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北海道 大空町
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　大空町は、北海道東部のオホーツク海と阿寒・知床連山に挟ま

れた肥沃な田園丘陵地帯に位置し、北見市、網走市、美幌町、

小清水町、弟子屈町と接するまちです。

　東西に約２７ｋｍ、南北に約３０ｋｍ、南には屈斜路湖を望む大パノラマが広がる標高１，０００ｍ

の藻琴山がそびえ、北は美しい水辺と豊富な水産資源に恵まれた網走湖に面しています。

　中央は広大な畑作地帯、西部の網走川沿岸の平地ではわが国で北限にある稲作地帯、南部は藻琴山山

麓の高原を中心に酪農地帯が広がっています。

　気候はオホーツク海沿岸の典型的な気候で、夏は太平洋沿岸で、冬は日本海沿岸で雨や雪を降らせた

後の乾燥した季節風が吹き込むため、１年を通じて晴天に恵まれます。年間平均気温は約６℃、年間降

水量は７５０ｍｍ程度、日照時間は年間２，０００時間を超え、全国有数の日照率を誇ります。降雪は

１０月下旬から４月下旬にかけてみられ、市街地での積雪量は１ｍ前後です。

　北海道は全国的に見ても台風や地震による被害が少ない災害リスクの低い地域ですが、大空町では 19

19 年の観測開始以降、震度 5強以上の地震が観測されたことは一度もありません。

大空町

女満別市街地

東藻琴市街地

面積
人口・世帯数

医療関係施設
医師数の状況
病　　　院：1 (2)
診　療　所：1 (1)
歯科診療所：3 (3)

面　積：343.66 ㎢
世帯数：2,874 世帯
人　口：7,360 人

※H27 国勢調査 ( ) 内は医師数
※H31.3.31 時点

教育機関数

幼稚園：2園
小学校：2校
中学校：2校
高　校：2校

※H31.4.1 時点

BOUT OZORA TOWN
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○網走湖女満別湖畔

○メルヘンの丘

○東藻琴芝桜公園

○藻琴山

・水芭蕉の湿生植物群落

・キャンプ、観光夏まつり

・氷上わかさぎ釣り

・北海道景観 100 選

・黒澤明監督映画ロケ地

・のどかな風景

・道の駅メルヘンの丘めまんべつ

・ピンク色の絨毯

・5月～芝桜まつり

・ゴーカート、釣り堀など

・標高 1,000 メートル

・山頂から屈斜路湖の眺望

・名水「銀嶺水」

・北海道自然 100 選

ATURE
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東京 ( 羽田 )⇔女満別

大阪 ( 関西 )⇔女満別

大阪 ( 伊丹 )⇔女満別

名古屋 ( 中部 )⇔女満別

札幌 ( 新千歳 )⇔女満別

約１１０分

約１４５分

約１２５分

約１２５分

約５０分

１日５往復

１日１往復 ( 夏季 )

１日１往復 ( 夏季 )

１日１往復

１日６往復

JR 石北本線

都市間バス

道央自動車道

道東自動車道

約５時間

約５時間３０分

約４時間３０分

約５時間３０分

１日４往復

１日９往復

札幌⇔女満別

札幌⇔女満別

札幌⇔女満別

苫小牧⇔女満別

【航空路線】

大空町公式キャラクター
「そらっきー」

　女満別市街地から車で約 5分の女満別空港は年間乗降客数 84 万人の
オホーツクの空の玄関口です。
　また、大空町は航空路線以外にも、ＪＲ石北本線、都市間バスなど、
様々な交通モードがあり、道内外へのアクセスに優れた町です。

大空町
札幌

大阪 名古屋 東京

【陸路】

大空町

旭川市 北見市 網走市

釧路市

札幌市

ＪＲ線
( 特急 )

道　路

約 50 分

約 35 分

約 3時間 45 分

約 3時間 30 分

約 5時間

約 5時間

約 15 分

約 25 分

約 2時間 50 分

約 3時間 40 分

大空町から
の所要時間

CCESS

約○○分
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国内有数の食糧供給基地であるオホーツクに位置する大空町は
　　　　　　　　　　　　　　　　　        　一次産業に強みがあります。

【各食材の国内生産量に占めるオホーツク産の割合】

国産
小麦

20.8％

国産
馬鈴しょ

30.1％

国産
たまねぎ

41.7％

国産
てん菜

42.8％

国産
さけ・ます類

40.3％

国産
ほたて貝

39.2％
※砂糖の原料となる作物

※農林水産省「作物統計調査」、「生産統計調査」平成 28 年の数値

生産額 ( 修正特化係数 - 産業別 )

1 次産業 2次産業 3次産業

20.00

15.00

10.00

5.00

1.00

修正特化係数…
ある地域の特定の産業の相対的な集積度を見る指数

⇒地域の産業の世界における強みを表したもの

【大空町の産業】
大空町は農業、畜産、酪農、網走湖での漁業などの一次産業が
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　中心的な産業となっています。

NDUSTRY



【大空町の農業】
①高品質で多彩な農産物

②肥沃な大地と確かな生産技術

③大規模経営

④オホーツクビーンズファクトリー

【大空町の畜産・酪農・水産業】

　道内有数の農業地帯であり、北限での米づくりをはじめ、
麦類、豆類、馬鈴しょ、てん菜（砂糖の原料）、野菜類、花
き類と多岐にわたって生産しています。
野菜類…大根、人参、長芋、白菜、長ねぎ、玉ねぎ、トマト、セロリ、
　　　　ブロッコリー、アスパラガスなど

　馬鈴しょ、長芋、大豆、小豆、その他豆類、麦類などの種
苗の生産が行なわれており、肥沃な大地と確かな生産技術を
裏付けています。

　農家 1戸当りの耕地面積が約 29ha( ヘクタール ) と全国平
均の 10 倍以上のスケールです。

　豆類の選別～貯蔵までを一括して行う、規模、取扱い品種
数が日本一の施設が平成 30 年に完成しました。
　豆を原料としたハンドクリームやお菓子などを開発してい
ます。

乳用牛 肉用牛 豚
5,228 頭 4,794 頭 2,930 頭

※令和元年 1月 1日時点

　町では牛や豚などの畜産・酪農も盛んに行なわれています。
また、網走湖では、ワカサギ、シジミ、シラウオ等の水産物が
水揚げされます。

【大空町の特産品】

　網走湖女満別湖畔で
水揚げされるしじみは、
本州産よりも大きな大
和しじみという品種で
す。
　ミネラル豊富な汽水
湖である網走湖で育っ
たしじみは天然の旨味
成分をたっぷり蓄えて
います。

　乳牛が人口よりも多
い東藻琴は、酪農に適
した大地です。
　ここで育った乳牛た
ちが生み出す新鮮な牛
乳は、乳脂肪分を多く
含んだ濃厚で美味しい
牛乳です。

　昼夜の寒暖差が大き
いオホーツクの気候条
件が、糖度や風味を増
し、おいしい豆を育て
ます。
　大豆、小豆、金時、
とら豆、白花豆など多
種多様な美味しい豆類
を生産しています。

　東藻琴産のフレッシ
ュな牛乳を原料に製造
されるチーズは、手造
りの風合いを保ち、自
然が育て上げる味わい
深いチーズです。
　近年では、ふるさと
納税の返礼品として、
非常にご好評をいただ
いています。

大和しじみ 豆類 牛乳 チーズ

NDUSTRY&   PECIALTY PRODUCTSI
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大空町企業振興促進条例に基づく支援措置
対象：工場、宿泊施設、研修施設、試験研究施設、医療福祉施設、特定事業所、
　　　観光施設、新エネルギー電力供給施設、物流施設、店舗施設、その他の施設

①  固定資産税相当額を 3年間 ( 最大 5年 ) 助成
②  雇用増 1人当たり 20 万円～ 30 万円助成
③  事業所の賃借料を助成
④  環境対策に係る投資額に対して助成
⑤  工場の機械の賃借料に対して助成

支
援
措
置

要件
■  新設のための投資額が 3,000 万円以上又は増設のための投資額が 1,500 万円以上
　  かつ、新設のときに雇用増が 3人以上又は増設のときに雇用増が 1人以上

大空町企業振興のための従業員住宅助成金

①  固定資産税相当額を 3年間免除
②  1 戸当り月額 5,000 円助成

支
援

措
置

要件
■  町内に従業員住宅を同一年に 3戸以上新設　ほか

ほか

過疎地域自立促進特別措置法に基づく支援措置
対象：製造業、旅館業、農林水産物等販売業

①  固定資産税相当額を 3年間免除
②  事業税、不動産取得税の免除
③  法人税の減価償却資産の特別償却

支
援
措
置

要件
■  固定資産の取得価額の合計が 2,700 万円以上　※租税特別措置法の特別償却を受ける設備

この他にも国・北海道の交付金や融資制度等の優遇制度があります。
詳しくはお問合せください。

UPPORT
各種優遇措置をはじめ情報提供など企業の皆様の進出を一所懸命
　　　　　　　　　　　　　　　　　お手伝いさせていただきます。



OTHERS

総務課政策グループ・地域振興課総務グループ
〒099-2392　北海道網走郡大空町女満別西３条 4丁目１番１号
TEL：0152-74-2111　　FAX：0152-74-2191

大空町役場

東藻琴総合支所 〒099-3293　北海道網走郡大空町東藻琴３６０番１
TEL：0152-74-2111　　FAX：0152-74-2191

北海道  大空町
問合せ

○情報通信基盤整備
　令和２年度に情報通信基盤整備事業を予定しており、これまで市街地等一部地域のみ整備されて

いた光回線が町内全域に整備されることとなり、町内全域で高速通信を利用できることとなります。

誘致実績

その他

ボッシュ株式会社
女満別テクニカルセンター
（自動ブレーキ性能試験研究施設）

株式会社プリンスホテル
女満別ゴルフコース
（レジャー施設）

株式会社北海道畜産公社
北見事務所
（畜産食料品製造業）

双日北海道与志本株式会社
（木材・木材品製造業）

テル

ボッシュ株式会社

○移住定住支援施策
　町では宅地分譲、住宅建設及びリフォームへの助成措置などのほか、認定こども園の整備など子

育てしやすい環境づくりを進め、移住定住対策に力を入れています。

その他様々な支援を行っておりますので、お気軽にお問合せください。

女満別
市街地

東藻琴
市街地

女満別空港


