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はじめに

成 年第７回清里町議会

地方統一選挙が終わり、これからの４年間、清里町がどのような
道を歩んで行くのか。
その道しるべともいえる町政執行方針が、６月１６日から行われた

第７回清里町議会定例会のなかで、橋場町長より示されました。
ここに、町政執行方針を全文掲載して町民の皆さんにお知らせし
ます。

支援 と ご 協力 を いた だ き

ながら︑町民福祉の向上の

ため 第 ３ 次清 里 町総 合 計

画の 確 実 な実 行 と新 た な

第４ 次 清 里町 総 合計 画 の

町政執行に対する所信を申し上

各方面の方々の温かいご支援と

おいて︑町民皆さんはじめ関係

にこたえるべく︑直面する課題

会・経済情勢が続きましたが︑

この間︑内外ともに厳しい社

あります︒議員各位︑町民皆さ

の精神により築きあげる決意で

清里町の確たる基盤を自主自立
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推進を基本とし︑諸課題の

解決 や 必 要な 施 策の 推 進

げ︑議員各位並びに町民皆さん

ご厚情により当選の栄に浴し︑

町政の基本として︑町民の皆さ

と困難を勇気をもった改革によ

議員各位並びに町民皆さんのご
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に積 極 的 に取 り 組ん で ま

いりました︒

しかしながら︑清里町を

はじ め と した 地 方自 治 体
をとりまく環境は︑地方分

権や行財政改革・市町村合

併問題など︑町民の皆さん

とと も に 英知 を 結集 し 共

に汗 を か きな が ら克 服 し

なけ れ ば なら な い緊 急 課

題が残されております︒

この課題を克服するとともに︑

さらなる清里町の発展を願い︑

私は去る４月 日の町長選挙に

のご理解とご協力をいただきた

は︑皆さんから寄せられ

せていただくことになりました︒

町長として３期目の重責を担わ

以来２期８年間︑一貫して﹁住

んとともにまちづくりに全力を

り克服し︑ 世紀にふさわしい

ました大きな信頼と期待

尽くしてまいりました︒

民参加と協調のまちづくり﹂を

私

私は︑平成７年に町長に就任

いと思います︒
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定例会の開催にあたり︑
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んのより一層のご支援とご指導

関係を規定する仕組みの大きな

求めています︒これまでにも増

里町には多くの先人の皆さんに

れた自然環境︑永年育んできた

培っていただいた確かな産業や

機関委任事務制度の廃止をは

らないことはいうまでもありま

協調と融和の町民精神と自主的

充実した社会基盤︑加えて恵ま

じめとした地方分権一括法が平

せんが︑むしろこれから必要と

な地域での自治活動︑さらには

して︑事務事業の見直しや効率

成 年４月に施行され︑国の地

されるのは︑従来のように国に

健全な財政状況が堅持されてい

化の努力が進められなければな

方自治体に対する関与が大幅に

依存した成長や発展を指向する

ます︒

構造転換が行なわれました︒

縮減されるとともに各自治体の

のではなく︑持続的で安定した

を賜りたくお願い申し上げます︒

て︑今︑わが国は︑これ

自律性と自己決定の範囲が拡大

町政を取りまく
内外の状況
までにない転換期にあり︑

自律的な行政システムへの構造

はこの度︑町長選挙にあ

されております︒

さらに深刻な経済的︑政治的︑

転換を︑勇気をもって実践して

たり︑長寿時代をむかえ︑

停滞し︑依然︑回復の兆しがみ

れた 年﹂と言われるように︑

バブル経済の終焉以来︑﹁失わ

ぼすものであります︒

治体の将来にも大きな影響を及

成否は︑国のみならず︑地方自

革﹂がさけばれておりますが︑

分野における﹁聖域なき構造改

そこで現在︑国ではあらゆる

められています︒

度の抜本的な見直しと改革が求

経済成長時代以来の考え方や制

たな課題に直面しており︑高度

進展︑国際化の深まりなど︑新

球規模への拡がり︑男女平等の

ほど自律的な自治体運営が困難

己責任の余地が拡大すればする

にとって︑むしろ自己決定︑自

度の高いわが国の多くの自治体

をはじめ国への財政面での依存

困難な状況となり︑地方交付税

るための財源を保障することが

体が自立的な政策運営を実現す

大きく立ち遅れ︑国は地方自治

迷による財政状況の悪化により

税財政制度の改革は︑経済の低

することは︑かえって地

ってのみ切り抜けようと

ひたすら耐えることによ

従来の発想を変えず︑

ことが求められます︒

方法や発想に切り替える

活用し活かしていくという思考

え︑今ある社会資本を積極的に

仕組みやシステムを抜本的に変

それには︑従来の枠組みのま

でいる人々が誇れる町づくりを

り延べするという戦略ではなく︑ 働ける︑快適に暮らせる︑住ん

ま歳出を抑制し計画の実施を繰

町政推進の基本方針として掲げ︑

の町づくり︑そして︑安心して

ひとりの健康を大切にした福祉

しかし実態としては︑地方分

えない状況であります︒他方︑

問題解決への道筋や処方箋は必

なものとなってきております︒

社会的な諸課題に直面していま

歳代にふさわしい︑一人

飛躍的な情報技術の革新にとも

ずしも明らかではなく︑また︑

人生

なう産業社会の変転︑人類史が

それが示されたとしても︑実現

域の活力の低下や行政活

いくことにあると考えます︒

経験したことのないような少子

こうしたなか︑国は基礎自治

権制度のもう一つの柱であった

高齢社会の到来︑環境問題の地

には多くの痛みをともなうもの

動の硬直化を招くもので

す︒しかも︑その解決の方向と

私

体である市町村の行財政基盤の

長期にわたってわが国の経済は

て︑ここでわが国の地方

﹁市町村の自主的な合併﹂を強く

た転換と変革の時代にあ

強化や効率化を図る手段として︑ す︒したがって︑こうし

と考えられます︒
自治体の現状に目を転じ

に厳しい自己改革︑行政改革を

代の終焉は︑地方自治体

のように︑右肩上りの時

はありませんが︑幸い清

行なうには容易なことで

それは言うに易くして

す︒

求められることになりま

かな政策実施が何よりも

っては︑弾力的でしなや

町政推進の基本方針

推進しております︒

れば︑戦後の復興︑その後の成
長の担い手として大きな役割を︑
特に︑高度経済成長期には国土
の均衡ある発展の一翼を担って
きましたが︑成熟の時代に入り
中央集権的な制度の弊害が顕著
になったことから︑国と地方の
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地域経済の活性化と雇用の確保
の面からも︑地方自治体にとっ
て最も重要な課題であります︒

しては排泄物管理適正化法によ

また︑家畜糞尿対策につきま

業が魅力ある産業として

り︑明年 月までに施設の整備

ります︒

発展するためには︑労働

のがありますが︑時代の大きな

を取りまく環境も大変厳しいも

時代の転換期を迎え︑清里町

温かいご支援を頂きました︒

んをはじめ関係各団体の方々の

をスローガンとし︑町民の皆さ

かな自然や美しい景観︑既存の

ります︒
また︑斜里岳に代表される豊

自立した産業の振興が重要とな

産業基盤や地域特性を活かし︑

これまで永年培ってきた豊かな

厳しい状況が続いておりますが︑

済に及ぼす影響も極めて大きく

低迷を脱しきれず︑清里町の経

給と意欲ある担い手の育成をめ

安全で安心できる食料の安定供

年５月からＢＳＥ検査牛が拡大

に推移しております︒一方︑本

ＳＥ発生以前の価格に戻し順調

まいりましたが︑今後はさらに︑ 乳生産量は増加し畜肉価格もＢ

化を進め︑今日の基礎を築いて

されたことにともない︑本年度︑ り停滞し︑森林の持つ国土保全

業・農村づくりを促進してまい

進め︑美しさと活力に満ちた農

事業により︑農村環境の整備を

振興事業や中山間地域総合整備

要となります︒このため︑農業

ゆとりある農村環境の整備が重

援を行なってまいります︒

機関と協議のうえ︑計画的な支

生管理対策につきましても関係

乳の安定的な生産︑さらには衛

進するとともに︑乳質向上と生

引き続き畜産環境整備事業を促

条件・経済条件の確立とともに︑ を完了しなければなりませんが︑

流れと現状を的確に認識し︑初
心に返り︑町民の皆さんの幸せ
施設や新たな地域資源を最大限

ざし︑生産基盤の確立や農業経

や水源涵養などの多面的機能に

わが国の経済は長期にわたる

向上と揺るぎない町政の自立的
に活かした体験型・滞在型観光

営の安定︑豊かさとゆとりある

北見地区農業協同組合連合会が

支障を及ぼすことが危惧されて

の︑一層のご理解とご協力を賜
りますようお願い申し上げます︒
こに︑３期目４年間の町

に︑林業の振興でありま

仕林業 の振興

発展の実現に向け︑全力を傾注
の推進による交流人口の拡大に

生 活 環 境整 備 な ど 魅 力 あ る 農

実施主体となり死亡牛処理施設

おります︒

すが︑森林を守り続けて

基準づくりが不調に終わるなど

構︶農業交渉では貿易に関する

らぐ一方︑ＷＴＯ︵世界貿易機

の安全に対する信頼が多きく揺

題︑食品の偽装表示問題など食

発生や輸入農産物の残留農薬問

勢はＢＳＥ︵牛海綿状脳症︶の

すが︑農業を取りまく情

ず︑農業の振興でありま

生産体制による農業経営の安定

また︑畑作３品を中心とした

てまいります︒

堆肥導入事業を継続して実施し

進し︑道営畑総事業では客土︑

けて用水路︑圃場配管事業を促

したので︑今後は事業完了に向

成︑区画整理はほぼ整備されま

は︑国営畑総事業による農地造

生産基盤の確立につきまして

図ってまいります︒

内における対策と体制の確立を

で︑その支援を行うとともに町

欲の向上を図るため︑施業計画

とも民有林所有者の森林育成意

清里町におきましては︑今後

きた林業が採算性の悪化等によ

ず︑第１は﹁活力に満ち

さらに厳しさを増しています︒

を堅持しながら︑輪作体制確立

ります︒
酪農畜産につきましては︑生

してまいります︒
取り組んでまいります︒

業・農村づくりを関係団体とと

の建設が計画されておりますの

議員各位並びに町民の皆さん

もに推進してまいります︒

た︑産業の振興﹂です︒

清里町の農業は︑自然に恵ま

のための作物導入を支援すると

仕 農業の振 興

地域経済の発展なくして活力

れた広大な土地と農地造成事業

ともに︑土づくり事業として緑

政を担当するに当たり︑

に満ちた魅力あるまちづくりは

などにより基幹三作物による畑

活力に満ちた産業の
振興

いて申し上げます︒

つの目標の基本的な考え方につ

基幹産業である農林業や商工

肥・堆肥の導入を推進してまい

望めません︒

4
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作と酪農を主体に大型化・近代

私の公約とさせていただいた５
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農

業の経営基盤の強化・充実は︑

ま

こ
ま

を適切に推進し︑造林・保育事
内の商店の売上に依然として大

ャー化による消費の流出は︑町

仕観光 の振興
かな自然や美しい景観︑

仕焼酎 事業の 振興

酎事業につきましては︑

よさと焼酎愛飲家に支えられ︑

きな影響を及ぼしております︒
商店街の発展は町の活性化に
品をはじめとした地域資源を最

事業を開始して 年︑現在地に

業の適期実施を促進してまいり
また︑町有林につきましては
大きく影響するものであり︑魅
大限に活かし︑高い付加価値を

工場を新設して 年を過ぎよう

ます︒
除間伐など保育管理を計画的に
力ある商店街づくりは極めて重

生み出す体験型・滞在型観光や

化︑消費の低迷に加え解消され

る商工業は︑不況の長期

済情勢に大きく左右され

いります︒

画的な管理と整備を推進してま

樹立し︑学校林跡地を含めた計

充分配慮した町有林整備計画を

や共同事業の促進について︑関

方々から親しまれる環境づくり

多くの町民の皆さんや来訪者の

るところですが︑今後はさらに

自主的な取組みが行なわれてい

商店街づくりや活性化事業への

緑とイルミネーションの美しい

や商店街協同組合により︑花と

の整備がなされ︑近年︑商工会

や街路環境につきましては一定

市街地近代化事業により建物

増加する傾向にあります︒

うことにより︑訪れる方も年々

関連施設の整備を計画的に行な

レストハウス︑コミットなどの

オートキャンプ場︑焼酎工場︑

摩周︑神の子池など全国に発信

幸い︑清里町には斜里岳︑裏

大きな役割を果すものです︒

観光や雇用︑交流人口の拡大に

グリーンツーリズムの振興は︑

い街並み景観づくり︑農村景観

流のまちづくり事業による美し

の施設や観光資源︑花と緑と交

に着手したところであり︑既存

持つとともに︑３つの温泉施設︑ としたパークゴルフ場等の整備

できる優れた観光資源を数多く

づくり等と連動した︑総合的な

屋の建設と江南町営牧場を中心

さらに︑本年度︑斜里岳山小

安定向上に努めてまいります︒

造・販売とあわせ︑会計収支の

今後も︑品質の高い製品の製

評等により徐々に伸びをみせて

造の取組み︑
﹁浪漫倶楽部﹂の好

量は焼酎ブームの再来や委託醸

としております︒

ます︒

また︑町内外の交流の場とし

て開催しております﹁みどりの

フェスティバル﹂︑﹁焼酎フェス

ティバル﹂と﹁ふるさと産業ま

つり﹂に加え︑平成 年度から

商工会が事業主体となって取り

組んだ冬のイベントについて︑

新たな支援を行ってまいります︒

なお︑
緑清荘︑
パパスランドや

レストハウスをはじめとした観

おります︒

かわらず︑ここ４年間の販売数

現在まで３回実施されたにもか

酒税の増税が平成９年度から

ない金融不安など︑極めて厳し

係団体との連携と協議のもと支

仕商工業 の 振 興

い状況となっており︑一刻も早

は︑農産物・木材関連の加

観光振興の推進を図ってまいり

援してまいります︒

17 28

町民の皆さんや多くのき

実施してまいりましたが︑今後
要な課題であります︒

焼

は防災対策や環境保全の面にも

質の高い農産物や加工食

豊

い国の本格的かつ有効的な経済

工業が中心ですが︑特に近

本町の工業につきまして

また︑車社会のもたらした日

対策を望むものです︒
常生活圏の拡大と買い物のレジ

年の 景気の低迷 による住
宅・木材需要の減退と原木・
製材等の価格下落により︑
木材産業は極めて厳しい環
境が続いておりますので︑
製材流通︑就労・福利厚生
対策について継続的な支援
を行ってまいります︒

光・集客施設につきましては︑
財

政状況を勘案しながら年次的な

若返り工事に努めてまいります︒
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経

子 ども か ら 高 齢 者ま で ︑
安心し ていきい きと暮
らせる まちづく り

かなければなりません︒

仕 健康事業 の推進

仕国民 健康保険 事業の
推進
療保険制度につきまして

費制度﹂に移行されました︒

仕 介護保険 事業の推 進

齢者保健福祉計画﹂の見直しが

も継続実施してまいります︒

町独自の福祉サービスを今後と

子化の進行や女性の社会

者となる国民健康保険事業は老

しては平成 年度の事業開始と

また︑介護保険事業につきま

大きく変化しております︒子ど
本改革に向けての取組みが行な

国においては現在︑制度の抜

とから施設サービスの比率が高

ては施設整備が充実しているこ

とができる環境づくりが強く求

安心して子どもを生み育てるこ

う子どもたちが健やかに育ち︑

とともに︑健康ホールを親子の

遊びや交流の場として活用する

など︑既存施設機能の有効活用

により子育て支援を進めてまい

ります︒

また︑社会福祉協議会に設置

されている﹁子育てサポートセ

ンター﹂や﹁ボランティアセン

ター﹂との連携を一層深めるな

ど︑町民皆さんのご協力をいた

6

２００３ きよさと

すが︑今後とも関係機関との密

接な協力・支援体制を維持し︑

充実・安定した事業運営を推進

してまいります︒

を経て︑地域医療の確保と町民

行なわれ︑本年度から２期目の

加えて︑要介護認定にならな

の皆さんの健康保持と増進に重

計画がスタートしております︒

た︑高齢者に対する﹁介

実現には︑乳幼児から高
要な役割を果たしてまいりまし

は︑これまで幾多の改正

齢者までの一貫した対策を計画
た︒

涯を通じた健康づくりの

的に取り組む必要があります︒

２は︑
﹁子どもから高齢者

と暮らせるまちづくり﹂です︒
検診項目の充実や生活習慣病予

社会福祉協議会や福祉・医療

い高齢者の方々に対しましても︑

町民誰もが︑人生のそれぞれ

しかし︑高齢化社会における

施設等との連携や民生児童委員
の支援をいただきながら︑着実

護保険事業計画﹂と﹁高

の年代において個性豊かに充実
防の意識啓発とともに︑健康づ

疾病構造の変化や医療技術の大
幅な進歩などにより医療費の伸

な事業推進に努めてまいります︒

また︑高齢化が急速に進行す

人保健事業への拠出が増大する

もたちの幸せを願い︑次代を担

進出などにより︑子ども

健康で文化的な生活が送れるよ
るなかで︑要介護者の増加をは

れております︒特に本町におい

など大変厳しい状況にあります︒ ともに︑円滑な事業運営が行わ

これらのことが痴呆や

われているところですが︑清里

く︑また︑在宅においても充分

を取りまく家庭や地域の環境が

う︑社会連帯の精神を理念とし
じめ疾病や運動機能障害から閉

寝たきりを誘発する大

町においては将来にわたる安定

そのため︑保健センター保健

きな要因になっており

り︑高齢者の方々始めご家族に

師を子育て相談総合窓口として︑

められています︒

関係機関︑福祉施設︑ 率の段階的改正を継続して行う

安心をもたらしているところで

なサービス体制が確保されてお
とともに保健活動の充実強化に

的な運営をはかるため︑保険税

ボランティア団体等と

祉制度につきましても︑
近年︑利用者主体の制度
に改正が大きく進められ︑障害
者に対する福祉サービスは本年
度から︑市町村が決定していた
﹁措置制度﹂から利用者自らがサ
ービスを選択し契約する﹁支援

相談体制や育児指導を強化する

努めてまいります︒
防の積極的な実施を図
り︑地域リハビリテー
ションの充実を推進し
てまいります︒

仕福祉 事業の推 進

の連携により︑介護予

じこもりがちになり︑

て福祉のまちづくりを進めてい

少

まで︑安心していきいき

した暮らしを営むことは︑共通
くり事業に町民の皆さんの積極
的な参画を得ながら効果的な事

びは高水準で推移し︑町が保険

仕少子 化対策 ・子育て
支援 の充実

の願いであります︒子どもから
高齢者まで︑また障害のある方
業推進を図ってまいります︒

生

もない方も︑町民全ての方々が

ま

ます︒

12
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だきながら地域全体で総合的な

は︑斜里地区消防組合における

また︑全ての町民皆さんに愛

な検討を行なってまいります︒

清里地区は約 ％︑札弦地区は

下水道事業につきましては︑

％を超える供用率となってお

また︑少子高齢化や過疎化の

方向性を探ってまいります︒

分協議するなか時代に対応した

内容等を踏まえ︑関係機関と充

推進委員会より答申いただいた

について検討してまいります︒

美化基本条例︵仮称︶﹂の制定

め︑住民参加による﹁環境保全

能を大切にした保全を目指すた

持︑森林や緑︑河川の公益的機

潔で美しい街並みや農山村の保

査を経て本年秋頃の製品化を予

に稼働しており︑今後︑成分検

センター﹂につきましては順調

汚泥堆肥化施設﹁札弦クリーン

また︑昨年完成いたしました

ます︒

り︑順調に事業が推移しており

されている自然環境を守り︑清

広域消防の将来の在り方につい

い社会の実現は︑安全で
進展に対応し︑札弦・緑地区に

定しており︑有料による町民還

ての協議検討︑加えて行政改革

子育て支援ができる体制づくり

安心して暮らすことのできるま
おきましても高い行政サービス

策は︑廃棄物の発生抑制と循環

を進めてまいります︒

ちづくりの基本です︒
の提供や安心して暮らすことの

資源の再利用︑さらには減量化

通事故や犯罪のない明る

今後とも︑交通安全防犯協会
できる社会資本の整備を︑計画

は行政から排出者又は生産者へ

原則とされるのは︑処理の責任

いずれの法律におきましても

や改正が進められてきました︒

という視点から多くの法律制定

﹁全町みな下水道﹂を目指し︑今

成を行なってまいりましたが︑

事業による合併浄化槽設置の助

画により農村地域トイレ水洗化

ては︑平成７年度より ヵ年計

下水道計画区域外につきまし

元を行なってまいります︒

的に行ってまいります︒

３は︑﹁うるおいのある︑

後も制度の見直しを行なうなか

うるおいのある︑快
適な生活環境づくり

や自治会を始めとした町民皆さ
係機関と協力するなか啓発活動
の充実や安全施設の計画的整備
を進め︑交通事故や犯罪の未然
防止に努めてまいります︒
防・防災につきましては︑

と明確に移行されたことであり︑

することが強く求められており

政それぞれの責任と役割を全う

町民皆さんの生命・財産

快適な生活環境づくり﹂

仕 上下水道 事業の推 進

継続実施してまいります︒

清里町の豊かな自然環境を︑

ます︒

道事業につきましては︑

か計画的な施設の整備と給水区

種類の拡大やごみ処理の広域化

対策を推進するため︑資源ごみ

今後はさらに着実なごみ処理

加えてまいります︒

りかたについて︑充分な検討を

ら︑水道未普及地区の対策のあ

い関心が寄せられていることか

なっておりますが︑計画的な整

しては特別会計により運営を行

なお︑上下水道事業につきま

10

仕生活安 全 の 推 進

90

んの自主的な運動を支援し︑関

50

今まで以上に住民︑事業者︑行

貴重な町民共有の財産として後

です︒

世に引き継ぐため︑多様な自然

の安全を守るための体制の確立
と整備について引き続き努めて
なお︑消防体制につきまして

まいります︒

里町におきましては︑町

域の拡張により︑安全で安定的

に課題とされていたごみ

と有料化の実施に向け︑具体的

２００３ 特別号

環境の保全や再生に向けた取組

力と深いご理解により各施設の

な飲用水の供給に努めてまいり

国庫補助等を導入するな
負荷の少ない持続可能な循環型

整備がなされ︑ごみの減量化︑

ましたが︑近年︑畑作地帯にお

民皆さんの積極的なご協

の取組みが必要とされています︒ リサイクル化︑資源化︑分別化

社会の形成に向けた︑より一層

が他の市町村よりも確実に推進

ける地下水の安全性について高

処理を中心とした環境対

仕 生活︑自然環境 の保全
とごみ処 理対策

されております︒

みを行なうとともに︑環境への

水

第
特
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7

清

交
消

などの充実により︑子ども一人

も 大変 重要 とな り

ひとりの個性と多様な能力を育

このため︑地域公

まいります︒
市街地の道道整備事業につき
む教育の推進は︑今後のまちづ

備により設備使用の長期化をは
かるとともに︑将来にわたる健
ましては︑今後︑摩周湖斜里線

とともに北海道に対して引き続

年度には新しい学習指導要領へ

営住宅ストック総合活用計画﹂

振 興 基 本計 画 の 在 り 方 に つ い

審議会より﹁教育基本法と教育

ます︒

全な会計運営と効率的な保守管

共 イン トラ ネッ ト

路事業を含めた公共事業
き強く要請してまいります︒

移行されたことにともない︑新
学習要領による教育課程の編成

に基づき促進し︑高齢者や障害

人 数教 育の 特色 を

まれた自然環境︑少

と 農村 の交 流や 恵

しております︒都市

様 々な 影響 を及 ぼ

営 や学 級編 成等 に

少 にと もな う学 級
数 の減 少は 学校 運

また︑児童数の減

ます︒

実 を図 って まい り

行い︑情報教育の充

報 機器 等の 整備 を

事 業と 一体 的に 情

くりの重要な課題であります︒

間の早期完成︑さらには向陽清
里停車場線を加えた３路線の第
３期整備要望区間の早期着手が

仕学校 教育の推 進

と江南清里停車場線の第２期区

14

理に努めてまいります︒

仕道路・ 公 営 住 宅 建 設
事業の 推 進
のあり方につきましては︑
た︑町営住宅の建設につきまし
ては﹁はごろも団地﹂の建設に

と学校完全週５日制が実施され

国的に教育改革の必要性

市町村道整備に対する国庫補助
金・交付金の原則廃止の考え方
既に着手しておりますが︑今後

ております︒

が叫ばれるなか︑平成

が打ち出されるなど大きな見直
の建替えと維持補修につきまし

しかし︑道路網の整備は町民

て﹂の答申が文部科学大臣にな

園児が減少し︑運営に影響が生

制度については︑引き続き支援

おります緑町小学校の山村留学

生 かし て実 施し て

じている状況にあります︒

に鑑み︑幼稚園と保育所の在り

いても︑父母や関係者との協議

なお︑複式学級の在り方につ

してまいります︒

方についての国の動向や乳幼児

を踏まえ教育委員会において慎

今後とも︑幼児教育の重要性

数の推移をみながら︑運営に対

重に検討してまいります︒

学校教育については︑今日の

画で着手したところであり︑校

清里中学校改築工事を３ヵ年計

学校教育施設につきましては︑

する適切な支援を行ってまいり

科学技術︑情報化の発展は目覚

舎・屋体・グランドを含めた外

ます︒

しいものがあり︑高度情報通信

構工事等︑全ての工事を平成

年度に完了するよう事業を推進

社会に対応した資質や能力を育

成することは︑今後の教育活動

してまいります︒

また︑各小学校の修繕や教育

の推進や一人ひとりの児童生徒

の学習への関心を高めるうえで

8
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なされるよう︑関係機関・団体

しが求められる時代となってお
ては︑平成 年度に策定した﹁町

皆さんの日常生活や産業振興に
者の方々も安心して暮らせる住

児教育につきましては︑

が必要であります︒

育環境の整備と充実を図ること

時代の要請と変化に即応する教

本町におきましても︑これら

れようとしております︒

した教育の改革が急速に進めら

されるなど︑社会の変化に対応

携・一体的運営についても検討

加えて︑幼稚園と保育所の連

されております︒

欠かすことのできない最も基礎
は︑事業の必要性や効果を的確
に評価するとともに︑財源の効
率的な導入と維持補修に重点を
おき︑計画的な整備を推進して

４は︑
﹁心豊かに生きるた
めの︑教育・文化・スポ

ーツの振興﹂です︒
未来を担う子どもたちを心豊
かに育むため︑スポーツ・文化
の振興やゆとりある学習環境づ

開園され幼児教育に大きな貢献

昭和 年に私立幼稚園が
めるとともに︑清里町の地域の

をいただいておりますが︑少子

くり︑魅力ある学校づくりを進
特 性 や 自 然 を 活 用 した 教 育 活

化の進行等の影響により年々入

57

心 豊 か に 生 き る た め の︑
教 育・文化 ・スポ ーツ
の 振興

環境づくりに努めてまいります︒ され︑教育基本法の改正が検討

14

的な社会資本であります︒今後

また︑本年３月には中央教育

ります︒

全
幼

第

動・外国語教育・情報科学教育

17

道

は︑生徒数の減少と他校

等学校教育につきまして

境の保持に努めてまいります︒

より整備を進め︑良好な教育環

具等につきましては年次計画に

課程・課外活動に必要な備品器

しては︑建設後︑相当の年数が

多くのスポーツ施設につきま

象事業を推進してまいります︒

然や歴史等を活用した青少年対

童クラブの充実やふるさとの自

課後児童対策としての放課後児

かに育つ環境をつくるため︑放

システムを整備し︑今年 月よ

書資料の検索が可能な資料検索

館においても自宅にいながら図

テムを導入するとともに︑図書

ーネットを通じた施設情報シス

グセンターについては︑インタ

より︑プラネットとトレーニン

となります︒

的な町政への参加と協力が必要

れまで以上に町民皆さんの積極

づくりを推進するためには︑こ

助の精神をもった自立的なまち

定・自己責任を原則に協働と共

また︑新たな住民自治の胎動

への進学により︑清里高校の生
繕の必要性がでておりますので︑

心身ともに健康で安心し

寿社会に対応し︑老後も

人づくりや行政との協働の仕組

ており︑今後は︑それを支える

の活動が展開されるようになっ

として︑各地にＮＰＯ法人など

関係機関により対策を鋭意検討
必要性・優先度を考慮した整備

て暮らせるよう︑保健福祉等と

みの構築もあわせて必要な視点

り一部運用を行ってまいります︒

しておりますが︑町としまして
計画のもと︑年次計画により整

となってきます︒

徒確保が厳しい状況にあります︒ 経過していることから改修・修

も特色ある教育活動に対して適

人 名の方々がニュージーラン

清里町におきましては︑まち

ドの友好都市モトエカを中心と

した研修に参加されています︒

づくり運動推進協議会や社会福

の連携による総合的な健康づく

また︑社会教育施設全般にわ

ション活動を通じた健康保持・

広く海外を体験・研修するこ

り事業やスポーツ・レクリェー

たる運営・管理方法につきまし

増進対策の充実を図ってまいり

備を行ってまいります︒

素材を活用したメニューの積極
ては︑ここ数年︑全国的にはＮ

学校給食については︑地域の
的な導入など食や健康に対する

祉協議会︑自治会連合会︑女性

ます︒

とにより︑その成果を地域づく

ＰＯ法人
︵特定非営利活動法人︶

会議︑花と緑と交流のまちづく

関心を高める工夫を行なうとと

り︑まちづくりに生かすという

り委員会はじめ産業・経済︑福

への委託や住民参加形態の運営

本来の目的に沿い︑今後の事業

祉・教育など︑あらゆる分野に

もに︑正しい食生活の習慣を身

のあり方について見直しを行な

おいて男女・世代を問わず自主

対話と交流︑参加のまち
づくり﹂です︒

な機会を通じて住民参加の促進

雑・多様化する地域課題

仕住民参加 のまちづく り

ところですが︑今後とも︑様々

ったうえ︑継続実施してまいり

５は︑
﹁自主自立を基本に︑

自主自立 を基本に ︑ 対
話と交流 ︑参加の ま ち
づくり

的な活動が幅広く行われている

などが数多くみられており︑地

仕国際 交流︑国 際理解
教育 の推進
際化の進展にともない︑
外国語の習得や国際理解
教育の重要性が増しております︒
中・高校の英語教科の指導補
助として導入してまいりました
外国人英語講師事業につきまし
ては︑新学習指導要領における

ます︒

につけるよう児童生徒に喜ばれ

査・研究を行なってまいります︒

域実態や時代の変化に対応した

さらに︑地域公共イントラネ

る給食の提供に努めてまいりま
また︑効率的でより良い給食

ット事業との一体的な取組みに

施 設 運 営 の あ り 方 につ い て 調

を提供するため︑給食センター
について検討してまいります︒

仕社会教 育 の 推 進

また︑平成２年度より実施し

国際理解教育の重要性に鑑み︑

てまいりました中・高校生と一

会教育につきましては︑

る学習活動を保障するとともに︑

般町民海外派遣研修事業につき

継続実施してまいります︒

個人や地域の必要性に応じた各

ましては︑事業開始から 年を

に的確に対応し︑自己決

きよさと

業務の民間委託と合理的な運営

す︒

切な支援を行ってまいります︒

104

9

町民皆さんの生涯にわた

種施策の推進を図ってまいりま

経過し中・高校生 名︑一般成
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10
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第

複

国

す︒
未来を担う子どもたちが健や

242
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長

高
社

と人材の育成を図ってまいりま
す︒
また︑そのためには︑政策の
決定過程に多様な町民の皆さん

確実な実行は当然のこ

化や簡素化を推進し健

ととし︑さらなる効率

て国は︑
﹁聖域なき構造改

全財政を維持してまい

仕行財 政改革の 推進
革﹂の考えのもと︑簡素

ります︒

国においては全ての行政間の

ころであり︑先の北海道町村会

自治体が大きく反発していると

移譲先送りや交付税制度廃止を
打ち出す試案を提示し︑全国の

地方分権改革推進会議が︑税源

体改革﹂をめぐっては︑政府の

一方︑地方税財政の﹁三位一

運営︑情報化と連動し

委託による施設の管理

削減︑住民組織や民間

化と改革︑職員定数の

の見直し︑時代に対応
した組織・機構の簡素

じめとした受益者負担

の重点化︑使用料をは

で効率的な行政システムを確立

文書収受を専用の高速通信網で

総会においても地方交付税改革

た各種事務の電算化に

が参加いただく場や︑その責任

特に事務事業の見直

の皆さんと共有していくことが

行 な う 総 合 行 政 ネ ット ワ ー ク

反対の特別決議が採択されたと

するため︑徹底した行政改革を

必要であり︑広報・広聴活動の

︵ＬＧＷＡＮ︶が︑本年 月から

ころです︒

をともに担っていただく仕組み

充実や情報公開の促進に努めて

稼働するとともに︑全国を網羅

しにあっては︑事業評

まいります︒

した住民基本台帳ネットワーク

進めようとしております︒

激に進展する情報化社会

づくり︑行政の持つ情報を町民

に対応した電子自治体の
システムについても︑同じく本

情報の閲覧・提供︑各種申請・

はインターネットを通じた行政

確な対応を行うとともに︑今後

これら新たな運用に対して的

進した結果︑健全な財政状況が

る行政改革推進計画を着実に推

なうなか︑第１次・２次にわた

期の展望に立った財政運営を行

ますが︑清里町においては中長

もさらに厳しい状況が予想され

ております︒

的確に処理することが求められ

化し︑量的にも拡大する事務を

が大きく問われ︑質的にも高度

は︑個々の職員の持つ行政能力

また︑地方分権時代にあって

まいります︒

すでに清里町においては︑庁

届出︑施設予約・申込みなどが

堅持されております︒

大幅な削減が続いており︑今後

舎内の通信網に加え地域イント

円滑に行なえる環境を情報化計

仕市町 村合併 と自主
自立 のまち づくり

の財政状況を考えた場合︑大き

職員自らの研修を促すなど研修

さらには外部研修への派遣や︑

清里町においては︑住民発議に

ております︒

ます︒

て︑国においては国自体

の財政状況が逼迫するな

か︑行財政の効率化や社会基盤

の強化を図る手段として︑﹁市町

く地方交付税をはじめとした依

じめ︑国や北海道との交流人事︑ 村の自主的合併﹂を強く推進し
また︑情報化にともなう個人

の充実・強化に努めるとともに︑ よる６つの自治体を関係市町村
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価と一体となった事業

構築による︑行政事務事業の効

年 月末に本格運用が開始され

仕情報化による
住民サービスの向上

率化と住民サービスの向上は︑
ます︒

すでに地方交付税については︑ よる効率化を推進して

今後の行政運営にとって緊急か

ラネット整備事業により町内全

画に基づき年次的に整備してま

つ最優先される課題となってい

ての公共施設と学校が光ファイ

日常的な職場内での研修をは

バーと無線で結ぶ高速通信網が

いります︒

開始する予定です︒また︑町民

存財源に頼らざるをえない実態

とする合併協議会設置要求が提

情報の保護や安全性の確保につ

地域の一員としてさらには地域

出されましたが︑昨年 月定例

皆さんの高速インターネット環

リーダーとしての役割を担うべ

町議会において﹁１市４町１村

12

年度から開始する国
営畑総事業負担金等の計画的償

く︑積極的な地域参加を行なっ

の合併は現実的ではなく︑あら

いても万全を期してまいります︒ や︑平成

しかし︑現今の経済情勢や国

整備され︑本年 月から運用を

10

境の整備につきましても︑商工

還をふまえ︑ 分類 項目から

てまいります︒

なる第３次行政改革推進計画の

20

会が中心となり民間事業として
のサービス開始が準備されてお
ります︒

6

17

10

さ

さ
8

急

ゆる面で関わりが深い斜里郡内
シップによる重点プロジェクト

もと︑町民と行政のパートナー
人生 歳代にふさわしい︑一人

ただいた︑
﹁長寿時代をむかえ︑

編成しておりますが︑既にご存

されたことから骨格予算として

緑と交流のまちづくり事業﹂に
たっては︑乳幼児から高齢者ま

祉のまちづくり﹂を進めるにあ

ひとりの健康を大切にした︑福

公営住宅建設事業の大型４事業

域イントラネット整備事業及び

穀類乾燥調製施設建設事業︑地

知の通り︑清里中学校改築事業︑ 暫介護保険事業特別会計

暫一般会計

億７千 万０千円

取り組んでまいりました︒
で一貫した総合的な健康づくり

につきましては︑国の補助事業

その後︑斜里郡３町による合

として︑平成 年度より﹁花と

での枠組みを探るのが先決であ

本事業につきましては︑自治

と︑急速に進む少子化に対応し

採択による補正予算措置により

る﹂として請求は否決されまし

併協議準備会が設置され︑現在
会をはじめとした各団体・関係

た地域一体型の子育て支援と人

事賞を受賞しているところです︒

暫健康づくり総合事業

べき重点施策として︑

た政策予算を中心に提案をさせ

きましては︑この４事業を除い

す︒

その結果︑補正予算案の総額

３億６千 万６千円

は︑様々な観点から３町の実態
機関のご協力による全町民参加

た︒

を持ち寄り調査検討を行なって

平成 年度事業として着手いた

今後は花や緑を通した美しい

しております︒

の姿については︑北海道や全国
うるおいのある景観づくり事業

ていただくものです︒

ります︒

町村会等から数多くの提言や対

暫子育て支援︑人づくり︵教育︶

また︑合併のあり方やその後

案が出される一方︑国では地方
を始めとした各事業の着実な定

合計画と合わせ︑公約とさせて

従いまして︑今回の補正につ

制度調査会の報告を受け新たな
着をはかりながら︑江南町営牧

の２事業を位置づけ︑総合開発

いただいた５大目標の着実な推

従いまして︑新たに取り組む

法案の制定を準備するなど︑未
場周辺整備や斜里岳山小屋建設

審議会において重点プロジェク

興活性化事業等との連携により︑ 行動計画となる﹁健康 きよさ

補正予算は︑第４次清里町総

だ混乱した状況が続いているの
事業︑加えて商工会が取り組ま

トとしての審議をいただくなか︑ 進を基本に編成いたしておりま
と︵仮称︶﹂と﹁子育て支援︑

事業

が実態であります︒

れた斜里岳を中心とした地域振

３町における準備会において現

交流人口の拡大を積極的に推進

従いまして︑今後は︑斜里郡
状や問題点を洗い出す調査検討

暫国民健康保険事業特別会計

６億１千 万０千円

暫老人保健特別会計

６億２千 万８千円

暫簡易水道事業特別会計

２億７千 万９千円

暫農業集落排水事業特別会計

２億３千 万７千円

９千 万８千円

暫焼酎事業特別会計

暫合計

億８千 万８千円

となります︒

上︑町政執行にあたり基

本的な考え方について申

し上げましたが︑自主自立を基

人づくりプラン︵仮称︶﹂の策

は︑

してまいります︒

本年度当初予算につきまして

暫老人保健特別会計

１千 万７千円

暫簡易水道事業特別会計

万１千円

１億５千 万０千円
暫焼酎事業特別会計
暫合計

６億３千 万４千円

となり︑当初予算とあわせまし
て

年６月

します︒

平成

日

たっての︑私の所信表明といた

げ︑４年間の町政を進めるにあ

ご協力を︑心からお願い申し上

に町民皆さんの一層のご理解と

まいりますので︑議員各位並び

新たな決意をもって取り組んで

が誇れる清里町﹂実現に向け︑

適に暮らせる︑住んでいる人々

調とした﹁安心して働ける︑快

また︑３期目の立起にあたり

４億６千 万６千円

暫一般会計

４次清里町総合計画にお

ご説明申し上げます︒

に︑補正予算案について

仕６月 補正予算 と
平成 年度予 算の概要

を述べさせていただきました︒

当するにあたっての︑私の所信

以上︑今後４年間の町政を担

いります︒

定に向け検討・準備を進めてま

を引き続き行なってまいります
が︑行財政改革や事務事業の効
率化のより一層の推進と︑住民
参加による自主自立のまちづく
りを基本とし︑国の新たな動向
を慎重に見極めつつ︑将来の清
里町のあり方を判断してまいり
ます︒

仕新たな 重点プ ロジェ
クト事 業 の 推 進

195

80

813

776

737

166

34

年度﹁北のまちづくり賞﹂知

づくりが極めて重要な課題とな

264

の取組みが高く評価され︑平成

50

いるところであります︒

80

は︑４月に統一地方選挙が実施

19

15

342

208

515

657
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きましては︑住民参加の
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