議会 信

年度 予算は︑ 議長を除

予 算 審査 特 別委 員 会 を
設置して慎重審議
平成

く 全員で構成 する予算 審査特別

委 員会︵藤田 春男委員 長・勝又
日から

日 までの３ 日間にわ

武 司副委員長 ︶を設置 し︑３月

件を超 える質問

た って慎重に 審議︒限 られた予
算 の使い道に

が 出されまし た︒

審査での主 な質疑を お知らせ
し ます︒

主な使い 道と︑公 表を検討

町長交際費

一般会計歳出
Ｑ

し ているとの ことだが ︑時期は ︒

一番多い のがお悔 やみに対

す予定 でなかっ たか︒

国 の財源措 置が適用さ れる

ことに なったた め︑起債を 活用

し︑ア スベスト の除去を行 い︑

再利用 すること とした︒

登 記後の予 定は︒

法定 外公共物 登記業務

Ｑ

ごとに 売却及び 貸付の計画 を進

今 年度から 数年かけ︑ 地域

会 議に対する ご祝儀︒ 公表につ

Ｑ

全 体的な財 政の調整を 行う

基 金の種類 ︑目的は︒

基金 積立事業

めてい きたい︒

す る香典や生 花で︑そ の次が諸

▲1,138
▲489,718

131,900
6,610,936

130,762
6,121,218

焼 酎 事 業 特 別 会 計
合
計

比 較
▲506,375
2,959
44,619
402
▲17,434
▲12,751

い ては︑方法 ︑内容等 も含め現

旧公民館 バス車庫 は取り壊

石綿除去工 事

在 検討中であ る︒
Ｑ
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平成18年度 平成17年度
4,144,500
4,650,875
360,398
357,439
653,906
609,287
604,070
603,668
88,504
105,938
139,078
151,829

一
般
会
計
介護保険事業特別会計
国民健康保険事業特別会計
老 人 保 健 特 別 会 計
簡易水道事業特別会計
農業集落排水事業特別会計
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分

区

１４

（単位：千円）

平 成１８年 度 予 算 総 括 表

予 算 限られた財源を有効に！

４０人が傍聴した日曜議会

地域活動推進事業（高齢者敬老事業）

花と緑と交流のまちづくり事業

終了によ り約

万円 減︒

一般廃棄物 最終処分 場

者で協 議して対 応する︒

える特 別な事由 が生じた時 は両

いても ︑通常の 維持補修費 を超

Ｑ

Ｑ

木 が枯れた 原因は何か ︒ま

た︑次 に植える 樹種は︒

専 門家にも 見てもらっ たが︑

人の出 入りによ る木の周り の踏

年の ２ヶ年で

原因と 捉えてい る︒新しい 木は

の断定 はできな いが︑複合 的な

救 急車の搬 送先はどう 選定

される のか︒

Ｑ

消防 救急業務

﹁ ハルニレ﹂ を予定し ている︒

年 から供用

減 額になっ ている理 由は︒

供同士︑ 親同士の交 流︑遊び や

ーを設置 して職員を 配置し︑ 子

清里 保育所内に 支援セン タ

具体 的な事業の 内容は︒

場 合の負担は ︒

る 建設車輌の 修理代や ︑大雪の

Ｑ

台風によ る道路の 路肩・法

ー バーレイの 業務は町 が行う︒

は 指定管理者 で︑轍の 改修やオ

て網走 や釧路等 の町外の病 院に

搬送す ることも ある︒

事 業の内容 は︒

生涯 教育専門 員設置事業

Ｑ

生 涯教育・ 子育て支援 の専

門員を 配置し︑ 総合的な相 談・

支援体 制の充実 を図る︒

少 ない入学 者に対して 町か

引 き続き継 続するのか ︒

新入 学児童記 念品贈呈事 業

Ｑ

2

広報きよさと

財政調 整基金や ︑特別の 目的を

用 可能か︒ま た︑増設 工事の総

現在の処 分場はい つまで使

新た に賃金計上 の理由は ︒

役場支 所体制
Ｑ

事 業費と今後 のスケジ ュールは ︒

持った 減債基金 ︑公共施 設整備
緑支 所の現職員 の定年退 職

基金︑ 地域福祉 基金等が あり︑
中長期 的な財政 運営に備 える︒
に伴う対 応として︑ 臨時職員 を

ポケ ットパー ク植栽植替 工事

年度から 始まる国 営畑総

年度

年度に 外測と地

みつけ ︑冬期間 のイルミネ ーシ

増 設工事は︑

で 満杯になる と試算し ている︒

難 しいが︑机 上計算で は

ゴミの減 少で明確 な年数は

Ｑ
雇用する ため︒
Ｑ

支所 と郵便局の 一体的な 体

事業町 負担金の 償還方法 は︒
ガ イドライ ン分は起 債の適
制の検討 は︒

年 度に基本 設計と環

現在 ︑住民票の 交付等一 部

特産品開発

は 約５億４千 万円︒

質 調査︑

の活用 ︑また利 子の軽減 措置等

境 アセスメン ト調査︑

年度

ョン︑ スズメバ チ等︑特定 原因

業務を委 託している 自治体も あ

実 施設計︑

都市 農村交流事 業の

年度に

も含め ︑将来に 渡り財政 の硬直

るが︑当 面は現状の 姿でいき な

本 体工事を行 い︑

Ｑ

〜

化を招 かない手 法を考え たい︒

開 始を予定し ている︒ 総事業費

高 齢者敬老 事業は︑ 参加で

がら︑地 域における 支所の将 来

Ｑ
きない お年寄り にも記念 品を渡
せるよ うにでき ないか︒

農産物の 加工品の 開発や起

選定す ることと なっており ︑通

Ｑ
年 度は︑鶴ヶ 島市等と の

農業︑商 業︑観光 が一体と

常は内 科的のも のは大谷ク リニ

年度の計 画は︒

催し︑ ほとんど の自治会 が対象

交流や道 外の産業ま つり等へ の

な った横断的 な組織を 創設し︑

原 則は最も 近い医療機 関を

者全員 に記念品 を贈り︑ 交付金

物品の出 品・販売︑ ふるさと 会

取 り組みを支 援する︒

病院へ 搬送する ︒また︑傷 病の

業 家育成の考 えは︒

だけで 賄った自 治会もあ った︒

との交流 ︑修学旅行 の受入れ 等

道路橋梁及 び河川の 維持管理

ック︑ 外科的な ものは斜里 国保

参加し たくても 参加でき ないお

を実施︒

年度も継 続的な事 業

年寄り がいるの は理解で きるが︑

状態に より緊急 性が高いと 判断

契 約電力の 見直し︑ 昼休み

学習の広 場の提供︑ 相談業務 ︑

面 の土砂崩れ や大吹雪 のような

した場 合は︑親 族等の同意 を得

指定管理 者と町が 行う町道

の消灯 やパソコ ン機器等 の事務

子育て情 報の提供︑ 子育てサ ー

災 害的な場合 は両者で 協議を行

基本的に は︑部分 的な補修

機器の 電源をこ まめに切 る等の

クルの育 成等︑子育 てに対す る

う ︒また︑建 設車輌の 修理にお

子育て 支援センタ ー事業

節電対 策により 減額にな った︒

万円 ︒

総合的な 支援を行う ︒なお︑ 保

Ｑ

行政 情報シス テム管理 事業

育所の改 修費用は１ 千

Ｑ

委 託料の減 額理由は ︒

Ｑ

指定管理 者に無償 で貸付す

民 間からの 派遣職員 の契約

のまま 様子をみ たい︒

Ｑ

の実績と

１９

補 修工事の区 分けは︒

自治 会が開

２
２

２
１

の展開を 図るととも に︑民間 交

自治会の 内

花と緑 と交流のま ちづくり

のあり方 を検討して いきたい ︒

用を図 り︑残額 分は減債 基金等

21

地域 活動推進 事業交付 金

１７

２
０

流が発展 できる方策 を探りた い︒

１７

300

総合 庁舎の光 熱水費

１
８

１
７
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200

社会福 祉協議会 からタオ ルのプ

１
８

レゼン トもあり ︑２〜３ 年はこ

２
１

１８

１９

２
９

郷土資料館改修事業

子育て支援事業

ことで ︑

年度 入学者に も引き

らの心 を込めた 贈り物を という
ならない ︒法的な規 定を踏ま え

最低限の 職員を配置 しなけれ ば

体 制で事業を 推進する ︒

支 援専門員の 派遣を受 け︑４人
簡易水道事 業

指定管理 者制度に 移行する

施 設使用料 の見直しが 行わ

社会 体育施設 の利用促進

Ｑ

れたこ とで︑よ り一層の施 設利

用の振 興策が必 要では︒

ら ︑町民の口 に直接入 るものな

他町村の 動向も見 据えなが

んのニ ーズに対 応するため ︑ソ

はなら ないこと で︑町民の 皆さ

が少な くなると いうのはあ って

使 用料をい ただいて利 用者

の で︑慎重に 検討した い︒

考 えはあるか ︒

Ｑ

ながら削 減の方策を 考えたい ︒

一般会計歳入

続き記 念品を贈 ることと した︒

万円を かけて改 修する

工 事内容及 びどうい う経過
町税
町民 税の予算計 上額が昨 年

度より約 ２千

Ｑ

理由と固 定資産税の 減額理由 は︒

過 疎地の医 療対策上か らも

高規 格救急車

Ｑ

必要と 考えるが ︑導入の時 期は︒

清 里町の標準 財政規模 は約

将来の財 政見通し は︒

フト︑ ハード両 面で利用し やす

側トイ レ部分と 東側車庫 部分の

昨年 より︑農業 ︑事業所 ︑

第 ４次総合 計画後期５ ヵ年

万円 減ってい る

解体・ 撤去︒今 まで様々 な議論

勤労者所 得ともに低 調な状況 の

計画に も登載し ており︑で きる

い環境 を作る︒

を行っ たが︑当 面︑現在 の位置

ため減額 となった︒ 固定資産 税

自主財源 の少ない 本町は︑

だけ早 い時期に 導入できる よう

括

で屋根 ︑壁等の 改修を行 い︑有

は︑今年 ３年に１回 の評価替 え

億

国 の動向にか なり左右 される︒

総

効に活 用すると いう一定 の結論

の年であ り︑償却分 が減少し た

財政推計

に達し ︑今回改 修経費を 計上し

ことによ る︒

Ｑ

た︒今 後︑各学 校での郷 土学習︑

努力し たい︒

公営 住宅解体 事業

円 だが︑長期 的な視野 に立った

財 政運営をし ているの で︑一般

使用料 ・手数料
Ｑ

年 度からの使 用料の改 正

中身の 充実した 郷土資料 館を作

Ｑ

水 元団地︵ 新町︶解体 後の

跡地の 利用をど う考えてい るか︒

社 会体育施 設の老朽 化が見

億円代 を確保で きている

と 感じている ︒今後も 健全財政

こ れから議 会とも十分 論議

会計
料金 改定分は当 初予算に 計

を 維持し︑住 民サービ スが低下

分を見込 んだ予算額 か︒
上してお り︑一番大 きいのは ︑

するが ︑売払い ︑分譲とい うこ

社会 体育施設 の改修
Ｑ

し ない行政運 営を進め ていきた

とも考 えていき たい︒

温泉施設 の指定管理 者への移 行

今の時代 ︑これが 教育委員

し ︑他の課と の協調が 必要では ︒

業務量も 多く︑組 織の見直

教育委員会 の体制

られる が改修計 画は︒

特 別 会 計

指定管理 者の収入に なったこ と︒

い︒

施 設によっ ては小破 修繕で
済ませ ているが ︑町民プ ール等
大規模 改修の必 要な施設 もあり︑
整備計 画を立て ていきた い︒
緑ス キー場

分 がなくなっ てきてお り︑重点

会 ︑これが町 長部局だ という区
地域 支援事業の 推進体制 は︒

事 業である子 育て支援 ︑その他

介護保 険事業
現在 の介護支援 専門員は ︑

の 事業につい ても一体 となって

管 理経費の 大きなウ エイト

保健師︑ ソーシャル ワーカー ︑

取 り組む︒組 織につい ては現状

Ｑ

ス キー場の リフトは︑索道

社会福祉 士の３人体 制だが︑ ４

どのよ うに考え ているか ︒
法に則 って運行 ・管理を してお

を 分析し︑全 体的に検 討を行う ︒

Ｑ

４１
月から社 会福祉協議 会から介 護

を占め る人件費 の削減に ついて

Ｑ

に伴い︑ 昨年度まで の使用料 が

りあげ ていきた い︒

はボラ ンティア の育成も 図り︑

社会教 育事業で の活用︑ さらに

工 事内容は 屋根︑外 壁︑西

ことに なったの か︒

で２千

Ｑ

郷土 資料館改 修事業

１
９

り︑人 命を預か るという ことで︑
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１８

３
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200

500

３月定例会では、３月１２日の日曜日に一般質問を行い、６名の議員が
町政全般にわたり町の考えを聞きました。要約してお知らせします。

畠山

議 等は行 っていな い︒

畠山

平成

年度か ら導 入し ている

学 校評議員 制度の 実績と効 果は︒

基 本方 針策 定から 約４ 年が 経

畠山
教 育長

キ ャン プ場等 の施 設整 備によ り基 盤

校 から進 めていき たい︒

え を尊 重し︑ ご理 解をい ただ けた 学

る ︒学区 内の 保護 者や地 域の 方の 考

割 を果 たして いる こと も認識 して い

ら ない が︑学 校が 地域の 中心 的な 役

よ り︑統 廃合 の検 討をし なけ れば な

教 育長

ン プ場 等の施 設の 全体的 な活 用と効

導 入と︑ 斜里 岳山 小屋︑ オー トキャ

制 度導 入の施 設も あり︑ 民間 活力の

精 神的にゆ とりを もって学 校生活 を

に ついて検 討し︑児 童生徒が 時間的・

学 校行 事のあ り方 ︑学習 評価 方法等

れ てい る︒教 育委 員会 では︑ 授業や

学 習指 導要領 全体 の見直 しが 審議さ

在 ︑中央 教育 審議会 教育 課程 部会で

へ の懸 念から 見直 しが 指摘さ れ︑現

教 育長 ﹁ ゆとり教 育﹂は︑学力低下

を 含めた今 後のあ り方は︒

畠山

営 ︑教育活 動に役 立ててい きたい ︒

い ただ いたご 意見 等を今 後の 学校運

の ための重 要な制 度と認識 してお り︑

い る︒地 域に 信頼さ れる 学校 づくり

運 営等 に関す るご 意見を いた だいて

２ 〜３ 回の評 議員 会を 開催し ︑学校

校 は３ 名の方 を委 嘱し ている ︒年間

度 で︑清 里小 学校 ５名︑ その 他の学

とし て現わ れるよう 努力す る︒

検 討し︑ その結 果が 子供 たちに 成果

あ るべき か︑２ 学期 制の 内容を 十分

う つくる か︑そ のた めに 学校が どう

育 み︑保 護者に 信頼 され る学校 をど

供た ちに﹁生き る力﹂﹁確か な学力 ﹂を

平成

催し ︑保護 者・地域 への周 知を行い ︑

教 育長

導入 までの スケジュ ールは ︒

畠山

を進 めてい る︒

制 導入に 向け て︑具 体的 な検討 作業

送 れる環 境を 整備 するた め︑２ 学期

開か れた学 校づ くり のため

過 した が︑小 学校 の統廃 合に つい て

づ くり が進 めら れて いる︒ また︑ 最

率 化を 図りな がら 滞在人 口の 増加を

た経過が あるか ︒

月に ﹁清里 町立 小

基 本方針 策定 時に ︑緑町 ︑

名以下 の３ 学級 以下で ︑

うことだ った︒ また︑基 本方針 では︑
児童数 が
増加が 見込 めない 場合 等に複 式校 解
年 度ま で各学 校と も

名 を超 え

消の検 討を 行う となっ てい るが︑ 平
成

澤田

万 人の 目標 達成 に

る児童 数が 確保 されて いる ため︑ 協

交流 人口
向け て の 方 策 は

１月

日に設 立が 認証 された

Ｎ ＰＯ 法人﹁ きよ さと 観光協 会﹂の

１月に ２学 期制 検討委 員会

を 設置 し︑６ 月まで 審議 ︒７月 から

月に各 学校 ︑各地 域で 説明会 を開

年 ４月 から 取り組 みた い︒子

4

広報きよさと

本 町 の義 務教 育を 今後 どう 進
めていくのか

に 地域 住民が 学校 運営に 参画 する制

近 では ︑花・緑 事業 や東 オホ ーツ ク

図 る︒さ らに ︑行政 とし て責 任を持

町長

観 光 施 設 の 有 効 活 用 と ︑魅 力 あ
るイ ベントの開催を
澤田

年 度に

今後 の児 童数の 減少 状況 に

の 現状の 考えは︒

学校の 複式 校解消 に係 る基 本方針 ﹂

地 区の シーニ ック バイ ウェイ の指 定

っ てき れいな まち づく りを行 い︑交

ゆと りある学 校づく りのため

を策定 され てい るが︑ 学校や 地域 と

に より ︑観光 振興 の可能 性が 広が り

教育長

統廃合 につ いての 意見 交換等 を行 っ

つ つあ る︒交 流人 口の目 標達 成の た

流 人口の増 加につ なげてい きたい ︒

２学期制導 入を検討

江南︑ 新栄の ３小 学校 の保 護者︑ 地

め ︑新た な企 画に よる観 光施 設の 利

澤田

年

域の方 を対 象に説 明会 を開 催した ︒

用 と魅 力ある イベ ント の開催 等を 関

活 動に対す る町の 支援︑対 応は︒

平成

基本方 針は ご理 解いた だい たが︑ 地

畠山

第４次 総合 計画 後期５ ヵ年 計

域の意 見を 十分尊 重し てほし いと い

教育長

万人 の交 流

係 団体と 連携して 進めて いく︒

Ｎ ＰＯ 法人 は︑社 会の 動きに

保護 者への説 明︑合 意も含め ︑

画では ︑平成

澤田

の 各種事 業の 執行︑ イベ ントの 開催

義 務教 育の 現状 と︑２ 学期制

人口を 見込 んで いるが ︑交流 人口 の

町長

清里町 の観 光は ︑斜里 岳や 裏

町長

民 間の 宿泊 施設や 指定 管理 者

宿 泊施 設の 少な い本 町で︑ ど

目標達成 に向け ての具体 的方策 は︒

う 交流人 口︑滞在 宿泊者 を増やす か︒

等 におい て︑行 政の 枠を 超えた 効率

畠山 英樹 議員

柔 軟に対応 できる 組織なの で︑今 後

町長

￨

摩周等 の雄 大な 景観 と︑温 泉施設 ︑

観光施設とイベントによる集客を

２０

￨
４５

１９

１２

２２

１２

￨

１６

１３

１３

２０
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ゆとりある学校生活を

１７
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義務教育

的で実行 性のあ る活動が できる もの
と期待し ている ︒町とし ても︑ 様々

第 ６次 社会 教育 中期 計画 をど

澤田

い ︒今後 ︑特産 品 の製 造・販 売で︑

あ った 施設整 備を しなけ れば ならな

る と保 健所の 許可 が必 要で︑ 基準に

工 は対 応で きるが ︑製 造・販 売とな

研 究施 設であ り︑自 家消 費の 製品加

い る︒し かし ︑農畜 産物 加工 の試験

のは ︑状況 に応じて 対応し たい︒

て いる︒ 製品開 発を 目指 す高度 なも

じ て指導 者を 招いて 研修 会を 実施し

フ で可能 であ り︑過 去に も内容 に応

町長

はな いか︒

澤田

らな いと思 っている ︒

な 場面で 連携をし ていき たい︒

て ︑製造 ・加 工・販 売ま で行 える 特

多 くの 希望が あれ ば︑製 品の 開発状

清 里町 の農 畜産物 を原 料と し

本 町で は︑平 成３ 年に パパ ス

機 械の調 整等 は現 在のス タッ

農 産物加 工の 指導 者も必 要で

産 物製造 許可施設 の必要 性は︒

況 によ り︑改 修を検 討し なけ ればな

農 畜産物加工施設

町長

画 の事業 を進めて いきた い︒

と いう こと を認識 し︑第 ６次 中期 計

れ てい る中︑ 基本 は人づ くり であ る

開 とと もに︑ 社会 教育の 停滞 が叫 ば

業 等︑町 長部 局と 連携し ての 事業 展

要 と認 識して いる ︒連携 実現 には各

組 むに は︑近 隣市町 村と の連 携が重

に 対応 し︑効 率的な 行政 運営 に取り

町長

重 要と考え るが︑ 町長の考 えは︒

る にあ たり︑ 広域行 政の 取り 組みが

岡本

検討 を進め ていきた い︒

答 申内容 を尊 重し ながら ︑具体 的な

政 事務改 善委 員会﹂ の諮 問に対 する

け ては︑ 職員 内部の 組織 であ る﹁行

合 わせて 実施 して いるが ︑今後 に向

自 主自立のまちづく り

ラ ンド を建 設し︑ 加工室 を併 設し て
社 会教育 だと思う が︒

岡本

市 町村 の考え 方の 違いや 事務 的な調

岡本

育事 業を推進する

教育長

第５次 社会 教育 中期計 画の 実
リー ダー 養成 研修︑ 各種 講

郷土 資料 館を どう する か

自 主自 立のま ちづ くり を進め

岡本

て いる が︑今 後の 資料館 の在 り方 を

整 が必 要だが ︑既存 の事 業の 見直し

階で の構想 があれば 伺いた い︒

花・緑 事業 や子 育て 支援 事

績と︑見 えてき た課題︑ 反省点 は︒

明 確にし て行うべ きでは ︒

や 新た な連携 の可 能性 を検討 し︑効

教 育長

教育長

教 育長

果 的な広域 連携の 推進を図 る︒

岡本

座の開 設︑芸 術文 化の 鑑賞機 会の 提

様 々な 議論 があっ たが ︑収蔵 品を 大

う推進するか

供︑ス ポーツ 教室 の開 催等︑ 計画 し

切 に保 管し︑ 本町 の歴史 を将 来に 伝

町長

人 づ く り を 基 本 と し て ︑社 会 教

た事業 は概 ね実 施され ︑一定 の成 果

岡本

の 目標と する 機構 は︑町 部局３ 課１

定 員管 理と 行政 組織・ 機構の

地 方分 権の 推進︑ 少子 高齢化

を上げ るこ とが 出来 た︒し かし︑ 社

え るた め︑改 修す るこ とと した︒ 各

見 直しの方 策は︒

人から

定 員管 理に つい ては︑ 平成
年 ３月 議会で ︑職員 定数 を

名を目 標とし て︑

名に 改正︒ さら に︑自 立計 画にあ
年度の 職員数

行政組織 の見直 しは時代 の変化 に

に 向かって 進んで いきたい ︒

規 採用 の調整 をし なが ら︑目 標数値

な いよ うに配 慮し ︑定年 退職 者と新

し 等に より︑ 住民サ ービ スが 低下し

電 算化︑ 事務 事業・ 行政 組織 の見直

指 定管 理者制 度や 業務委 託の 推進︑

る

120

郷 土資 料館 の改修 が予 定さ れ

会教育の 中心だ った各種 団体活 動は︑

学 校の 総合学 習等 への 資料の 提供 や

町長

第６次 社会 教育 中期計 画の 重

応は︑課 題もあ ったと感 じてい る︒
岡本

まち づく りに 主体的 に関 わ

点的な課 題は︒
教育長

る人材 育成 事業︑ 教育 相談体 制の 強
化︑学 童保育 等の 子育 て支 援事業 ︑
子供た ちの 健全育 成を 図るた めの 体
験学習 事業 ︑健康 づく り事業 を重 点

８０

定住 人口５千 人を割 り込む中 ︑

地 域の特 性を 活か した産 業の

業・ 観光振 興対策を 協議し ていく︒

間 を越え た話 し合 いの場 を設 け︑産

振 興が重 要と 思っ ている ので ︑業種

町長

振興 策は︒

地 域活性 化に 向け ての産 業︑観 光の

岡本

の見 直しを 行う︒

行 い︑時 代に対 応し た効 率的な 組織

答 申をい ただ いた ので︑ 今後検 討を

室 体制で ︑グル ープ 制の 導入と いう

事 務改 善委員 会か らは ︑将来

課 の統 合等︑ 機構 改革の 現段

会員数 の減 少から 停滞 傾向 にあり ︑

郷 土学習 での利用 を進め ていきた い︒

１７

また︑ 多様化 する 学習 ニーズ への 対

岡本 年行 議員

澤田 伸幸 議員
ま ちづく りの大き な推進 役は︑

100
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￨
￨

的事業と 位置付 けて取り 組む︒
岡本

第６次社会教育中期計画

交流人口

社会教育中期計画

細矢

農業 者 にと っ て死 活 問題︑対
策 行 動を 起 こ せ
町長

制 度 上 の 問 題 点 は ︑関 係 団 体 と
連 携して取り組む

複 雑な ため︑ 正し い情報 を提 供す る
月 末に は町 と

町長

総 合開 発期 成会 ︑町村 会︑全

国 土地 改良事 業団 体連 合会で も︑強

力 な運 動を展 開し てい る︒ま だまだ

こ とが 必要 であり ︑
関 係機 関に よる研 修会 を開催 する ︒

振 興施 策に力 を入 れてい くこ とに変

不 確定 要素 がある が︑ 今後も ︑農業

て 重要 な課 題なの で︑制 度上 の問 題

わ りなく︑ 最大︑ 最善の努 力を行 う︒

農 業が 基幹産 業の 本町 にとっ て極 め
点 は︑行 政組 織や 関係団 体と 連携 を

究 するこ とが 大切 と思っ てい る︒本

焼 酎工 場を活 用し ︑特区 によ

る どぶ ろくの 試験 開発 ︑また ︑清里

町長

町長

現 在︑ジ ャガイ モ焼 酎に 全精力 をつ

独 自の澱 粉飴 の開 発研究 ︑山菜 栽培
来

ぎ 込んで いる のが 現状で ある ︒その

等に 取組ん でみては どうか ︒

に よる 物産コ ンク ール も行わ れ︑多

他 の特産 品に つい ては︑ 開発研 究さ

酎 は︑地域 の原料 を利用し ︑加工 し︑

く のア イディ アが 出さ れたが ︑特産

れ る方へ の支 援や︑ 新た に組織 され

製 品を 作り出 すこ とか ら始ま り︑以

品 として定 着する には至っ ていな い︒

る 特産品 開発 の組織 の中 で検 討でき

焼 酎工 場の活 用に つい ては︑

清 里町 は︑畑 作三品 によ る大 規模農

れば と思っ ている︒

年 が経 過した ︒こ の間︑ 商工会

業 で︑特 産物 が育ち にく い環 境であ

て いる︒

る が︑試行 錯誤を 重ねなが ら調査 研

清 里町 の特産 品で ある 清里焼

年︑ 特産 品の開 発研 究等 を活動 の目

的 とした 組織 の設立 を商 工会 が中心

農産物の付加 価値対策

と りなが ら取り組 む︒

と なって 計画 して いるの で︑と もに

％以

細矢

細矢

活動 しなが ら支援を してい きたい︒

政 策が 実施 され ると︑

細矢

値 対策 及び新 たな 商品開 発を 推進す

細矢

年度 から 品

目横断 的経 営安 定対 策を︑ 米︑畑 作

上 の所 得減 と言わ れ︑農 業者 にと っ

る ため の試 験・研 究機関 の設 置と︑

農水省 は︑平 成

等に導 入し よう として いる が︑そ の

て 大変 な死 活問題 であ り︑目 に見 え

調 査研究に ついて の考えは ︒

は 何ヶ所 あるか︒

教育 委員会 で検 討し ている

町 民プ ール︑ 町民 グラ ンド︑ ゲート

教 育長

ボ ール 場︑札 弦トレ ーニ ング センタ

町長

た めに 条例 を整備 し︑平 成

ー ︑図書 館で ︑現在 ︑利用 団体 で管

清 里町 でも ︑民間 の有 する ノ

地 場産 業の消 費拡 大と 付加価

内容に は問 題点 が多く ︑農業 情勢 は

る 運動や 対策が必 要では ないか︒

細矢 定雄 議員

益々厳 しく なる と予想 され る︒町 長
はこの 問題 をど う認識 し︑今 後ど の
経営安 定対 策は ︑全国 一律 の

ように対 応され るか︒
町長
制度と なっ てい るので ︑北海 道と 本
州の規 模と 営農 組織︑ 専業農 家と 兼
業農家 ︑畑作 と米 作な どの 問題点 ︑
生産コ スト ︑地域 の反 収等こ れか ら
詰めな けれ ばなら ない 課題 もある ︒
さら に︑当 該年 度の生 産量 が生 産
額に結 びつ かない 等の 問題点 があ る
ことも 認識 して いる︒ また︑ 制度 が

年度 以降 の 指定 管理 者

に 介護 老人保 健施 設と 穀類乾 燥調 製

理 して いる 武道館 ︑野 球場は ︑引き

施 設は︑清 里トレ ーニング センタ ー︑

施 設を 移行 ︒また ︑本年 ４月 から 緑

続 き利 用団体 の管 理とい うこ とで検

村島

清 荘︑パ パス ラン ド︑道 路橋 梁及 び

地方自 治法 の改 正に より︑ 施

年４ 月

河 川の ３施設 が指 定管 理者制 度に 移

討 している ︒

ウ ハウ を公共 施設 の管 理に活 用す る

行 され る︒昨 年８ 月に策 定し た公 共

村島

町長

設管理 の手 法のひ とつ として 指定 管

村島

年９ 月

定 管理者制 度の導 入︑給食 センタ ー

ら導 入を図る

理者制 度が 創設 され︑ 平成

施 設の 管理 運営方 針で は︑今 後の 導

本 年４ 月か らは︑ ３施 設の指
入 予定 施設は 町部 局で ７ヶ所 をあ げ

十 分 検 討 を 行 い ︑可 能 な 施 設 か

３０

6
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から施 行さ れた が︑本 町の公 共施 設

制度導入の計画は

平成

￨

で指定 管理 者制度 へ移 行でき る施 設

４月から指定管理者に移行した緑清荘

厳しさを増す農業情勢

１０

￨
１９

￨

￨

１５

１７
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品目横断的経営安定対策

村島

員 会と協議 を行う ︒

導入 は考え られない か︒

村島

いる ︒

パ ーク ゴル フ場︑ 清里オ ート キャ ン

に より かなり 安価 にな ったが ︑給食

年

の業務 委託 が行 われる が︑平 成
プ 場︑江 南フラワ ーパー ク︑上水 道

予 定の 施設 でも︑ 法律の 改正 や情 勢

を 図る ︒当面 現状 通りの 管理 を行 う

設 で︑可 能な 施設 から計 画的 に導 入

ー の７ 施設が 導入 を計 画して いる 施

な い︒調 理員 等の 待遇 面は︑ 若干下

い ので︑ 質の 問題に は直 接は 関わら

れ ばな らず︑ 業務委 託に 入っ ていな

る 給食 費は︑ 食材の 購入 に充 てなけ

教 育長

の 質や人件 費に影 響はない か︒

改廃 を検討 すること になっ ている︒

社 会教育 中期 計画期 間の 早い 段階に

ー 場の今 後の あり 方とし て︑第 ６次

具 体的な 検討 はし ていな い︒緑 スキ

定 管理者 に適 する 施設か 照会 中で︑

行 に伴う 索道 法の 関係等 によ り︑指

教 育長

緑 スキー 場の 指定 管理者 制度

管 理施設 ︑農業集 落排水 管理セン タ

の 変化に より検討 を行う ︒

が るが︑ 大き な低下 はな いと 聞いて

問 題点︑ 評価 につい ては どの

緑ス キー場 は︑ リフト の運

教 育長

西部

保護 者の方 から 徴収 してい

入 の有 効性 を充分 検討 し︑所 管の 委

よう に捉え ているか ︒

個々 の施 設につ いて 制度 導

環 境整 備関係 で１ 自治 会︑敬 老事業

対 する考 え方 の温 度差は ある が︑地

自 治会に よっ て自 治会活 動に

域 担当職 員は あくま でも 行政と 自治

る︒ 短い期 間の サポ ート ではな く︑

回程度 である ︒その他 ︑

担 当職員 によ る調 整会議 を開 催し︑

会 のパイ プ役 として 配置 をして いる

担当 自治 会の中 味を 熟知す るた めに

よ るものが

各 自治 会の状 況報 告等︑ 情報 の共有

ので ︑自治 会の事務 を受け 持つとか ︑

３年 間とした ︒

町長

で ４自 治会︑ その 他︑口 頭・電 話に

給 食セ ンター の委 託料 が入札

度以降 の指 定管理 者制 度導入 の計 画
は︒
緑 の湯︑ 斜里岳山 小屋︑ 江南

西部

化 を図 って いる︒ また︑ 職員が 講師

自 治会活 動に 口を挟 むよ うなこ とで

ま だ 評 価 で き な い が ︑自 治 会 活

と なり事 業や 制度 の内容 を説 明する

は なく︑ 自主的 なま ちづ くりの 発展

行 政と 住民の パイ プ役 である

町長

出 前講 座は︑ ２月ま でに ８件 の注文

職 員の 地域 担当 制度は ︑自立

い たい︒
町長

計 画の 中の重 点事 業であ る町 民と行
政 との 協働の まち づくり を進 めるた
め の具 体策の 一つ とし て︑昨 年の７
月 １日から 実施を している ︒
実績 とし て︑制 度実 施前に は︑Ｐ
Ｒ を兼 ねた制 度の 広報 誌掲載 ︑自治
会 への 説明会 ︑先進 地の 職員 を招い
て の講 演会︑ 職員研 修会 議等 を実施
し た︒制 度開 始時 には︑ 各職 員が担
当 とな った自 治会 への自 己紹 介を兼
ね た挨 拶まわ りを 行い︑ 現在 までに

地域担当職員は行政と住民とのパイプ役

性化の力にな れれば
西部

が あった︒

問 題 点 ︑評 価 は

導 入 し て 約 ８ヶ 月 経 過 し た が ︑

町長

１９

職 員の 地域担 当制 度が導 入さ れ約８

甫 議員

村島 健二 議員
ヶ 月が 経過し たが ︑実績 につ いて伺

￨
￨

担 当す る自 治会と の相 談・協 議は︑

り であり ︑まだ まだ 良い 結果 ︑効果

評 価は ︑まだ ︑スタ ート した ばか

町長

か︒

くの 的確 な情報 提供 が重要 では ない

また ︑新た な活 動を 促す ため に︑多

担当 職員 は︑能 動的 な姿 勢を

に 到達し てい ない 段階で ︑この 制度

とい うと 受動 的な面 が強 いが︑ 自治

西部

自 体も︑ これか らい ろい ろ改善 しな

会運 営の 中で 疑問が 生じ た場合 は︑

に 寄与で きる 仕組み を作 ってい けれ

が ら各自 治会 の活 性化を 支援 し︑今

とる のか︑受 動的な 姿勢をと るのか ︒

ま で以上 に地 域自治 会活 動や自 治会

気軽 に相談し ていた だきたい ︒また ︑

て他 の自 治会の 活動 等の情 報を 提供

サポ ート 役な ので︑ どち らか

相 互の活 発な 交流等 が促 進され るこ

情報 のパ イプ 役とし て︑必 要に 応じ
西部

力に なればと 考えて いる︒

し︑ 自治会 活動 が活 性化す るた めの

こ の制度 に時 限は なく ︑職員

地 域担当 職員 制度 は︑一 応３

とを 望んで いる︒

ばと 思って いる︒

西部

年を 目途に という時 限的な ものか︒
町長

のそ れぞれ の担当期 間が３ 年間であ
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１５

指定管理者制度

職員の地域担当制度

常任委員会

常任委員会

付託案件の条例改正案を原案可決

公営住宅の現地調査を実施

３月13日、３月定例会で付託された生涯学
習総合センターと体育施設の使用料の見直し
に伴う条例改正案を採決。過去５回にわたっ
て集中的に審議してきた案件であり、今後、
不合理な点が生じた場合は是正を行い、利用
者の理解の得られる料金体系を確立するよう
要望の上、全会一致で原案を可決しました。
また、４月４日は「郷土資料館の整備」の
現地調査を含む所管事務調査を実施。老朽化
が激しく、18年度予定の屋根、壁等の改修は
了承するものの、展示方法の工夫と利用しや
すい環境整備に努めるよう要望しました。

３月２日に委員会を開催し、３月定例会に
提案される補正予算案、平成18年度予算の概
要、条例改正案等について、担当課から説明
を受けました。保健福祉課からは、教育委員
会と連携して行う子育て支援事業や健康づく
り事業、第３期介護保険事業計画の説明があ
り、少子高齢化に対応したこれらの事業が、
保健、福祉、教育のスムーズな連携のもと、
適切に事業が執行されるよう望みました。
また、２月に完成したはごろも団地公営住
宅２棟８戸の現地調査を実施し、計画通り工
事が終了したことを確認しました。

委員会
郷土資料館現地調査

公営住宅現地調査

議会を傍聴してみませんか
議会の活動を知る方法の一つに
傍聴があります。傍聴するこ とに
より、広報やホームページで伝え
ることのできない議会や議員の生
の姿を見聞できます。傍聴手続き
は、受付票に住所、氏名を記入す
るだけです。常任委員会も同様の手続きで傍聴できます。３
月12日の日曜議会は40名が傍聴しました。今後も日曜議会・
夜間議会の開催を検討します。ぜひ、傍聴にお越しください。

第４回臨時会
●日時 ５月１０日（水）
午前９時30分〜
●場所 役場３階議事堂
＊次回定例会は６月です。

●発行／清里町

〒099‑4492

清里 町のホ ームペ ージ に
「清里町議会」のコーナー
を掲載しています。
◆町議会の役割・しくみ、議員
名簿、傍聴のご案内、請願と陳
情、お知らせなど。
【町ホームページ】
http://w w w .tow n.kiyosato.
hokkaido.jp

北海道斜里郡清里町羽衣町13番地

町民

の

声

声声

〜議会ご意見箱の中から〜
●議会議員が各地域に出向い
て、地域住民との懇談会を開
催してみては・・・・。
●日曜議会は良い試み。ナイ
ター議会も実施してほしい！
●一般質問は議員の晴れ姿。
も っと 準備 をし て全 力投 球
を！

電話(0152)25‑2131

●編集／議会広報特別委員会
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