議会だより
９月定例会

大空町議会だより

決算審査特別委員会

10

大空町合同納骨塚条例を制定！ ・・・・・・・・・・２
決算審査特別委員会を開催 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・４
議会トピックス ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
議員３名が一般質問 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
①上地議員 ②三條議員
③後藤議員
議会広報モニター５名決定 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・
所管事務調査を行いました！ ・・・・・・・・・・・・・・

CONTENTS
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17
18

９月 16 日、東藻琴神社秋季例大祭が
開催されました。大人も子どももお神
輿を元気よく担ぎ、大変賑わいました。
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No.

平成30年11月30日

発行日

一般会計9,516万円補正 総額79億3,741万円に

リール式散水機施設管理条例・

◎主な質疑

産業課 リール式散水機施
参事 設は、女満別地区
畑地帯総合整備事業で導

リール式散水機施設管理
条例の制定について
三條議員
リール式散水機施
Ｑ 設
を町内に何台保
有し、有効に利用されて
いるのか。

大空町合同納骨塚条例制定
人権擁護委員の推薦同意

パブリックコメン
町長
トでそういった意
見もあり、一方では一ヶ
所でという意見もある。
今後、利用状況や町民意
見を受け止め考えていき
たい。

一般会計補正予算関係

品田議員
少年柔道の全国大
Ｑ 会
に出場した合同
チームの他町村の選手に
ついて、町民でないこと
から体育振興補助金の対
象とならないが、今後も
同様の事例が起きえるこ
とでもあり、考え方を伺
いたい。
体育補助金等は、
教育長
町民という前提が
ある。少子化により特に
団体競技など学校一校で
チーム編成ができず、単
独チームができない状況
にあることから町外の児
童生徒が所属しているこ
とは認識している。経費

入した 台と、畑地かん
がいモデル事業で導入し
た５台を保有している。
このうち故障や離農等で
使用されていないのは８
台となっている。今回条
例を制定し、使いたい方
が自由に使えるように改
善を図りたい。

の全てを大空町が応援す
ることにはならないが、
関係する市町村とも十分
に意見交換し検討してま
いりたい。
三條議員
有害駆除推進事業
による熊の駆除頭

Ｑ

数は。
産業 平成 年度から熊
課長 の目撃情報が増え
てきている。
平成 年８月末までに
猟友会に依頼し 回 人
の方が出動し、捕獲頭数
は３頭となっている。
年度は 回 名の方が出
動し、捕獲頭数は８頭と
なっている。
15

算など議案８件、諮問１件を審議可決し閉会しました。一般会計は

リール式散水機施設

52
29
近年、熊の目撃情報が多く寄せられています

29

29

三條議員
畑作構造転換事業
Ｑ 補
助金３，３４２
万２，０００円と、畜産
基盤整備事業の補助金１，
２９４万９，０００円の
補助事業の内容は。
地域振興 畑作構造転換事業
課長 の事業内容は、馬
鈴薯、甜菜などの畑作営
農の省力化を図るための
機械導入に係る買取、及
びリース代を補助するも
ので、二つの利用組合が
対象とっている。一つの
利用組合は、ポテトプラ
ンター、ポテトハーベス
ター、ビートの真空播種
機、トラクターの各１台
の導入。もう一つの利用
組合は、ポテトプランタ
ー６台、トラクター１台
の導入となっている。
畜産基盤整備事業補助
金は、自給飼料関連施設
のバンカーサイロ５基を
整備するもので、双方と
も補助率は２分の１以内
となっている。

86
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第50号（平成30年11月） 2
大空町議会だより
第50号（平成３０年11月）
大空町議会だより
3

（通称／リールマシン）

北島 惠子氏

平成 年 月 日で任 合同納骨塚条例の制定に
期が満了となることから、 ついて
深川議員
引き続き北島惠子委員の
合同納骨塚は一町
推薦について、議会とし
Ｑ に
一ヶ所が費用や
て同意しました。
管理上望ましいが、東藻
琴地区にも百年の歴史が
あり、東藻琴地区への考
えはないか。

85万円追加

畑作物や野菜類は、長い間雨が降
らないと発芽しなかったり、生育や品
質が悪くなったり、場合によっては枯れ
てしまいます。
リール式散水機施設（大型散水機）
やスプリンクラーを利用した畑地灌漑
により、作物の生育に必要な水分補給
を人工的にコントロールすることで、干
ばつのときでも安定した生育が確保さ
れ、収量の増収や品質の向上による
農業経営の安定にもつながります。
15

条例制定について

・簡易水道事業特別会計

リール式散水機施設って何？

31

条例の一部改正につい
ては、大空町墓地条例の
一部改正が議決され、ま
た条例の制定は、大空町
合同納骨塚条例制定、リ
ール式散水機施設管理条
例が提案され、それぞれ
議決されました。

3,197万円追加

建設中の納骨塚

12

財産の無償貸し付けにつ
いて
三條議員
クローラ式農業ト
Ｑ ラ
クターの保管場
所と、機械を損傷したと
きの修理や賠償金等はど
うなるのか。

・介護保険事業勘定特別会計

一口
メモ

30

産業課 保管場所は、本郷
参事 排水機場施設内で
大空町広域協定運営委員
会が管理し、機械の破損
等の対応は、同運営委員
会が車両保険等に加入し
対応することになる。

432万円追加

置し、その中で詳細を審議することとしました。
の平成29年度決算認定が提案され「決算審査特別委員会」を設

係予算に8,340万円。また、町の一般会計と７特別会計、計８会計
主な歳出は畑作構造転換事業、畜産基盤整備事業など農業関
・国民健康保険事業特別会計

9,516万円を追加して、総額は79億3,741万円となりました。
9,516万円追加

９月12日・13日

8,340 万円 !

農業基盤整備関係 予算に
各会計補正予算結果

大空町議会定例会は、９月13日に平成30年度一般会計補正予
・一般会計

9月定例会
平成30年度

平成30年

決算審査特別委員会
平成
年度決算

29

長期的視野に立っ た財政運営を検証
ちょう

き

てき

し

や

た

一般会計158億円・特別会計29億円
一般会計158億円・特別会計29億円 ～各会計

ざい

せい

うん

えい

けん

しょう

総額187億円の事業の取組みを審議～

平成２９年度の決算を認定
平成２9年度の一般会計と特別会計を合算した決算額は、歳入１89億7,330万円、歳出は１87億8,７85
万円で、形式収支は１億8,545万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、道からの補助金などの依存財源が全体の87.６%
を占め、自主財源である町税や使用料などは12.4%であり、町財政の大半を国や道からのお金に頼
ってる状況にあります。
歳出では、人件費や公債費、扶助費の義務的経費が全体の17.8%を占め、その中でも公債費は8.1%
で減少傾向にあるものの、健全な町財政維持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。
町民税・固定資産税など
10億666万円
（6.3％）

自主財
源

1
4%
2.

依存財

歳入総額
159億5,650万円

源

.6 %

すべて原案のとおり認定し、12月定例会で沢出委員長から報告を
行います。

原本哲己副委員長

議会費 5,476万円
（0.3％）
地方交付税
３７億2,529万円
（23.4％）

災害復旧費
2,８０３万円
（０．
２％）
職員給与費
10億8,147万円
（６.8％）

民生費
13億7,786万円
（8.7％）
衛生費
5億1,864万円
（3.3％）

一

会

商工費
1億1,924万円
（0.8％）

農林水産業費
81億4,150万円
（51.4％）

計

教育費
13億5,451万円
（8.5％）

第50号（平成３０年11月）

会

別

労働費
438万円
（0.0％）

歳出総額
158億5,203万円

公債費
（借入金返済）
12億7,781万円
（8.1％）

土木費
9億608万円
（5.7％）

平成29年度大空町一般会計・特別会計決算額

総務費 5億7,163万円
（3.6％）

その他の交付金など
4億2,202万円
（2.7％）

消防費
4億1,612万円
（2.6％）

10月23日には、決算審査特別委員会を開催し、平成29年度の予
算執行及び事業運営を審議しました。

特

87

出好雄議員が委員長に、原本哲己議員が副委員長に選出されました。

沢出好雄委員長

《一般会計決算》

国や道の補助金
45億8,469万円
（28.7％）

大空町議会だより

決算審査は、決算審査特別委員会を設置して審査することとし、沢

使用料・繰越金など
9億7,423万円
（6.0％）

町債
（借入金）
52億4,361万円
（32.9％）

5

９月12日から13日まで開催した第３回定例会で、平成29年度の

計

歳入決算額

歳出決算額

164億102万円

159億5,650万円

158億5,203万円

1億447万円

国民健康保険事業
特
別
会
計

13億5,380万円

13億8,147万円

13億4,797万円

3,350万円

後 期 高 齢 者 医 療
特
別
会
計

1億869万円

1億819万円

1億814万円

5万円

介護保険事業勘定
特
別
会
計

7億4,593万円

7億4,815万円

7億1,475万円

3,340万円

介護サービス事業勘定
特
別
会
計

511万円

515万円

503万円

12万円

簡易水道事業特別会計

3億4,208万円

3億4,340万円

3億3,788万円

552万円

下水道事業特別会計

3億9,969万円

4億58万円

3億9,299万円

759万円

個別排水処理事業
特
別
会
計

2,979万円

2,986万円

2,906万円

80万円

193億8,611万円

189億7,330万円

187億8,785万円

1億8,545万円

般

名
会

一般会計+特別会計

29年度予算額
計

合計

歳入歳出差引

※千円以下を四捨五入して表記しています。
※平成29年度は、総事業費74億9,590万円の大型事業として、オホーツクビーンズファクトリー（広域
穀類乾燥調製貯蔵施設）の施設整備が行われ、例年の一般会計の総額に匹敵する規模となっていること
から、歳入歳出の総額も大きなものとなっています。
大空町議会だより

第50号（平成30年11月） 4

決算審査特別委員会

町民一人当たり

55億4,564万円

55億5,971万円

51億1,959万円

約146万円/人

国営福栄地区畜産基地事
業分担金（６万円）
分担金の収
田中委員
入未済額が５，４００万
円あるが、今後も納入さ
れる見込みがあるのか。
地域振興課長
受益者
が年金暮らしであるため
現在は年間６万円の返済
となっている。少ない額
ではあるが、返済を続け
ていただくことになって
いる。

が前年は低く、今年は上
昇していることが影響し
ている。なお、売払単価
については適正価格とな
るよう四半期ごとに見直
すようにしている。

各会計決算の質疑応答

入】

☆一般会計☆
【歳
ふるさと応援寄附金
（１億５，９４８万円）
ふるさと応
上地委員
援寄附者の希望に基づい
て何か反映された事業は
あるか。
寄附者の希
住民課長
望として一番多いのが
「特に指定しない」、２
番目は「未来を担う子ど
もたちを育む事業」、３
番目は「森林資源の維持、
保全及び整備事業」とな
っており、寄附金をこれ
らに対応する事業に充て
ている。

81.6%

10.3%

10.6%

11.9%

ふるさと応援寄附金事業
（７，０９２万円）
総務省から
三條委員
返礼品は寄付額の３割以

年度より 0.3ポイント減少し、将来

将来を見据えた長期的で

計画的な財政運営が必要
平成29年度の一般会計歳入歳出決

財 政 力 指 数 は、27年 度0.239、28
算の状況を見ると、28年度に比べ歳

年度0.244、29年度0.248とわずかな
入は73.1％ 67億3,604万円の増、歳

がら上昇はしているもののほぼ横ば
出は74.4％ 67億6,233万円の増とな

いで推移している。

郎氏

克

藤

おらず、計画的な行政運営により健
年度が 84.8％、29年度が87.5％と依

全化への成果は見られるが、これら
然として高い割合となっており、経

の数値は歳入の多くを占めている地
常的な支出の比率が高く財政が硬直

方交付税（依存財源）の影響が大き
化していることを示している。

いことから、今後とも歳入の確保と

近
常収支比率は27年度が 81.6％、28

算出なし
算出なし
算出なし

代表監査委員
負担比率も26年度以降は算出されて

である。

監 査 委 員 の 意 見
緊急通報システム設置事
業（５５７万円）
この通報シ
三條委員
ステムによる消防の出動
回数は何回か。
救急の受
福祉課参事
信件数は９件、うち消防
が実際に救出に向かった
件数は３件である。その
ほか煙センサーによる通
報が５件、協力員が介助

東藻琴老人福祉センター
管理運営費
（２，２６２万円）
この管理運
三條委員
営費の内訳はどうなって
いるのか。
指定管
住民福祉課長
理委託料が１，９５０万
４，０００円、その他の
経 費 と し て３１１万 ８，
０００円という内訳にな
っている。

ンケートを実施しており、 に向かったものが１件あ
その結果も踏まえ事業の った。
見直しも含めて検討して
まいりたい。

円の黒字となっている。

実質公債費比率は 10.3％と、前
っており、形式収支は、1億447万

84.8%

※③④の指標が早期健全化基準（イエローカード）を超えると財政の早期健全化に向けた計画の策定が義務付けられ、財政運
営上も様々な制約を受けることになります。

していた方となっている。 内とするよう指針が示さ
れているが、大空町の現
状はどうか。
【歳 出】
平成 年度
住民課長
職員研修事業
まで航空券のチケットを
（２６３万円）
返礼品としており、一部
職員にどの で３割を超えるものがあ
三條委員
ような研修を行っている ったが、平成 年度から
のか。
は航空券の割引クーポン
役場内部で 券に変更し、すべて３割
総務課長
行う研修や外部講師を呼 以内に収まるよう改めた。
んで行う研修に加え、オ
ホーツク町村会が行う研 姉妹都市交流費
修、北海道市町村職員研 （１９７万円）
稲城市との
修センターの研修、市町
三條委員
村アカデミー研修などを 交流事業への参加者が１
名とあるが。
行っている。
総務課参事
公募によ
企業振興促進補助金
り２名の参加を予定して
（１，６１０万円）
いたが、うち１名が体調
企業振興促 不良により欠席となった。
三條委員
進補助金の対象事業の内
高齢者等移動支援事業
容は。
総務課参事
太陽光発 （７２２万円）
外出支援タ
電システムの設置が４件、 三條委員
研究施設の増設、宿泊施 クシー券が非常に使いに
設の増設、グループホー くいと聞くが、何か検討
ムの増床の各１件、計７ されているのか。
福祉課長
福祉タクシ
件に対し補助している。
ー券の利用率 ，９％に
対し、外出支援タクシー
券は ．６％と利用率が
低い現状にある。この状
況を受け、本年４月にア

上）
29

154億1,910万円 113億5,057万円 109億8,856万円

女満別高等学校寄宿舎使
用料（１０５万円）
寄宿舎使用
品田委員
料の収入未済額が 万円
あるが、卒業された方か。
生涯学習課長
使用料
の滞納者は３名で、うち
２名が既に卒業の方、残
り１名が 年度まで在校

（早期健全化基準25％以上）
借入金（地方債）など、現在抱えている負債
26

87.5%

③実質公債費比率 治体の財政規模に対する割合で表したもの。
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第50号（平成３０年11月）
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しいとされる。
自治体の借入金の返済額の大きさを、その自

0.239

の財政の柔軟性を示す指数。70％以内が望ま

0.244

常的に収入できる財源を使っている割合。町

0.248

②経常収支比率

割合で表したもの。（早期健全化基準350％以
30

一般会計の財政構造を見ると、経

緊急通報システム機器

経常的に支払わなければならない経費に、経

平成27年度
（３か年度平均） いほど財政力が強いと判断される。

平成28年度
①財政力指数

の大きさを、その自治体の財政規模に対する
④将来負担比率
50

平成29年度の決算における主要な財務分析指標
39

町民一人当たり

資源物売払代
（２９６万円）
昨年に比べ
上地委員
金額が変動しているのは
なぜか。
住民課長
売払単価が
毎年変動しており、特に
アルミ缶や鉄くずの単価

29

自治体の財政力上の能力を示す指数。１に近

平成29年度
明
説
目
項

約68万円/人
約75万円/人
約76万円/人

約154万円/人
約212万円/人
（＝町の借入金）

町民一人当たり

基

債
町

平成27年度末

金

平成28年度末

※注１）
「 基 金 」 の 額 は、 運 用
基金である奨学基金を
除いた額、
「町債」の額は、
一般会計分の額
※注２）町 民一人当たりの額は、
各年度の３月末現在の
人口をもとに算出
⇒平成29年度末人口：
7,249人
⇒平成28年度末人口：
7,361人

（＝町の貯金）

平成29年度末
目
項

基金（＝町の貯金）と町債（＝町の借入金）残高
平成29年度末

決算審査特別委員会

災害対策事務費
（１，３９４万円）
東藻琴総合
上地委員
支所防災機能強化工事に
より整備された自家発電
設備は、どのくらい停電
に対応できるのか。
総合支所長
１７０リ
ットルの燃料タンク満タ
ン時で、約 時間の発電

が可能である。９月に発
生した北海道胆振東部地
震の際には、ネットワー
ク回線は使用できなかっ
たが、施設内の電源の確
保はでき、通常の業務が
行えた。
健康増進対策費費
がんＰ
原本副委員長
ＥＴを受けている人数が
８名とあるが、当初は何
名を予定していたのか。
福祉課参事
人の受
診を見込んで予算を組ん
でいた。病気は早期発見
が大切であると考えてお
り、対象者への通知や一
定年齢の方に対する無料
クーポン券の交付を引き
続き行い、多くの方に検
診を受けていただけるよ
うに取り組みたいと考え
ている。
ヘプタクロル残留対策事
業（ 万円）
この事
原本副委員長
業では具体的にどのよう
な対策をしているのか。
また、現在までに残留が
検出されたことはあるか。
産業課長
農業者がカ
ボチャを出荷する際に、

殺虫剤であるヘプタクロ
ルの残留調査を行う事業
で、基準値を超えて出荷
されたことはない。
山園ふるさとセンター管
理費（２８６万円）
この管
原本副委員長
理費はどこに支払われて
いるものか。
施設
生涯学習課参事
に付属していたプールの
解体工事が主で、船橋西
川建設に２６３万５，０
００円を支払っている。

ひがしもこと乳酪館管理
費（１，３５１万円）
ひがしもこ
品田委員
と乳酪館で製造されるチ
ーズに関して、品質管理
や改良の展望はあるか。
地域振興課長
９月に
新しい機械を導入し、増
産に向け生産を強化して
いる。また、新たに雇用
した職員に対しては十分
な指導を行い、生産体制
を整えていきたい。

☆財産に関す
る調書☆
物品について
除雪機の欄
田中委員
が複数あるが、全く別の
物なのか。
施設ごとに
総務課長
記載しているため、ペー
ジがまたがっているが、
すべて同様の除雪機であ
る。分かりやすく説明で
きるよう様式の変更など
考えていきたい。

☆総括質疑☆
職員のメンタルケアにつ
いて
平成 年度
齋藤委員
の病気休暇取得者数とそ
の内容、また平成 年度
の認知数についてお聞き
したい。
平成 年度
総務課長
は４名、平成 年度は３
名の職員が病気休暇を取
得している。現在休職中
の３名については、職場
復帰に向けリハビリ中で
ある。
30

廃止や統合、一方では新
大空町の魅力
町 長
しいものに切り替えるな というものは当然あるが、
どその両方の意識を持っ 単独では発信できない場
た中で精査していきたい。 合もある。近隣市町村で
は、阿寒摩周国立公園や
屈斜路カルデラ外輪山ト
レイルルートなど、自治
体間で連携する軸が出来
上がってきている。今後
は１町だけでなく地域全
体としてのＰＲを行って
いかなければならず、大
空町は空港のある町とし
て、その役割を果たして
いかなければならないと
考える。
大空町には
深川委員
空港があるという強みが
ある。イベントや特産品、
観光は単独ではなく、連
携を持たせた中でＰＲや
知名度のアップ、発信力
につなげて行ければと考
える。知名度がアップす
ることによって町民は郷
土に誇りを持てると思う
が、来年度に向けての考
え方を伺いたい。

チーズの増産に取り組む乳酪館

29

30

29

農業構造改善センター管 広報広聴事業
理費（１，０１９万円） （１，３４８万円）
ＬＩＮＥ
この管理運
三條委員
上地委員
営費の内訳はどうなって （ライン）のメッセージ
配信はどのくらいの方が
いるか。
指定管 利用されているのか。ま
住民福祉課長
理 委 託 料 は８６０万 ９， た、その内容は。
平成 年
０００円、修繕料やその
総務課参事
他料金が１５９万１，０ 度末の登録者数は９８５
００円という内訳である。 名で、イベントや観光情
東藻琴老人 報を中心に毎週１回配信
三條委員
福祉センター管理運営事 している。
ふれあい意
業費と農業構造改善セン
上地委員
ター管理費の金額に開き 見箱にはどのくらい意見
が寄せられているのか。
があるのはなぜか。
住民福祉課長
総務課参事
意見総数
施設の
規模や機能、職員の雇用 は 件、うち意見箱に
体系に違いがあるためで 件、メールで 件、郵送
で１件という内訳になっ
ある。
ている。内容としては、
公共施設の維持管理や利
便性向上に関するご意見
が多く寄せられている。
起業化支援事業補助金
（２００万円）
補助件数が
三條委員
２件ということだが、ど
ういう業種に補助を行っ
ているのか。
産業課長
両地区１件
ずつ、いずれも飲食業に
対する補助であり、現在
も営業をされている。

を初日から補助をしてい 今後の将来展望について
る。また、高校生以下に
両地区に同
限り、１日１，０００円
深川委員
の栄養費を補助している。 施設があり、イベントも
両地区とも継続して行わ
平成 年度 れている。住民からは感
松田委員
の実績を見て、今後補助 謝をされているが、今後
のあり方を検討すべきで の考え方を伺いたい。
施設やイベン
はないか。
町 長
平成 トのあり方を考える時は、
生涯学習課参事
年度に制度を見直し、 大空町として何を残して
補助額に上限を設けてい いくか、どういったとこ
ろをアピールしていくか
る。
注意しなければならない。

合宿記念交流試合の様子（８月 13 日）

オホーツクの玄関女満別空港

10

29

29

24

38

13

38

近隣の事業
齋藤委員 休職者が増
福祉課長
えると他の職員に仕事が 所の方で支援計画を作成
偏り、結果として病気に する方もいるので、詳細
なる職員が増えるのでは は抑えていない。
ないかと心配するが、改
障害者相談
善策は考えているのか。
松田委員
職員同士が 支援事業は「ちあふる」
総務課長
協力し、補完し合ってい に移管されたが、対象者
くしかないと考える。ま の増減はあったか。
昨年度が
福祉課長
た、メンタルヘルス研修
に参加し、管理する側の 件、現在は 件であり、
資質向上にも努めてまい 実績は上がっている。
りたい。
相談支援事
町 長
職員数を増や
松田委員
しつつ、業務量を減らせ 業サービス計画の作成、
るように取り組んでまい モニタリングを行ってい
るとのことだが、そのほ
りたい。
かに何か取り組んでいる
業務は。
障害者相談支援事業
福祉課長
委託内容と
（３６４万円）
松田委員 障害者相談 しては、指定特定相談支
支援事業の新規計画作成 援事業、指定障害児相談
者が 名と大変多い気が 支援事業、障害者に関す
る基本的な相談業務など
するが要因は何か。
福祉課長
現在対象の がある。
方が次年度も継続して対
象となる場合であっても、 教育文化合宿誘致事業
手続き上は新規として計 （１，２０８万円）
教育文化合
画書を作成するためであ
松田委員
宿補助事業の補助の内容
る。
について伺いたい。
生涯学習課参事
３日
以上町内に宿泊された方
には、１日２，０００円
松田委員 障害者相談
支援事業の該当者は、町
内に何名いるのか。

29

13

14

42
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一

問
質
般

議会

ト ピ

ツ

ク ス

防災訓練に参加しました
９月２日、女満別Ｂ＆Ｇ海洋センター前駐
車場で防災訓練が行われました。消火器取
扱訓練や炊き出し訓練などが行われました。

小清水町議会視察来町！
９月定例会では３人の議員が一般質問を行い、活発な議論を展開しまし

10月19日、小清水町議会の経済厚生常
任委員会の皆さんが来町され、大空町で取
り組んでいる「そらっきーポイントカード」に
ついて視察されました。

た。
なお、
全文記録（議事録）は、後日図書館にて閲覧または町議会ホームペー
ジに掲載していますのでそちらをご覧ください。

【上地

史隆】

１．大規模災害時の対応について
２．石北線の存続について協議はどうなっているのか

【三條

幸夫】

【後藤

忍】

北網ブロック町村議会議員研修会
に参加しました
10月18日、清里町生涯学習総合センター
で北網ブロック町村議会議員研修会が行わ
れ、「議会運営の諸課題と議会改革」につ
いて議員１２名全員が受講しました。

１．女満別空港線における交通安全対策について
２．都市との交流実績とアンテナショップについて
３．地震に強いまちづくりについて

議会報告会を開催します！

１．大空町の情報発信について

議会インターネット中継・録画映像のお知らせ
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。
11 大空町議会だより

第50号（平成３０年11月）

来年２月９日に議会報告会・意見交換会を
開催します。皆さんぜひお越しください。

昨年 12 月９日「女性のつどい」で開催

2/9（土）午後2時～ 役場1階1号会議室
2/9（土）午後6時～ フロックス集会室
大空町議会だより
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上地史隆 議員

利用促進策も検討するべきでないか

廃自動車、布団類、畳類
などの処理困難物、危険
物有害物質として、消火
器、灯油、ガスボンべの
計 種類に分別すること
が重要と国から示されて
います。

国は経営再建中の
問 Ｊ
Ｒ北海道に対し
監督命令を出しました。
国からの支援金額は２年
間で４００億円となり、
ＪＲ北海道は赤字路線の
廃止を沿線自治体と協議
していますが、現状はど
うなっているのか。
活性化期成会や道
町長
からは、経営再建
は国が中心的な役割を担
うべきであり、地域条件
や事情が異なるなか、一
律に負担を求めるその理
由や法的な根拠は何なの
か。また、自治
体負担の軽減や
財政措置を講じ
ることが不可欠
であるとの意見
が出されていま
す。
網走市は、
問 利
用促進
策としてＪＲ北
海道を利用し市
内のホテルに宿
泊 し た 場 合 ２，
０００円の割引
を開始します。
町も利用促進策

実際に病院の通院
問 で
ＪＲを利用され
ている方もいるので、前
向きに検討していただき
たい。

現在の福祉タクシ
町長
ー券、外出支援タ
クシー券、そのほかにも
路線バスの支援をしてい
ますが、福祉の分野に結
び付けた利用促進を町と
して提案できないかと考
えています。

を検討していないのか。

国は災害廃棄物対
町長
策指針を策定して
おり、北海道も災害廃棄
物処理計画を策定してい
ます。オホーツク管内で
はまだ策定している市町
村はありません。町とし
てもこの計画を早い時期
に策定できるように取り
組んでまいります。

地震により大量の廃棄物
が発生する可能性もあり、
災害廃棄物の処理計画を
策定するべきではないか。

胆振東部地震により
被災された方には
心よりお見舞いと
一刻も早く普通の生活を
取り戻されることを
願いたい。

地域防災計画で想
問 定
する河川氾濫の
被害は、網走川が住吉、
豊里、本郷、網走湖が湖
畔、女満別川が湖南、ト
マップ川が日の出、公園、
藻琴川は旭橋から藻琴橋
に掛けて、また市街地に
おいても耐震改修促進計
画 で は、 民 間 建 築 物 ６，
０９０戸のうち旧耐震基
準の建築物が２，７６３
戸となっており、大きな

暴風により網走湖畔に打ち寄せた流木

町長▼今後に備えて計画等の作成も検討したい
ります。町や委託業者の
清掃能力で収集すること
が困難な場合は、協定に
基づき民間車両の出動要
請や国と道の協力を得な
がら収集することになり
ます。倒壊した家屋など
は分別も困難です。環境
保全、公衆衛生の悪化防
止のためには仮置き場を
確保して分別と処理する
ことが重要と考えます。
そのことが処理期間の短
縮とコスト削減にもつな
がると考えます。
住民 大規模災害により
課長 発生する大量のご
みの分別は、可燃系、不
燃系、コンクリート系、
木質系、金属系、廃家電、

総務 過去の災害経験に
課長 基づいた備蓄とな
っており、備蓄が不十分
な場合は災害時の物資供
給等の協定により、企業
から供給を受けることに
なっています。

北見市ではダンボ
問 ー
ルベットを 台
備蓄しており、北見日赤
も４５０台備蓄していま
す。町も備蓄する必要が
あるのではないか。

内部検討を加え、
町長
新年度予算で購入
を検討したい。

12

災害廃棄物の処理に備えているのか

うえ ち ふみたか

町長▶福祉に結び付けた利用促進策を考えたい

国が市町村に策定
問 を
求めている災害
廃棄物処理計画は、道内
で策定済みの市町村は昨
年３月末現在、１７９市
町村のうち 市町村にと
どまることが環境省への
取材で分かりました。被
災地では災害で発生した
大量なごみの処理が遅れ、
生活再建や衛生面で復興
の大きな支障となってい
ます。大空町も大量の災
害ごみが発生した場合、
どのように対応されるの
か。

町長▶万が一に備え必要な備蓄品を購入していきたい

感染症の原因とな
町長
る生ごみ類を優先
的に収集し、一般ごみは
その後収集することにな

町には指定避難所
問 が
ヵ所あり、福
祉避難所が２ヵ所、指定
緊急避難場所も ヵ所あ
ります。町民にも各避難
所が分かるように防災マ
ップや生活安心ガイドブ
ックで周知がされていま
す。災害発生時にはどの
ように避難所を開設して
いるのか伺いたい。
過去の避難所の開
町長
設実績は担当より
説明します。福祉避難所
については、平成 年に
女満別福祉会及び東藻琴
福祉会と災害発生時の福
祉避難所の設置運営に関
する協定を結び、対象者
は一般の避難所生活で特
に配慮が必要な方として
います。

避難所の備蓄はど
うなっているのか。

ＪＲ北海道が自力での経営が困難とする石北本線

防災グッズセット

40

34

27

18

総務 暴風雪、暴風雨に
課長 よる災害対策が多
く、胆振東部地震時の帰
宅困難者の受け入れを含
め、避難所開設は５年間
で 回、３０５人が避難
されています。

問

10

13

避難所の備蓄品はどうなっているのか

第50号（平成30年11月）12
大空町議会だより
第50号（平成３０年11月）
13 大空町議会だより

一般質問
我が町政を問う

三 條 幸夫 議員

女満別空港線横断歩行者の安全確保は

認定こども園予定地の地震対策は

横断中の交通事故が心配される女満別空港線

町長▼看板と手押し式信号機の設置に努力したい

建設予定地は、児
教育長
童センターめちゃ
いるど館の隣接地を予定
しています。地下５メー
トル程度まで泥炭層やシ
ルト層といった比較的軟
弱な地層であること、ま
た、地下水位が高いこと
で液状化の可能性がある
地質であると認識もして
います。地質調査に基づ
き地震や地盤、液状化へ
の対策など、十分に内容
の検討を行い安全安心な
施設整備に努めてまいり
ます。

過去には、事故が
町長
あって信号機が設
置されるような事象もあ
ります。そのようなこと
にならないためにも、早
期に課題を整理し実現に
向け努力します。

空港線の横断は、
予算や設置場所等
問 横
問 の
断歩道が少なく
検討が必要うと
危険だなと思います。中 思うが、時間を費やすう
間に１カ所、手押し式の ちに事故が起きてからで
信号機を設置するように、 は遅いので、早期に課題
町から公安委員会に積極 を整理し対策につなげて
的に働き掛けることが必 ほしい。
要と思うが。
平成 年に信号機
町長
の新設を要望し認
められなかった経過があ
り、今後警察署や関係機
関と協議し、空港線の歩
行者の安全とスムーズな
車両通行をどのように確
保していくか対策を講じ
たいと思います。

女満別地区
問 の
認定子ど
も園の建設予定地
は、不安との話を
よく聞きます。ト
マップ川の周辺の
施設となることか
ら、いろいろなこ
とを想定し取り組
むべきと思うが。

過去の陥没や液状
町長
化は、平成６年
月に発生した北海道東方
沖地震により女満別地区
で震度４を記録し、一部
で電柱の傾きや地面から
水を含んだ土砂の流出、
さらに建物玄関周
辺の地盤沈下と、
駐車場が凸凹にな
るという事象が起
きています。

新たな公共施設、
問 特
に認定こども園
の建設予定地は、将来起
こり得る地震等の災害を
想定し選定しているのか
伺いたい。また、町内で
過去に陥没や液状化が発
生した箇所があるのか伺
いたい。

18

さん じょう ゆき お

教育長▶地盤、液状化対策等内容の検討を行う

外国人の通行車両
問 も
相当増えたとい
うことは、看板等も多言
語で夜間でも分かるよう
に、電光掲示板等の表示
物も考える必要があると
思うが。

稲城市民祭で大空町の物産品を販売
（10月20日）

質問・答弁いただいた
ことがどうなっている
のか。１年後に同じ
テーマで質問させて
いただく予定です。
お気づきのことが
ありましたら
声かけ下さい。

10

き相互の交流を推進し、
友好関係を深めてまいり
たいと考えます。
稲城市との児童交
教育長
流事業は小学校５
年生を対象に、平成２年
２月から始まり本年度
回目を迎え、昨年度まで
の交流延べ人数は２，５
００人を超えるまでにな
っています。一方氷川町
との生徒交流事業は中学
２年生を対象に、平成９
年８月から始まり、本年
度 回目を迎え、昨年度
までの交流延べ人数は７
６０人を超えるまでにな
っています。
29

道道女満別空港線
問 （
空港線）は、レ
ンタカーを利用する旅行
者が増えており、事故を
未然に防ぐためにも通過
車両に対する注意喚起看
板の設置等の対策につい
て伺いたい。

町 長▶今後も農産物等の販売拡大に取り組む
教育長▶児童生徒の交流事業を継続

女満別空港のレン
町長
タカー協議会で、
外国人の方々の借り上げ
回数が集約されており、
夏・冬なども多くの外国
人の方々がレンタカーを
借りている状況も分かっ
てきました。公安委員会
や交通安全協会等が設置
する道路標識、それらを
認識してもらうための電
光装置の工夫も考えたい
と思います。

20

総務課 稲城市、氷川町両
参 事 都市との交流事業
は、イベント交流や物産
交流、職員の相互交流等、
さまざまな分野で幅広い
世代の方々に交流をして
いただいており、引き続

13

両都市（熊本県氷
問 川
町、東京都稲城
市）との交流実績と、稲
城市アンテナショップの
現状について伺いたい。
稲城市に大空町の
町長
アンテナショップ
ほのか店が平成 年８月
に開設され、当初は町が
店舗の一部を借り上げ、
農産物等の販売を委託す
る方法で運営をしていま
した。 年度には保冷貯
蔵庫なども購入し、農産
物のストックなど新鮮な
状態を保ちながら販売で
きるように整えてきまし
た。 年度に借り上げ方
式から拠点店舗の責任販
売へと変更し、輸送費を
町が負担し販売促進に努
めてきたところです。こ
れからも知恵を出し、農
産物等の販売拡大に向け
取り組んでまいります。
21

24

空港線は近年、レ
町長
ンタカーによって
外国人ドライバーを含め
通行される方が大勢いま
す。
市街地が非常に近いと
いうこともあり、警察署
などとも連携し注意喚起
の看板などの設置につい
て、検討したいと思いま
す。

都市との交流の今後について

第50号（平成30年11月）14
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一般質問
我が町政を問う

女満別地区の認定こども園建設予定地

一般質問

大空町の情報発信について
町長▼ 情報をどのように発信するか、そこがまちづくりのポイント
き、大切な子どもを通わ ます。施設利用者や観光
せたい魅力的な町に思う 客、インバウンドの方々
のか、そうではないのか、 の利便性を図るため、ま
ホームページの第一印象 た、災害情報を発信する
が重要な要素にもなると ためには、公共施設への
考えるが。
ＷｉＦｉの整備が必要と
思うが、町はどのように
考えているのか伺いたい。

会だよりを目指してまいりたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。

全ての分野に通じ
町長
「情報発信」をど
のようにするか、そこが
まちづくりのポイントに
なると感じています。Ｐ
Ｒする努力は、人口減少
に歯止めを掛けることに
もつながるものであり、
今後も大きな課題として
取り組んでまいります。

会だより」の企画及び編集等に対するご意見・ご提案等をいただき、より親しまれる議

発信ができるようにしな
ければならないと考えま
す。

33
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ＷｉＦｉについて
町長
は、町民ばかりで
はなく町外の方々が集ま
る観光地的な施設にまず
整備していくことが必要
ではないかと考えます。
どのような形で使用され
ているのか、その状況も
調査した上で費用対効果
なども考え判断していき
たいと思います。

議会広報モニターの皆様には、年２回開催の議会広報モニター連絡会議を通じて「議

SNS（エス エヌ エス）とは？

行事・催し物等で、
町民の皆さんの
一生懸命に活躍している
姿を見ると、私もさらに
元気になります。
ありがとう
ございます。
一口
メモ

後藤 忍 議員

ご とう しのぶ

ました。

大空町内では、道
問 の
駅などでＷｉＦ
ｉが利用可能となってい

８月に公募していました「議会広報モニター」については、ご覧の５名の方に決定し

ホームページはい
問 わ
ば大空町をＰＲ
する情報誌であり、町外
向けの最初の玄関口でも
あります。大空町の情報
を得ようとしている町外
の方々に、魅力的でかつ
分かりやすいホームペー
ジが必要と思います。
例えば、町立の新しい高
校が平成 年の開校に向
けて準備が進められ、生
徒も広域的に募集する予
定と伺っています。オホ
ーツク管外の保護者及び
受験生が大空町のホーム
ページへアクセスしたと

早田和佳子さん

ています。観光情報の発
信は、ホームページの他
にフェイスブック、ツイ
ッター、インスタグラム
の３つのＳＮＳを活用し
ていますが、現在のホー
ムページからはＳＮＳを
直接閲覧することはでき
ません。今後、ホームペ
ージの改編にあわせ情報

議会広報モニター

人間のコミュニケーションの場や趣味などの共通点を通じて新
たな人間関係を構築する場を提供するサービス。
議会広報モニター連絡会議の様子（10月17日）

一さん
岩原
淳さん
川村

髙野慶太さん
茂さん
樫尾

最近のホームペー
問 ジ
は、視覚に訴え
かけ直感的に情報を得や
すいものが主流となって
います。また情報発信の
スピードも求められてい
ます。大空町が進めてい
る総合戦略による観光人
口増加をさらに推し進め
るためには、紙面、ＷＥ
Ｂ、動画を最大限活用し
た戦略が必要と感じます。
ホームページの改善とＳ
ＮＳの活用について、町
はどのように考えている
のか伺いたい。

決定！

町のホームページ
町長
は、サーバー等の
機器の更新に合わせ平成
年度から運用を開始し

第３期目 （2018年10月～2020年10月）
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ソーシャル・ネットワーキング・サービス〔Social
Networking Service〕の略。Webサイトやスマートフォンア
プリなどで閲覧・利用できる会員制のオンラインサービス。知

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

！
ク
ッ
ェ
チ
で
議会

事務調査」
を実施しました～

齋藤委員
田中副委員長

松岡委員
原本委員長

①

後藤委員
深川委員

❶

・管理棟の改修や設備の更新が必要と見受けられるので、年次計画で

上地副委員長

①

❶

④

山園ふるさとセンター建物解体工事及び施設の利用状況について

東藻琴児童クラブ建設工事の状況について
・立地場所については、最適な場所ではないかと思われる。

東藻琴福寿苑の様子

❷

・学校併設はとても良いので、今後の活用を期待したい。
③

一般廃棄物焼却処理施設の状況について〔東藻琴地区〕
・今後も分別等を徹底しながら、できるだけ施設の延命に努めること。

・山園ふるさとセンター施設の今後の利活用の検討を行うこと。

・将来的な部分については、近隣自治体等との広域での整備も視野に

東藻琴８号線の今後の整備状況について

検討すること。

・現況を確認し、次年度以降の整備の必要性を確認した。

東藻琴の認定こども園予定地

⑥

東藻琴地区認定こども園建設予定地の状況について
・今後の設計にあたって、保護者の意見を十分取り入れ、利用しやす

東藻琴児童クラブ建設予定地

④

❹

一般廃棄物最終処分場次期候補地の状況について〔両地区〕
・３つの候補地について、現地の状況を確認した。
・今後、候補地が確定次第、地元地域との調整についてはできるだけ

い施設となるよう配慮すること。
⑦

早期に協議を行うよう努めること。

女満別地区認定こども園建設予定地の状況について

・また、関係機関や関係団体との協議・調整もスムーズに行うこと。

・盛土を行う部分については、十分な対応を講じること。
・予定地近くに河川があることから、子どもたちの安全を確保するこ

女満別の認定こども園予定地

と。

❾

⑧

女満別中学校大規模改修工事の進捗状況について

最終処分場次期候補地の様子

⑨

第50号（平成３０年11月）

事業用店舗貸付用地の状況について〔ツルハ女満別店建設予定地〕
・用地が病院等に隣接しているので、その点工事には配慮すること。
・新しい商業施設ができるので、今後の地域雇用拡大に期待したい。

・入牧頭数の増加を図り、収支改善を行うこと。

19 大空町議会だより

女満別公園地区定住団地の状況について

⑥

住吉牧野の利用状況と今後について〔女満別地区〕
・未利用地の利活用方法を検討すること。

⑤

・分譲地の詳細内容の周知について、しっかり行うよう努めること。

❺

・改修工事の進捗状況を確認した。

住吉牧野の様子

品田委員

・付属する旧保育所の解体の必要性を現地で確認した。
⑤

❼

松田委員

東藻琴福寿苑の状況について

②

東藻琴地区水道管路整備工事の状況について
・復旧箇所について、現状を確認した。

❻

沢出委員長

ほしい。

平成30年３月９日発生道路災害復旧の状況について〔東藻琴地区〕

③

三條委員

・大変すばらしい施設ができたので、これからもサービスを充実して

・融雪により被災した復旧箇所について、現状を確認した。
古梅ダムの様子

ついて、主なものをお知らせします。

常任委員会

の対応を願いたい。
②

ぞれ所管する事務の中から今チェックす

総務厚生

常任委員会

古梅ダムの施設状況及び設備の更新等について〔女満別地区〕

８月８日に総務厚生常任委員会が、それ
べき施設等を調査しました。その内容に

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

７月24日に産業建設文教常任委員会、

公園地区定住団地の様子
大空町議会だより
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声

Voice

町民の

青年部活動を
通して見る大空町
松

田

俊

行

さん

（女満別住吉）

JAめまんべつ青年部長となった今年は、人材減

役場や議会任せではなく、町民である私たちが自

少で仕事や事業など何をするにも一人当たりの負

分たちの未来の為、どの事業でも目的と対象を明

担が増え、やる事を選び、他との連携が重要にな

確にし、個人でも組織でも手を取り合い強い絆で

ったと痛感している一年です。街づくりにおいても、 夢を実現していきたい。大空町の一人としてそう
誰もが住みやすく幸せな街は夢のような話ですが、 考えています。

景

大空八

麦収穫後のメルヘンの丘、多くの写真愛好家でにぎわ
いました。（三條撮影）

近藤哲雄（発行責任者）

今年もあとわずかになりまし
た が、 皆 様 に は ど の よ う な １ 年
だったでしょうか。
春から夏にかけては低温の日
が 多 か っ た り、 秋 に は 地 震 に よ
り北海道の全戸が停電になる「ブ
ラ ッ ク ア ウ ト 」 が 起 き た り、 台
風 の 上 陸 も 増 え、 あ ら た め て 自
然の脅威を思い知らされた１年
だったのではないでしょうか。
私たち広報委員も新しいメン
バ ー に な り ま し た が、 こ れ か ら
も町民の皆様に読んでいただけ
る よ う な「 議 会 だ よ り 」 を め ざ
し て が ん ば り ま す の で、 よ ろ し
くお願いいたします。

深川

（田中）

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。

編 集 後 記

※民間事業者からの有料広告を掲載しています。
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