をさせ
ていただきながら、でき
ることを対応してまいり
たい。

48

さだけではない。そうい
う精神的な、基盤を、ま
た養っていくのも教育だ
と私は信じております。
渡邊教育長
当該の建
物につきましては、時折、
当時のままの姿を見るに
つけ、中学校時代を思い
浮かべ懐かしさや、思い
出に浸ることも私自身ご
ざいます。母校に対する
思い入れは、人それぞれ
お持ちになっているかと
思いますが、古くなって
もそのままの姿がいいと
いう方もおられると思い
ますし、品田議員のよう
に、悲しさを感じて心を
痛めている、そのような
方もおられるかと思いま
す。建物が既に町の財産
ではないということや、
私自身そのままがいいの
か何か手を加えるべきな
のか。悩んでいる部分も
ございます。校章はモル
タル壁に強固に設置、埋
め込まれている状況であ
るというのは当時も同じ
ではなかったのかなと推
測しておりまして、なか
なか移設も簡単ではなか
ったのかなと推測をして

琴高校及び女満別高校の
すばらしい教育実践活動
を引き続き生かすことが
でき、かつ生徒それぞれ
の個性や学力に応じて将
来の進路選択につなげる
ための科目が自由に選択
できる総合学科が本町に
とってふさわしい学科で
あると考えたところでご
ざいます。農業の系列を
当初から設けるとともに、
東京農業大学との連携を
今以上に図りながら、充
実した農業教育を継続し
て行うこととしておりま
す。また、町内２校が現
在持っている推薦枠の維
持継続によって、大学進
学の道も引き続き確保し
たいと考えております。
原本議員
今回の総合
学科の高校、あえて東藻
琴の高校を農業科と呼ば
せていただくと、この東
藻琴高校が多方面で話題
となり、その実績、地域
貢献などから、基幹産業
の農業と深く結びついた
高校として知られるよう
になってきています。今
回の総合学科は、この職
業科的要素を多く残した

第44号（平成29年５月）12
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15

問
答

議員

好博
品田
当時の旧女満別中学校の様子

問
答

高校と判断されます。そ
れならば東藻琴高校に女
満別高校を合併させる。
またはその逆もありきと
いう考え方ではないかと
も思います。あえて新し
い高校をつくる意義、考
え方をもう一度伺いたい
と思います。

山下町長
昨年８月か
ら９月の台風による暴風
雨で、多くの流木が発生
をいたしました。網走湖
では、処理方法等につい
て網走開発建設部河川事
務所、西網走漁業協同組
合と協議を行い雪解けを
待って順次処理を行って
いただくこととなってお
ります。町が最終処分場
などに搬入したものにつ
きましては、強風により
折れた木とか枝などが主

第44号（平成29年５月）14

一般質問
と新しい高校に引き継ぎ 空町のまちづくりの根源
ながら、多くの子どもた にかかわるものだと思っ
ちのニーズに応えられる、 ております。この地域に
そのような高校の実現に おける高等教育、高等学
向けて鋭意努力してまい 校をなくしてはまちづく
りたいと思っております。 りはあり得ないと、その
大空町が目指す新しい高 ように考えております。
校では、道立や近隣の高 これまでの町民の皆さん
校に先駆けて、あらゆる のいろいろな議論、御意
困難を乗り越える力の育 見を深く受けとめ、議会
成を重視した教育を転換 の御意見も賜りながら、
してまいりたいと思って 町としての判断を行って
おります。
まいりたいと考えており
ます。地域として、この
高校を支えるという気運
を高めて、いかなければ
ならないと、さらに強く
感じております。この地
域全体で教育を支えると
いうことを町としても取
り組んでまいりたい、そ
のような決意を申し上げ
て、御答弁とさせていた
だきます。

山下町長
大空町の教
育全般に対する施策とい
うものは私にとってまち
づくりを進める中で、い
の一番に掲げなければな
らないものでもありまし
て、そのことを常に旨と
しては取り組んできたと
ころであります。私の役
割と申しますのは、より
多くの方々の意見を聞き、
またさまざまな立場の方
々の意見を拝聴し、現時
点で将来にわたる将来を
見据えて、どのような選
択をすることが望ましい
のか、そのことを責任を
持って判断することだと
考えております。その根
底にありますものは、大

原本議員
多くの中学
生に関心を持ってもらい、
総合学科として進学も目
指せ、就職に向かっての
選択もできることが可能
な魅力のある高校をつく
ることが大切だと思いま
す。中学生に進学したい
と思われる高校、父兄も

徒にとっては、町立の高 る人件費分と試算をして うちの子どもをここにや
校が地元にあっても、地 おります。既存の両高校 ってみたいというような
元への進学の道が閉ざさ の校舎や圃場やハウスと 高校を目指してほしいと
れ、町外への通学を余儀 いった、もろもろの財産 思います。基幹産業の農
なくされるといった一面 をより有効に活用してい 業を守るためにも、今あ
も出てまいります。新し くということが必要であ る東藻琴高校農業科のす
い高校として発展的な統 ると考えているところで ばらしい活動実績を受け
合を目指すべきであると、 あります。今後効率性の 継いだ学科にぜひしてほ
そのような結論を持った 高い学校運営方式という しいと思います。この問
ものを具体的に検討して 題が町民に十分理解され、
ところでございます。
まいりたいと考えてござ 確実に進んで行くことを
願って、最後に、町長に
原本議員
総合学科で います。
新しい高校についての考
当然増えるであろう人件
原本議員
総合学科の え方をお聞きして終わり
費等の考え方についても
お聞きしたいと思います。 新しい高校をつくるとい たいと思います。
また、現在の計画の中で う決定、それと開校時期
渡邊教育長
自然は１
東藻琴高校、女満別高校 を決める、それはいつの
の二つの校舎を使いスク 時期にするのか伺いたい。 番の教科書であると、そ
ールバスで移動する予定 平成 年度中には決定す のように言った先生がお
となっていますが、時間 るということで理解して られます。大空町には、
自然を初めとした教育資
的ロスや物理的な問題は よろしいですか。
源が豊富に揃っておりま
どのように解決できるの
渡邊教育長
はい、そ して、空港のある町とし
か。再度伺いたいと思い
のように考えております。 て、大きな可能性を秘め
ます。
たまちであると思ってい
ます。厳しい現実に立ち
すくむではなく、あらゆ
る可能性を開花させるた
め、熱意をもって立ち向
かっていきたいと、その
ように考えております。
今、お話がありましたよ
うに、大空町の高校の今
持ってる魅力をしっかり

渡邊教育長
両高校に
対する、町の実質負担と
いうのが、おおよその額
で４０００万円ほどであ
りますが、新しい高校で
は８０００万円とほぼ倍
の額が負担額となり、増
額分の約半分の２０００
万円は、教員の増員に係

牧野において、黒毛和牛
の放牧管理をお願いする
ことができないだろうか、
ほかにも、地域の中で必
要なものがあれば、取り
組んでみたいと考えてお
りますが、今後について
具体的な方針を持ってい
るということではござい
ません。

災害で発生した流木の活用を
どのように行うか

上地議員
大雨などの
自然災害で発生した流木
は、河川やダムを管理す
る国や道、自治体が廃棄
物として主に土中に埋め
て処理をされていますが、
昨年夏に道内を襲った台
風では、広範囲で大量だ
ったため、迅速に処理す
る必要がありました。そ
こで、道が調整役となり、
流木を回収処理する自治
体と利用する木材会社な
どの仲立ちを開始いたし
ました。このように、流
木の処理活用ではどこの
自治体も苦労しています

が、我が町ではどのよう
に処理しているのか。

廃棄物の再活用や町民への
還元を考えてまいりたい

問

答

渡邊教育長
仮に東藻
琴高校に一つにまとめる
場合については、定時制
の農業高校となって、単
課の職業系高校として残
ることになります。また、
東藻琴高校の在校生の状
況については、農業の担
い手を志望されている方
が全体の ％程度と、以
前と比べ割合が減少し、
その多くは他の分野の、
進路を希望している実態
であります。今の東藻琴
高校の生徒の進路先は、
多様な進路実現ができる
高校を期待する生徒が多
く占めているという中で
は、農業１本で存続させ
ることは難しいのではな
いかなと思っております。
また、町立高校として１
校存続できても、農業分
野を希望しない地元の生

上地議員
道内の視察
に行かせていただいて、
新得町が 名以上の協力
隊を受けて入れておりま
した。平成 年４月現在
で観光推進に関する活動
が３名で、新得町の普及
推進に３名、障害福祉支
援に１名、保育支援に１
名、移住定住に１名、エ
ゾシカの活用支援が１名
とありました。今後増員
とかする考えはあるのか。

観光推進員の安倍利夫さん

山下町長
過去には、
地域の中でこういう人材
が不足しているというこ
とで、募集した経過は、
我が町でもございます。
一つには、乳酪館におけ
るチーズを製造開発する、
そういう技術を持った方
に来ていただけないだろ
うかと、さらには、町営

一般質問

の総合窓口としての相談
対応や総合戦略に掲げる
さまざまな支援事業の紹
介、移住定住人口を増や
すための積極的な情報提
供を行っております。観
光推進員は、観光情報の
発信、観光パンフレット
の作成、観光振興計画の
策定業務のほか、各種イ
ベントの運営協力なども
地域おこし協力隊の現状、
行っているところです。
また今後増員はあるか
地域での暮らしを体感し
現在は２名であるが、
今後必要と ながら地方への定住、定
着を図る取り組みを推進
なれば対応を行いたい
しております。任期を終
望する人が多いことから、 了した後も地域に残り、
研修を充実させるなど、 新たな事業を始めるなど、
支援を強化しようとして 定住できるための支援と
います。我が町にも、地 して、研修事業がござい
域おこし協力隊がいます ます。国や北海道などが
が、実際にどのような活 主催するスキルアップ研
動をされているのか、ま 修、また、民間団体が主
た定住に向けてどのよう 催する他の自治体隊員と
なサポートをしているの の交流研修事業化に向け
か。
た研修、任用年数に応じ
た計画的な研修プログラ
ムへの参加支援などが主
な内容となっております。
受け入れ側の責務として、
隊員の意思を尊重しなが
ら、しっかりサポートし
ていかなければならない
ものと考えております。
山下町長
平成 年３
月からこの制度を導入し、
現在２人の隊員を移住定
住支援員、観光推進員と
して任用をしております。
移住定住支援員は、町内
に移り住もうとする方々
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上地

史隆

議員

16

上地議員
地域おこし
協力隊ですが、都市部の
若者らが自治体の募集に
応じて地方に移り住み、
最長で３年間、国から生
活費などの支援を受けな
がら、住民の生活支援な
ど、地域の活性化に取り
組むものです。平成 年
度から始まったこの制度
は、総務省によりますと、
去年の隊員数は前の年の
およそ１・５倍の４１５
８人となり、政府が目標
としていた４０００人を
上回りました。さらに任
期を終えた隊員の中には、
地域で起業し、定住を希
21

29

移住定住支援員の幸田勝晴さん
10

27

問
答

なものとなっており、こ 着がなく燃料として利用
ういったものにつきまし 可能なものもあろうかと
ては、町の最終処分場へ 思いますし、町の焼却処
運び、一時堆積を行い、 理施設の補助燃料として
１０００立米ほどに溜り 使うという方法もあるの
ましたら、委託をして破 ではないかと思います。
砕処理機で小さく粉砕し、 ただ、選別、運搬を考
生ごみ堆肥とまぜ合わせ えたときに、手作業では
て、堆肥化を行うなどの 難しいと考えてます。新
減容化を試みています。 年度で最終処分場の作業
するための油圧ショベル
上地議員
南富良野町 を導入したいということ
で流木を燃料に加工する で、予算に計上させてお
準備が進んでおり、雪解 ります。単に掘り出すス
け後に国や道が中心市街 コップだけではなくて、
地に流木を集める計画が 木材をつかみ上げるクラ
あります。
ンプを合わせて購入する
和歌山県では、希望者 ことを考えています。そ
に無償提供し、全体で２ ういったものを活用しな
割程度の削減につなげま がら、その流木が運ばれ、
した。このように今後の 集積され、選別、そうい
再利用は考えていないの うことにも活用していき
か。
たいと、考えてございま
す。大きなコストをでき
るだけ掛けない中で、廃
棄物の再活用、町民への
還元、そして最終処分場
へそういったものを入れ
ないようにして延命化さ
せるということを念頭に、
今後取り組んでまいりた
いと考えてございます。

一般質問

職員や臨時職員数の状況、勤務
条件改善への取組みはどうか

平成24年

平成28年
職員数

178人

144人

134人
臨時職員等の数

38人

51人

63人
計

216人

195人

197人

と同等程度勤務する非常
勤職員に対し、期末手当
を２カ月支給できるよう、
今定例会に条例改正、予
算を提案させていただい
ているところでございま
す。

職員数と臨時職員等の数の推移

議員

信行
松田
28

ざいます。ちなみに 年
度中でありますけれども、
途中でありますが、再任
用は１人、任期付１人、
派遣職員３人、長期休暇
者２人という状況でござ
います。臨時職員等にお
ける勤務条件の改善につ
いてであります。資格や
専門知識が必要な職種、
経験年数の蓄積により業
務遂行能力の伸長が図ら
れることなどを考慮し、
平成 年４月から資格の
有無、経験年数による賃
金体系の見直しを行って
おります。本年４月から
臨時職員等のうち、職員

非常勤職員への
期末手当の支給を行いたい

松田議員
職員数と臨
時職員等の数の現状並び
に推移と勤務条件の改正
の取り組みについて伺い
ます。
山下町長
職員数の推
移は、組織機構の見直し、
指定管理制度の導入、外
部委託等の推進など、事
務事業の見直しを図り、
行政サービスの低下を招
くことなく、効率的で町
民のニーズに対応できる
定員の適正化を図るため、
平成 年４月の職員数を
１３２人と定め、削減に
努めてまいったものでご

平成18年
４月２６日、議員全員で「地域振興施設」を見学してきました。１階がレストランや多目的ホール、

山下町長
ただ、町の
最終処分場に入れてしま
うと、許容量に影響を及
ぼしてしまいます。その
ことで最終処分場がいっ
ぱいとなって、最終処分
場を造成しなければなら
ないとなると、さらに大
きな経費が掛るものとも
思われます。泥などの付

認定こども園開設に向け、
今後どう進めるか

指定管理や外部委託の状況、
担い手の若手人材確保はどうか

松田議員
第２次総合
計画において、幼稚園施
設の計画的な整備運用方
法を検討するとあります
が、本年度、認定こども
園の開設に向けた基本構
想の策定内容及び今後の
スケジュールについて伺
います。

や認可基準に基づいた施
設整備内容の検討を進め、
本年度中に基本構想をま
とめてまいりたいと考え
ております。また、翌年
度には実施設計を行い、
年度に施設整備、 年
度の開園を想定してござ
います。また、東藻琴地
区におきましても並行し
て検討を進め、 年度の
建設、 年度からの開園
を目指す、そのような予
定としているところでご
ざいます。

今後、整備内容を検討しながら、
開園を目指し進めたい

今後もサービス向上と
人材確保に努めたい
今回、町が進めようとし
ております非常勤職員に
対する処遇改善が公共サ
ービスを担ってくださっ
ている事業者へ波及する
ことを願っております。
働く方々の処遇改善が図
られ、若い人材の確保が
進むということは、公共
サービスの質の向上と地
域創生における地域の人
口増、活力にもつながる
ものと考えているところ
でございます。
渡邊教育長
第２次大
空町総合計画では、実施
計画上の想定事業といた
しまして、幼児教育と保
育を一体的に行う施設で
あります認定こども園整
備事業が位置づけられて
おり、計画上の整備予定
年度は、女満別地区が平
成 年度、東藻琴地区が
平成 年度としていると
ころでございます。ただ
し、今後の財政状況によ
っては実施年度の変更も
考えられております。ス
ケジュールといたしまし
ては、女満別地区におい
ては、建設候補地の選定
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松田議員
指定管理及
び外部委託状況と公共サ
ービスの担い手職員の確
保と処遇改善について伺
います。
山下町長
指定管理、
外部委託の関係でござい
ます。平成 年度から指
定管理者制度を順次導入
してきており、現在では
施設で実施しています。
そのほか施設の管理や各
種業務の委託などを含め
ますと、 年度の総数は
３１１業務となっており
ます。公共のサービスの
提供は行政だけではなく、
民間事業所、の方々にも
担っていただいているの
が現状でございます。職
種によって異なりますが、
若い担い手となる人材を
確保しなければならない
サービスもあることから、
人材の育成、確保という
ものは重要なことだと私
も認識をしております。

一般質問

33

26

地域振興施設を見てきました！

28

町民による湖畔清掃
災害等で発生した流木

問
答
31

年度

２階が宿泊施設となっており、９月にオープン予定となっています。

問
31

32

18

28

32

女満別幼稚園

答
指定管理施設である女満別研修会館

問
答
18

OZORA MEMANBETSU HIGASHIMOKOTO

委員会レポート
●第18回〔平成29年2月16日開催〕
主な審議項目
大空町観光振興計画の策定について

説

明

概

要

等

10年間（Ｈ29～Ｈ38）の観光振興計画の新規策定

◆上記のほか、「農業体験実習生家賃助成金交付要綱の制定について」など全2項目を審議

総務厚生常任委員会
●第16回〔平成29年2月10日開催〕
主な審議項目

説

明

概

要

等

不妊治療費助成金交付要綱の一部改
正について

特定不妊治療費助成額１回あたり5万円から7万5千円への見直
し等

大空町交通安全計画（案）及びパブリ
ックコメントの結果について

5年間（Ｈ28～32）の大空町交通安全計画の内容及びパブリッ
クコメント（意見公募）の結果報告

大空町臨時職員等の勤務条件に関す
る条例等の一部改正について

大空町臨時職員等への期末手当の支給開始（平成29年度から）

大空町定員適正化計画（案）について

5年間（Ｈ29～33）の大空町職員の人員配置・職員数等の適正化
に係る計画

平成28年度全国体力・運動能力、運 Ｈ28年4月～ 7月まで小5及び中2を対象に全国的に行われた
動習慣等調査の結果について
調査結果の報告

条件不利地域における超高速ブロー
ドバンド基盤整備について

町内農村部における超高速ブロードバンド未普及地域への基盤
整備に係るアンケート調査等の実施

◆上記のほか、「町有地（旧町道新富155号線道路敷地）の貸付について」など全2項目を審議

公共施設への新電力の導入について

一部の公共施設への小売り参入新電力会社からの電力供給の試
験的導入実施

●第19回〔平成29年2月27日開催〕
主な審議項目

説

明

概

要

等

東藻琴小学校体育館整備事業（物置）
東藻琴小学校体育館整備事業に係る物置整備分の内容報告
について
●第20回〔平成29年3月8日開催〕
主な審議項目

●第22回〔平成29年3月30日開催〕
主な審議項目
大空町の新しい高校づくりについて

説

説

明

明

概

概

要

要

等

等

大空町の新しい高校づくりに係る現在までの協議経過の報告等

●第17回総務厚生・第18回産業建設文教〔平成29年2月16日開催〕
説

●第19回〔平成29年3月8日開催〕
主な審議項目

明

概

要

等

公の施設の指定管理者の候補者選定結
果について

平成29年度完成予定の地域振興施設に係る指定管理者の指定

大空町の新しい高校づくりについて

大空町の新しい高校づくりに係る現在までの協議経過の報告等

◆上記のほか、「大空町地域振興施設の現地調査」など全5項目を調査及び審議
●第18回総務厚生・第19回産業建設文教〔平成29年2月27日開催〕
主な審議項目
説 明
まち・ひと・しごと創生総合戦略について

概

要

等

Ｈ27年度策定の「大空町まち・ひと・しごと創生人口ビジョン・
総合戦略」に係る検証状況

◆上記のほか、「大空町自治基本条例の見直しについて」など全2項目を審議
●第19回総務厚生・第20回産業建設文教〔平成29年3月8日開催〕
主な審議項目
説 明
大空町一般廃棄物処理基本計画について

概

要

等

15年間（Ｈ29～43）の廃棄物処理法に基づく一般廃棄物処理に
関する計画の策定

●第20回総務厚生・第21回産業建設文教〔平成29年3月13日開催〕
主な審議項目
説 明
大空町一般廃棄物処理基本計画について

概

要

等

15年間（Ｈ29～ 43）の廃棄物処理法に基づく一般廃棄物処理
に関する計画の策定

◆上記のほか、「大空町町営住宅等長寿命化計画について」など全2項目を審議
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説

明

概

要

等

大空町自治基本条例の見直しについて 自治基本条例に基づく条例の見直し状況の報告

合 同 常 任 委 員 会 （２常任委員会合同での調査）
主な審議項目

●第17回〔平成29年2月16日開催〕
主な審議項目

大空町事務改善委員会設置要綱の制
定について
●第21回〔平成29年3月14日開催〕
主な審議項目

プロポーザルによる廃棄物委託業務
の進捗状況について
●第22回〔平成29年3月30日開催〕
主な審議項目

説

明

概

要

等

大空町の事務処理改善等に関する内部組織の設置

説

明

概

要

等

プロポーザルによる廃棄物委託業務に係る現在までの状況報告

説

明

概

要

等

大空町公共施設等総合計画（案）について 10年間（Ｈ28～37）の公共施設等の最適化及び負担軽減を目的に策定

産業建設文教常任委員会
●第17回〔平成29年2月10日開催〕
主な審議項目

説

明

概

要

等

第3次大空町鳥獣被害防止計画の策
定について

3年間（Ｈ29～31）の鳥獣被害防止に係る基本的方針の策定

大空町観光振興計画の策定について

10年間（Ｈ29～Ｈ38）の観光振興計画の新規策定

女満別中学校大規模改修事業について 老朽化に伴う女満別中学校の大規模改修の実施（平成30年度完成予定）
学校用コンピュータ更新事業について

女満別中学校・東藻琴中学校のパソコン機器等更新・タブレット
端末等整備

◆上記のほか、「広域穀類乾燥調製貯蔵施設の整備状況について」など全14項目を審議
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◆上記のほか、
「下水道事業経営戦略について」など全5項目を審議

◆上記のほか、
「大空町職員の給与に関する条例の一部改正について」など全18項目を審議
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みん

町 民

の

こえ

声

地元に沢山ありますよ、美味しいものが！

樫尾

茂

さん

（女満別栄町２）

ここ数年、地産地消や産業の６次化

しいと評判ですし、ジュースや醤油等

が話題になり、大空町でも色々な取り

は地元外の人にも好評です。一方、作

組みがされています。私の知っている

られたときは好評でしたが、最終的に

ものでは、町内産の麦「春よ恋」で作

消えていった商品も沢山ありました。

られたラーメンやパスタ、
「きたほなみ」

これらの商品開発には多くの時間と手

ではパンやうどん、冷や麦等があります。

間がかかっており、原料としては多く

また、しじみを使った醤油やドリンク、

は使われませんが、
大空町をアピールし、

トマトジュースの「鬼たいじ」や「満

地元の生産者や業者などに活気を与え

点味噌」、畜産では「さくら豚」や地

るためにも、我々町民が少しでも利用

元産の牛乳を使ったチーズやソフトク

できればと思っています。まだ食べて

リーム等、この他にも様々な品目があ

ない人は是非買ってみて下さい！

ります。「春よ恋」を使った麺類は美味

議会の傍聴は
お気軽に！
◆定例町議会は、年４回
（３月・６月・９月・12
月）
に開かれます。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。
◆詳しくは、議会事務局までお問い合わせ
ください。
６月定例会は、

６月２０日(火)から

4.11Tue NEW OPEN!
大空町女満別本通１丁目１-３(JR女満別駅内)
営業時間：月・火・木・金曜日…11:30～21:00
水曜日…17:00～21:00
日曜日…11:30～19:00
定 休 日：土曜日
おいしいコ
ーヒーと
手づくりピ
ザで
お待ちして
おります！

開かれる予定です。
※民間事業者からの有料広告を掲載しています。
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。

