で行なわ れた住民説明
会等で寄 せられた地域

この会議では︑ それぞれの町

里郡合併協議拡大 準備会を解散
しています︒

の結論に達し︑同 日付けで︑斜

日までの合併は困 難である﹂と

組織であ るため︑同日付けで 解

ない﹂︑﹁ 斜里郡合併協議拡大 準
備会は法 定合併協議会へ向け た

法定合併 協議会への移行は行 わ

全体で協 議した結果︑﹁平成 年
３月 日 までの合併をめざし た

これら 三町長の報告を受け て

合併に慎 重な意見がほとんど で
あった﹂ ︒

備会の なかで︑﹁平成

斜里郡三 町による 合併の
協議経過

■平成 年２月に斜 里郡三町に
よる合併検討組織 ﹁斜里郡合

併協議準備会﹂を 設置︒

■より幅広い協議を 進めるため︑

平成 年９月に議 会議員を加
えた﹁斜里郡合併 協議拡大準

備会﹂を設置︒

日

清里町

自立に向けたこれから
の取り組み

斜里町

・基本的協議事項の 確認

行政サービス等の 調整方針

他

2
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明日のまちづくりを考える
清 里町は 合併 をせ ず︑﹁ 自立 のまち づく り﹂を進め ます

すで に新聞等の報道によ りご

住民の意 見を踏まえ︑

散する﹂ ことの意見で一致し ま
した︒

９月

斜里郡合 併協議拡 大準備
会の開催経過

■第１回
移行した い﹂︑小清水
町長から は﹁合併に反

合併を 選択しなくても︑ま た

まちづくりの基本 理念
まちづくりの方向 性

10

他
対する意 見と急ぐべき

合併を選 択したとしても︑市 町
村を取り 巻く状況の厳しさに 変

月１日
ではない という意見が
７割︑合 併推進は一割

わりあり ません︒

■第２回

程度であ った﹂︑清里

17

新町建設計画の基 本方針

31

国の危 機的な財政状況のな か︑
﹁三位一体改革﹂の名のもと︑急

けた法定 合併協議会に

▲三町の町長や議会議員などが集まるなか解散が決まりました

町長から は﹁合併に向
けた積極 的な意見は極

検討組織の設置
協議︑検討事項の 確認

16

めて少な く︑どちらかという と

存じの 方も多いと思います が︑

各町長か ら状況が報告
されまし た︒

また︑ 今後の斜里郡三町の 連

31

15

15

斜 里郡合 併協 議拡 大準 備会 は解散
先月 日に斜里町役場で行 われ
た第５ 回斜里郡合併協議拡 大準

斜里町 長からは﹁合

携の必要 性についても確認さ れ︑
閉会され ました︒

年３ 月

併に反対 の意見は少数
で︑三町 での合併に向

17

16

みんなで考える市町村合併

激な補 助金の縮小や地方交 付税
の削減 が︑市町村の財政を 直撃
してい ます︒
今回 の市町村合併で論議 され
た課題 を︑新たなまちづく りの
出発と してとらえ︑町民の 皆さ
んの︑ さらなるご理解とご 協力
をいた だきながら︑今まで 以上
に事務 事業の見直しと改革 を進
めてい くことが必要となり ます︒
今後 とも︑安心して暮ら せる︑

﹁自立の町づくりをめざして

﹂

町では︑これまで 市町村の合併問題 につきまして︑広報 紙や

ホームページ︑その 他いろいろな資料 を各家庭にお配りす るな
ど︑町民の皆さんに あらゆる情報を提 供してまいりました ︒
今回は合併につい て︑さらに多くの 町民の皆さんに︑そ の内
容を理解していただ くため︑ことし１ 月から２月にかけま して︑
町主催の住民説明会 をはじめ︑町内各 地域に入っての懇談 会型

の出前講座を数多く 開催してまいりま した︒
また︑その他各種 の会合などでも説 明をさせていただき ︑こ
れらの会合に参加さ れた︑１︐１００ 名をこえる方々に︑ 合併
についての説明を申 し上げることがで きました︒お忙しい 中を︑
出席されました多く の皆さんに︑心か らお礼を申し上げま す︒

場

博

・合併検討基礎調査 項目

新町建設計画基礎 調査
投資的事業の調査

事務・事業の調査

住民負担の調査
収支シミュレーシ ョン

■第３回
月 日 小清水町
・合併検討基礎調査 結果

月５日

住民説明会の開催

日

清里町

斜里町

合併検討共通資料 の作成

２月

他

︵電話５︱２１ ３１︶
まで お問
い合せ ください︒

まして は︑
役場 総務 課 総 務係

□この記 事に関する詳細に つき

拡大準備会の存続 協議

各町の住民説明会 結果
法定合併協議会へ の移行協議

■第５回

他

財政収支
︵合併し た場合・しない場合 ︶

■第４回

収支シミュレーシ ョン結果

事務・事業の調査 結果
住民負担の調査結 果

新町建設計画基礎 調査結果

10

12

住んで いる人が誇れるまち づく
りの実 現に向け︑町民の皆 さん
の一人 ひとりの参加とご協 力を
お願い します︒

これらの説明会に おける状況を申し 上げますと︑合併に 向け
た積極的な意見が極 めて少なく︑どち らかと云うと︑合併 に慎
重な意見がほとんど でありました︒こ のような状況のもと では︑
いまここで︑法定協 議会の設置を議会 に提案するのは︑非 常に
困難であるとの判断 をいたしたところ であります︒
この結果をもとに ︑去る２月 日に開催されました ︑
﹁斜 里郡
合併協議拡大準備会 ﹂におきまして︑ 清里町は平成 年３ 月
日までに︑合併しな い旨の最終決定を いたしました︒
なお︑このたびの 合併問題につきま して︑清里町議会で は︑
合併問題を検討する ための︑特別委員 会を設置されました ︒そ

橋

30

16

町長からのメッセージ
斜里 郡合併協議拡大準備 会の
解散を 受けて︑清里町は﹁ 自立
のまち づくり﹂をめざしま す︒
その 進むべき道を目の前 にし
て︑橋 場町長から町民の皆 さん
へのメ ッセージをお伝えし ます︒
なお ︑町のホームページ にも

清里 町長

してこの問題につい て︑数多くの審議 を重ねられ︑自立の 町づ
くりについて︑意見 の一致をみたとこ ろであります︒
清里町では︑今後 ︑自立の町づくり のため︑更なる行財 政の
改革を進めながら︑ 住みよい町づくり のため努力をしてま いり

平成十六年 二 月 十七日

町長か らのメッセージ﹁自 立の

31

町づく りをめざして﹂を掲 載し
ていま す︒

17

ますので︑町民の皆 さんのより一層の ご支援ご協力をお願 いい
たします︒

町のホ ームページアドレス
http://w w w.tow n.
kiyosato.hokkaido.jp/

２００４
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きよさと
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