決 算 町の家計簿をチェック！

名で構 成する決

年度 決算は︑ 議長と監

決算審査特別委員会を
設置して慎重審議
平成

査 委員を除く

置 し︑

月

日から

日までの

（単位：千円）

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

歳
入
4,892,765
374,620
612,047
616,511
109,867
143,724

歳
出
4,785,013
358,658
608,811
616,507
106,732
141,817

差引残高
107,752
15,962
3,236
4
3,135
1,907

焼 酎 事 業 特 別 会 計
合
計

133,402
6,882,936

129,662
6,747,200

3,740
135,736

地 域環境美 化事業はゴ ミス

万 円に対して 実績額

万円とな

各事業交 付金が計 画額１千

来から 実施して いる自治会 は実

事業は ︑高齢者 の交流事業 を従

なかっ たため︒ 高齢者生き がい

テーシ ョン設置 のみの希望 しか

Ａ

少ない 理由は︒

生きが い事業が 突出して実 績が

地 域環境美 化事業︑高 齢者

ていた だいたと 評価してい る︒

意工夫 による個 性的な事業 をし

それぞ れの自治 会において ︑創

平 成 １７年 度 決算 総 括表

っ ているが︑ 成果は十 分か︒

地域活動推 進事業交 付金

一 般 会 計

し ます︒

審査での主 な質疑を お知らせ

し た︒

し た結果︑原 案どおり 認定しま

果 があったか など︑慎 重に審査

的 に使われた か︑どの ような成

予 算が目的ど おり適正 かつ効率

２ 日間にわた って慎重 に審議︒

12

員 長・勝又武 司副委員 長︶を設

算 審査特別委 員会︵村 島健二委

12

17

9

分

区

13
Ａ

たため である︒

施した が︑新た な実施がな かっ

新制度と いうこと もあり︑

計 画に比べ実 績額は少 ないが︑

459

１特別号
2006１

議会 信
定例会号

各地域の特性を生かし、個性的な事業が
展開された地域活動推進事業（高齢者敬
老事業）

歳以上の 職員は︑３ 年に１回 程

診を受診 している︒ その他に
度脳ドッ ク検診を受 けている ︒

自 治会等の 地域で実 施する
自 治会が

自治会の 内︑
．１ ％の高齢 者が参
ステム
改修 業務委託料 約

万円は 毎年かか る

現在︑

年

組合︑組 合員が１

人となっ ている︒ 平成

平成

人が検査 を受けた ︒

年 度は︑一 般と中学

頭のキ ツネを駆 除して成

果 を上げてい るが︑市 街地では

鉄 砲を撃った り︑薬を 撒く訳に

も いかず︑苦 慮してい るのが実
態 である︒
各種検診の 受診

検診受診 率を上げ る方策は ︒

検診受診 のＰＲ︑ 受診しや

一般 廃棄物最 終処分場整 備事

業

事 業の進捗 状況と総体 事業

費は︒

年度 は地質調査 等の

年供 用開始を目 指し

2

広報きよさと

す る必要があ るのか︒
Ａ
千

度 予算から補 助は打ち 切ってお

年度中 に組織の 解散も含

り ︑今年度の 連合会の 総会で︑
平成

め て検討する ことにな っている ︒

のか︒ま た︑カード の発行枚 数

受 けているが ︑市街地 のキツネ

器借上料 約

万と 機

住民基 本台帳ネッ トワーク シ

ことと なった敬 老会の実 績は︒
Ａ
実施し ︑
加して いる︒
自 治会以外 の団体︑ グルー
プは対 象になる のか︒
は︒

駆 除対策は︒

エキノコッ クス対策

Ａ
Ａ

Ａ

検査につ いては多 くの方が

位で活 動する団 体︑また ︑町長

づき町村 に義務づけ られて設 置

生 合わせて

枚 発行してい る︒

昨年 の５月にサ ークルが 発
Ａ

す い日程の設 定等︑町 民が受け

や すい体制を 取ってい きたい︒

平成

測量業 務を実施 ︒現在︑処 分場

Ａ

火葬業務 は民間委 託せず︑

の整備 基本計画 の作成を業 者に

火葬業務

町 の正職員が 担当し︑ 郷土のた

発注し ていると ころである ︒最

業は︒
業として は︑町と共 催しての ウ

め に頑張って くれた人 を送り出

時間が かかるが ︑約５億４ 千万

終的な 事業費の 積算はもう 少し
Ａ

平成

供 用開始時 期と耐用年 数は︒

円で進 めている ︒

Ａ

委 託をしてい るが︑苦 情等は聞
き たい︒

い ていないの で︑ご理 解いただ

現在は︑ 民間業者 に業務を

ォーキン グの集いの 実施︒さ ら

構成 メンバーは 約

現在の処分場は、平成21年度で満杯になる予定のため、平成22年の
供用開始に向けて新しい施設を整備(イメージ図）

す べきでは︒

名︒ 事

サー クルの会員 数と主な 事

ている︒

足し︑昨 年度から活 動を開始 し

Ａ

グループ 結成の動き はあるか ︒

自ら ウォーキン グを楽し む

田園の 散歩路事業

まで

この程度 かかる︒カ ードは︑ 今

この システムは ︑法律に 基

が必要 と認めた ＮＰＯ等 も対象

しており ︑器機は債 務負担を 利

町 有林の下 草刈りが 実施さ

町有 林造林事 業

となる ︒

用して導 入している ︒改修業 務

毎年

自 治会が基 本だが︑ 地域単

48
17

337

に今年度 からはコー ス整備等 も

時代背景 で補助金を 出して存 続

現在 の組織の状 況は︒今 の

納税貯 蓄組合連合 会補助

行う予定 になってい る︒

Ａ

30

特別号

18

35

委託料は ︑保守点検 費用で毎 年

下 草が少な かったの で︑事

れなか った理由 は︒
Ａ
業を中 止した︒
地籍 図複図等 移動修正 業務委
託料
円程

件 数と１件 当たりの 単価は︒
件で︑単 価は３千

土 地の所有 権の移転 ︑分筆

業 務委託料 の内容は ︒

度︒
Ａ

に伴う 地積図の 修正経費 である︒

〜

歳以上は ︑指定医 療機関

検 診の実施 方法は︒

職員 の健康診 断
Ａ

で総合 検診を毎 年実施︒

歳の職 員は︑隔 年で総合 検診を
受診し ︑総合検 診受診以 外の年
は地元 の病院で 一般検診 を受診︒

13

２００６．１１

549

18

21

それ以 下の職員 は︑毎年 一般検

22

40

議会通信

81

20

266

30

17

140

63

29
900
40

平成18年度で事業が完了となる国営小清水地区
畑地帯総合土地改良事業（緑ダム）

ており ︑

年間 使える施 設とし

形が望ま しいと思っ ている︒
普及セ ンター横の 温室ハウ ス
現在 ︑春先しか 使われて い

Ａ

内容と償 還期間は ︒

年か ら平成

高度化資 金償還金 の補助で ︑

償 還期間は平 成
斜里岳山小 屋

年︒

報 のかけ方︑ 通報時に 最低限伝

30

て計画 している ︒
特別 会計への 繰出金
今は イチゴのリ レー苗の 春

ないが︑ 有効利用法 の検討は ︒
Ａ

周辺整備 の予定は ︒

で は︒

番通
昨年 から通水す るたびに 水

と ︑基本搬送 先の病院 ︑依頼搬

え て欲しいこ と︑救急 車を呼ぶ

送 が可能な医 療機関等 を掲載し

漏れ事故 が起きてい るが︑国 か

Ａ

と きの判断︑ 依頼搬送 要請の方

は受益者 と町であり ︑来年以 降

た チラシを作 成し︑全 戸に配布

ら管理を 引き継いだ 後の事故 の

の開発局 の担当窓口 の設置︑ 対

す る︒また︑ 救急隊員 にも︑現

法 ︑救急隊員 に伝えて 欲しいこ

応をお願 いしている ︒もし︑ 事

場 で依頼者等 と意思疎 通が図ら

事故 が起きると 一番困る の

故が起き た場合は︑ 原因究明 の

れ るよう指導 の徹底を した︒

訓 練が必要で は︒

清里の地 域性にあ った防災

防災訓練

ため︑開 発局に現場 に入って も
らうこと が第一だと 考えてい る︒
コミュ ニティセン ター建設 資
金償還金 補助

本 年度は︑ 消防団の訓 練と

ど ういう内 容の扶助か ︒

要 保護︑準 要保護の経 済的

に恵ま れない家 庭の児童・ 生徒

Ａ

生徒学 用品費等 扶助

学用 品費等扶 助・新入学 児童

う検討 していき たい︒

実情に あった防 災訓練とな るよ

さらに ︑来年度 以降は︑清 里の

験等︑ 住民参加 型の訓練を 行う︒

や除細 動器によ る応急処置 の体

会と連 携した非 常炊き出し 訓練

合わせ ︑新町自 治会の自主 防災

Ａ

９月24日に緑ヶ丘公園で行われた清里消防団防災訓練
（新町自治会自主防災会による非常炊き出し訓練）

今 後も財政 状況が厳 しい中︑
一般会 計から多 額の繰出 金の支

先だけの 活用である ︒ハウス の
Ａ

出を継 続するの か︒

床が土で ないため︑ 活用法が 限

つ の整備のあ り方であ り︑今の

自然を残 すという ことも一

Ａ

られ︑現 在模索中で ある︒

国 民健康保 険事業へ は︑法

で定め られた拠 出金等の 部分を

約１万５ 千人と推 計してい

消防の救急 搬送体制

る︒

Ａ

年 の利用者数 は︒

無料で開 放してい るが︑今

江南パーク ゴルフ場

と ころ施設を 造る計画 はない︒

頭首 工の口径は ︒
清泉 頭首工が１ ．５ｍで ︑
︒

全て のゴミを取 り除くの は
り除く装 置が付いて いる︒今 の

Ａ

住民への 周知の徹 底が必要
段階では ゴミによる トラブル は

ん に理解いた だくため ︑

救急搬送 について 町民皆さ
発生して いない︒

難しいが ︑頭首工に はゴミを 取

Ａ

か︒

頭首 工からゴミ は入らな い

江鳶頭首 工が

Ａ

畑総事 業︵緑ダム ︶

られた ルールに より給付 費の
分の５ を繰り出 している ︒簡易
水道事 業︑農業 集落排水 事業に
ついて も︑ルー ルに基づ き投資
的経費 の起債に 係る部分 のみで
ある︒ 今後にお いても︑ 健全財
政を堅 持する中 ︑適正な 繰り出
しを行 う︒

年４ 月１日現 在で

70
cm

処置︑対 応はどうな るのか︒

119

農業 後継者対 策
歳以上の 後継者で 未婚者

平成

はどれ ぐらいい るか︒
Ａ

名と把 握してい る︒
関 西の女性 とのお見 合い交
現 在交流会 は︑斜里 郡３町

年が経過 している が︑結

ので︑ その後︑ 単独で清 里町に

会だけ の出会い だけでは 難しい

婚され た方は６ 名である ︒交流

施し

実施し ている︒ 平成６年 から実

と大空 町の４町 で夏と冬 の２回

Ａ

流会の 成果及び 今後のあ り方は︒

19

支出︑ 老人保健 へも︑法 で定め
100

15

15

18

農業実 習で来て いただく ような

議会通信

特別号

２００６．１１

広報きよさと

3

35
12

60歳以上の高齢者が学習活動を通じて交流し、
学びあうことぶき大学

括

しさを 増してい るが︑森林 づく

り︑林 業振興に 対する考え は︒

総

Ａ

Ａ

第１ 号被保険者 の内︑年 金

に対す る学用品 の支給に 係る扶
から天引 きとなる特 別徴収の 方

森 林づくり ︑林業振興 は非

には未納 はないが︑ 納付書に よ

小学 校のプー ル

じ ている︒健 全財政の 維持のた

る 中︑特別会 計では繰 越金が生

一般会計 からの繰 入金があ

対する 補助︑木 材製品の流 通経

た︑林 業事業者 や林業労働 者に

森林づ くりを推 進している ︒ま

毎年植 樹祭等を 実施し︑豊 かな

常に大 事であり ︑町におい ても

め 見直しは︒

特別会計へ の繰出金

助であ る︒

名ほど おり︑収 入

り納めて いただく普 通徴収の 方
に未納者 が
未済額が 発生してい る︒
国民健 康保険事業
保険 税の収入未 済額が増 加

費の補 助等を実 施している ︒今

焼酎 事業を継続 するには ︑

面 で熊が出没 している ︒山への

り ︑清里町で も緑方面 ︑江南方

Ａ

4

広報きよさと

特別号

未 使用にな っている プール
撤 去にはか なりの経 費がか

の撤去 方法の検 討は︒
Ａ
かるの で︑安価 で効率的 な方法
を検討 したい︒

Ａ

後も︑ 事業の継 続により︑ 森林

一般会計 から特別 会計への

している が︑保険税 の滞納者 の

繰 り出しは︑ 会計が赤 字だから

農 家等で多 目的ハウ スに使

内︑何名 に短期証を 発行して い

熊の出没対 策

等 を行ってい る︒

生 じた場合に は︑基金 への積立

る ︒また︑特 別会計で 繰越金が

基 づいた必要 不可欠な ものであ

経営の 安定化を 図っていく ︒
名の方に 短

す るのではな く︑法的 ルールに
世帯

国民 健康保険事 業に対す る

熊の出没 情報が相 次いでい

る が︑対策を とられて いるか︒

所長︑係 長に続く技 術者の養 成

す るとともに ︑町広報 により周

全国各地 で熊が出 没してお

近は若 い方の加 入が見ら れる︒

が必要で は︒

Ａ

パソコ ン講座等 の現代的 課題に

Ａ

入 り口の道路 に立て看 板を設置

対応し た学習に も取り組 んでい

不用額
技術を身 につけた︒ 現在その 施

で はなく︑職 員の創意 ・工夫に

不用額の 生じた理 由は︒
設がなく なったので ︑大学等 と

よ り少ない経 費で効果 を上げた

予算を多 く見積も ったから
の連携に よる実習・ 研修生の 育

林業を取 り巻く環 境は︑厳

林業振興

こ とによるも のと理解 している ︒
思ってい る︒

術者を養 成していか なければ と

成という ことも考え ながら︑ 技

研究所に １年間派遣 ・研修し て

ならず︑ 今の職員は ︑国税局 の

アル コールを造 る技術な の

るが︑ 年齢層や ニーズに 応じた

知 ︑注意を呼 びかけて いる︒

焼酎事 業

別の納付 相談と指導 を行う︒

意識啓発 も含め︑き め細かな 個

Ａ

図るため の方策は︒

保険 税収入率の 維持向上 を

期証を発 行している ︒

現在 ︑

えると 思うので ︑希望者 に自己

歳

Ａ

るか︒

一 つの方法 として検 討した

負担で 撤去して もらって は︒
Ａ
い︒
こと ぶき大学
高 齢化社会 を迎え︑ これか
こ とぶき大 学は︑原 則

らのこ とぶき大 学のあり 方は︒
Ａ

24

で︑誰で も良いとい うことに は

いる︒

特 別 会 計
介護 保険事業
介 護保険料 の収入未 済額の
主な内 容は︒

平成17年度一般会計及び各特別会計歳入歳出決算を認定

２００６．１１

議会通信

12
12

学習活 動の展開 が課題と 考えて

が︑高 齢化が見 られる一 方︑最

以上の 高齢者を 対象にし ている

60

また︑ 過去にも 一般質 問で要望 した

村島

手後手 になって いる︒ 事故が起 きて

信号機 が設置さ れるな ど︑対策 が後

村島

いが︑ 今後とも 努力を していき たい︒

Ｔ字型 の三叉路 が多く 現状では 厳し

ったそ の他の場 所も含 め︑清里 町は

は遅い 順位にな ってい る︒質問 にあ

然であ るという ことか ら︑順位 的に

ている が︑Ｔ字 路線は 止まるの が当

所に設 置してい る︒

時停止 を促す標 識も作 成し︑必 要箇

を行っ ている︒ さらに ︑町独自 の一

点線を ペイント したド ット線の 整備

入の際 ︑より確 認でき るものと して︑

してい ることか ら︑優 先道路へ の進

また ︑近年交 差点で の事故が 多発

をもっ て協議・要請活動 を続け る︒

ている ︒今後も ︑必要 に応じ︑ 文書

方面公 安委員会 に対し て随時要 請し

健全度 が高いと いうデ ータが示 され

ない︒

合併の 協議等を 行うこ とは考え てい

が策定 されたか らとい って︑改 めて

は別と して︑現 時点で は︑この 構想

取り巻 く情勢が 大きく 変動した 場合

くりを 進めてい る︒今 後︑市町 村を

づいて 住民参加 と協働 によるま ちづ

自立を 選択し︑ 現在︑ 自立計画 に基

町長

る考え はあるか 伺いた い︒

必 要 に 応 じ ︑公 安 委 員 会 へ 要 望
橋場町長

清里町の 交通事 故防止対 策は︒

ヶ所︒水 元１条 通りも要 請し

が︑水 元１条通 り︑水 元３条通 りか

からで は遅いの で︑危 険箇所の 点検

たが︑ 今後の行 財政運 営の考え は︒

のは

ら道道 向陽清里 停線及 び郵便局 通り

を行い ︑交通標 識等の 設置を公 安委

村島

町長

本町では ︑交通 安全運動 期間

町では︑ 町民生 活課が窓 口と

合併推進 構想に ついて︑ 町長

先日︑収 入に対 する借金 負担

度を示 す実質公 債費比 率が新聞 で報

道され ︑清里町 は８． ８％で︑ 財政

た財政 運営が大 事であ り︑今後 も健

積立の ように︑ 長期的 な視野に 立っ

実質公債 費比率 の数値が 低い

組みを 客観的に 示した もので︑ 必要

全財政 を堅持し た行財 政運営を 進め

村島

に応じ て地域で 協議を 行う際の 叩き

は難し いと考え るので ︑住民の ため

台とし て活用し ていく ものと考 えて

につい ても︑市 町村の 意見を聴 いた

の将来 設計を進 めてほ しい︒

ていき たいと思 ってい る︒

上で行 うとされ ている ので︑構 想の

財政の厳 しいと ころとの 合併

策定に よって市 町村や 住民の意 思が
村島

を十分 見ながら ︑清里 町の将来 につ

る道州 制や道庁 の支庁 改革等の 動向

現在︑審 議され ようとし てい

町長

市・斜 里町・小 清水町 ・清里町 の１

いて十 分考えて いきた い︒

北海道の 示した 枠組み︵ 網走

左右さ れること はない と考えて いる︒

いる︒ また︑合 併協議 会設置の 勧告

この構想 は︑国 の指針を 踏ま

清里町は ︑住民 の意思に より

への交 差点︑さ らに水 元２条通 りか

員会へ 要望して ほしい ︒

はどの ように受 け止め ているか ︒

からと いって安 心する ことなく ︑畑

事 故が 起き な いよ う交 通標 識

ら郵便 局通りへ の交差 点に一時 停止
町長

町長

総事業 の償還の ための 計画的な 基金

村島議員

の標識 が未だに 設置さ れていな い︒

なり︑ 自治会等 からの 要望など ︑地

え︑地 域の結び つきや 統計的手 法を

設置の要望を

事故が 起きない よう︑ 早急に一 時停

元駐在 所との協 議の中 ︑一時停 止標

用い︑ 合併対象 市町村 の組合せ ・枠

26
過去︑死 亡事故 が起きて から

止の標 識設置の 要望を ︒

識の設 置︑速度 規制︑ 横断歩道 の設

村島

町長

置︑信 号機の設 置等に ついて︑ 北見

年 から

市３町 ︶に従い ︑今後 検討・協 議す

議会通信

北海道市町村合併推進構想

中を始 め︑毎月 １日︑ 日を町民 交通
安全の 日として ︑児童 生徒の登 校時
におけ る交通安 全指導 ︑また︑ 学校︑
団体に よる街頭 啓発な ど︑交通 安全
指導員 の方を中 心に︑ 関係機関 の協
力のも と交通安 全運動 を強力に 推進
してい る︒事故 防止対策 は︑運転 者は
もちろ ん︑歩行 者への 交通安全 意識
啓発活 動の充実 ︑交通 安全施設 等の
整備︑ 効果的な 交通規 制による 交通
一時 停止の標 識は︑ 平成

12

特別号
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ヶ所 要請し ︑採択さ れた

水元１条通りの交差点

する

交通安全対策
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環境の 整備が重 要と考 えている ︒
今日ま で
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一般質問
一般質問

９月

定例会

田中議員

住 民サ ービ ス 等の 効果 は表 れ
ているか

に敬老 会利用団 体への 特典︑入 浴無
料開放 の日を設 ける等 ︑民間事 業者
の特性 を生かし た営業 を展開し てい
る︒ま た︑町の 委託費 軽減に繋 がっ
たこと はもちろ ん︑指 定管理者 も業
務の効 率化︑経 費の節減 に努め る等︑︑
経営努 力をして いる︒

本年４月 から緑 清荘︑パ パス

田中
田中

今後︑町 及び教 育委員会 所管

ランド ︑道路橋 梁及び 河川の３ 施設

の施設 について ︑指定 管理者制 度導

移行状況 の推移 を確認し ︑業

今後も２ 名体制 を続ける のか︒

含めた 業務を行 ってい る︒

田中

助役

務内容 等十分精 査の上 ︑職員体 制に

本町の観 光協会 がＮＰＯ 法人

ついて 検討を行 う︒

田中

として 登録され ︑組織 の拡充や 事業

の拡大 を目指し ている と聞いて いる

が︑町 内の団体 の育成 という意 味か

らも︑ 町の観光 施設等 の管理を 移行

する考 えはない か︒

画的に 導入図っ ていく とのこと だが︑

雇用の 拡大や地 域振興 等︑様々 な角

入の検 討を行い ︑可能 な施設か ら計

具体的 な効果は 表れて いるか︒ また︑

主的な 管理運営 ︑札弦 トレーニ ング

度から 総合的に 検討し ている段 階で

り︑適 切に維持 管理が なされて いる︒

側溝の 清掃など 速やか に対応し てお

により ︑道路の 補修︑ 路肩の草 刈り︑

道路パ トロール と町民 からの通 報等

ない︒ 道路橋梁 及び河 川につい ては︑

ムーズ に移行し ︑問題 は発生し てい

事業者 が受託し ており ︑引継ぎ もス

施設は ︑管理運 営の実 績のある 民間

町長

り︑一 律に検討 するこ とができ ない

それぞ れ管理運 営方法 が異なっ てお

教育長

につい て総合的 に検討 を進めて いる︒

収業務 の課題が あり︑ 現在︑各 施設

題︑上 下水道管 理施設 は︑使用 料徴

体の指 定管理が できな いかとい う課

ャンプ 場は︑委 託料︑ 他の施設 と一

上の規 制の問題 ︑緑の 湯︑オー トキ

ルフ場 ︑フラワ ーパー クは補助 制度

町長

かりの 段階であ り︑現 場等での 連絡︑

助役

か︒

職員は どのよう な職務 を担って いる

者導入 後︑建設 機械セ ンター２ 名の

田中

で︑所 管委員会 等と協 議を行い たい︒

もある ので︑方 針等が 固まった 段階

が︑現 段階︑検 討の余 地の残る 施設

営の効 率性の比 較検討 を行って いる

理の状 況と指定 管理者 による管 理運

委託し ている︒ 現在︑ 現状の施 設管

として の方向付 けを行 い︑所管 委員

る︒な るべく速 い時期 に教育委 員会

のか個 々の施設 につい て検討し てい

に指定 管理者制 度導入 がふさわ しい

者の導 入という ことで 検討して いる

教育長

な整理 をされて いるの か︒

い︒ど のように 論議さ れ︑どの よう

という ことだが ︑まだ 示されて いな

理運営 方法を所 管委員 会と協議 する

年度早 々にも緑 スキー 場を含め て管

田中

ある︒

現在︑導 入施設 ︑導入の 効果︑

具体的 な検討内 容と今 後の方向 性に

センタ ーは地元 の運営 委員会︑ 町民

また︑ これから 台風シ ーズンに なり︑

状況に ある︒ト レーニ ングセン ター︑

調整に 当たって いる︒ また︑町 が直

会と協 議を行い たいと 思ってい る︒

町長

利用者 等とのト ラブル ︑問題点 は発

プール は体育施 設管理 公社に管 理を

災害の 発生も予 測され るので︑ 先日︑

町民グ ランド︑ ゲート ボール場 ︑図

営で実 施するオ ーバー レーンや 規模

斜里岳山 小屋︑ 江南パー クゴ

指定管 理者と対 応策に ついて具 体的

書館等 は︑一部 委託の 部分はあ るが

の少し 大きな改 修につ いて︑設 計も

指定管理 者制度 に移行し たば

が︑管 理形態の 違い等 もあり︑ 本当

一応︑ 全施設 とも指定 管理

体育施設 につい ては︑平 成

な協議 を行った ところ である︒

教育委 員会が管 理運営 している ︒ま

道路橋梁 及び河 川の指定 管理

サー ビス向上 につい ては︑両 温泉

た︑武 道館︑野 球場は 関係団体 の自

教育委 員会所 管の施設 は︑

施設と も高齢者 ︑身障 者の福祉 入浴

緑清荘︑ パパス ランドの 温泉

ついて 伺いたい ︒

指定管理者制度を導入した緑清荘

生して いないか 伺いた い︒

住民サ ービスの 向上︑ 経費削減 等の

が指定 管理者制 度に移 行された が︑

橋場町長

民間事業 者の特 性を生か した

￨

6
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サービ スの提供 を行っ ており︑ さら

18

営業を展開

指定管理者制度

一般質問
９月定例会

一般質問

％以

岡本議員

自 立計 画重 点 推進 期間 中の 評
価 ︑推 進 状況 は
町 民 の 参 加 ︑協 力 の も と

づくり の推進の ため︑ 行政と住 民の

財政状況と財政見通し

ると８ 億円を超 える減 となって いる︒

地域担当 職員制 度の実績 は︒

を置き ︑事業を 推進し ている︒

うまち づくりを 推進す ることに 視点

いると 思うが︑ 現時点 における 清里

にある のか不安 を持つ 多くの町 民が

中︑清 里町の財 政がど のような 状態

岡本

取り上 げられて おり︑ さらに厳 しい

付税措 置の廃止 等がメ ニューと して

員人件 費の削減 ︑地方 債に対す る交

とした 新型交付 税の導 入︑地方 公務

第２次 改革では ︑人口 と面積を 基本

件の情 報交換︑ この

皆さん がともに 責任と 役割分担 を担

岡本
９地区

道内自治 体の財 政破綻が 進む

町長

年度 以降

総合計画 や自立 計画の推 進︑

環境が 到来する と認識 している ︒

岡本

本町は︑ 時代に 対応した 行財

町長

畑総事 業の償還 等︑平 成

町の財 政状況に ついて 伺いたい ︒

岡本

政改革 を先駆け て行い ︑長年に わた

職員の定 員管理 及び給与 のあ

での重 点推進期 間中の 評価及び 推進
り方︑ 見通しは ︒

他に軽 微な相談 が数多 くある︒

状況に ついて︑ 住民協 働の推進 ︑行

自立計画 に搭載 の財政シ ミュ

レーシ ョンは︑ 歳入面 の主体を なす

町長

におけ る中長期 的な財 政の見通 しは︒

り計画 的な財政 運営に 努めてき た︒

．６ ％︑内人 件費

年度の一 般会計 決算ベー スで

平成

定年退職 者・新 規採用者 を調

経常収 支比率が

いる︒ま た︑公債 費比率 は

した事 業を着実 に推進 すること を基

名に向 け努

力する ︒給与は ︑人事 院勧告を 基本

債費負 担比率は

本とし たもので ︑平成

年 度の目標 職員数

に実施 している が︑特 殊勤務手 当は

比率は ５％︑債 務負担 比率は１ ％と

財政の 健全性を 堅持で きると考 えて

成

全廃し ている︒ 今後も ︑法で定 めら

なって いる︒公 債費関 係の数値 は上

総合的な 判断で は︑これ まで

れた基 準に従っ て見直 しを行う ︒

昇傾向 にあるが ︑繰上 償還等の 実施

いる︒ なお︑平 成

．７ ％︑起債 制限

年度以 降も

年 度から償 還予

億円

ツクガ イド協会 の設立 ︑東オホ ーツ

特産品 開発委員 会の設 置︑東オ ホー

でも低 い方から ５番目 となって いる︒

％で︑ 網走管内 では一 番低く︑ 全道

標とな る実質公 債費比 率は︑８ ．８

また ︑起債発 行にお ける新た な指

働のま ちづくり と行財 政改革の 推進

ている ︒したが って︑ 今後も住 民協

住民 協働の推 進では ︑行政情 報の

地方交 付税は極 めて厳 しい数値 を想

以上に 行政情報 の公開 に努め︑ 一人

岡本

により 適正な数 値を維 持してい る︒

定の畑 総事業の 行政負 担分約

行財 政改革の 推進で は︑事務 事業

ク移住 サポート 準備会 の検討等 ︑民

岡本

商工︑観 光︑農 業︑女性 グル

． ８％と健 全な状 況を堅持 して

でも多 くの町政 に参加 ︑協力い ただ

コミュ ニティビ ジネス の動きは ︒

なお︑ 借金にあ たる起 債残額は 約

は︑繰 上償還を 基本と した対応 を図

る︒ガ イドライ ンの対 象事業分 とな

の見直 し︑職員 定数の 削減や給 与の

間をベ ースにコ ミュニ ティビジ ネス

す影響 は︒

億円

億 円弱は地 方債の 発行をも って

見直し による人 件費の 削減︑使 用料

の取り 組みが具 体的に 動き出し てい

る

の改正 や団体補 助金の 見直し︑ さら

る︒町 としては ︑これ らの活動 が着

第一次の 改革で 地方交付 税が

財源手 当を行い ︑対象 外部分等 は原

に指定 管理者制 度の導 入など︑ 様々

町長

年度以 降も

な状況 にあると 認識し ている︒

まちづ くりを進 めるこ とが充分 可能

健全財 政を堅持 したし っかりと した

を継続 するなら ︑平成

則的に は基金か らの財 源充当を 考え

な角度 から行財 政改革 を進めて きた︒

実に育 っていく よう十 分に連携 を図

国が進め る行財 政改革の 及ぼ
重点 事業の推 進では ︑未来に 夢と

大幅に 削減され ︑ピー ク時と比 較す

が

くこと を視点に 事業を 進めてお り︑

町長

億円︑ 貯金にあ たる基 金が約

定し︑ 歳出面で は人件 費・物件 費等

積極的 な公開を 進める とともに ︑会

ープ︑ 行政関係 者等の 有志によ る清

で︑起 債も地方 交付税 措置率の 高い

の諸経 費の削減 と︑総 合計画で 予定

議の公 開︑委員 の公募 ︑町民意 見提

里町コ ミュニテ ィ開発 機構の発 足︑

16

りなが ら必要な 支援を 行ってい く︒

26

．９ ％︑公

出手続 きの実施 ︑住民 活動を支 援す

コミュ ニティビ ジネス 創出セミ ナー

％以 上の高い 実施率 となって いる︒

るため のまちづ くり地 域活動推 進事

25

19

異業種間 の交流 ︑連携に よる

業交付 金の創設 ︑地域 担当職員 制度

ものを 計画的に 発行し ている︒

81

17

の清里 町での開 催︑商 工会村お こし

80

など新 たな施策 を展開 してきた ︒

町長

町長

年 度ま

99

整し︑ 職場の若 返りも 図りなが ら平

年 度から 平成

橋場町長

￨

財政改 革の推進 ︑まち づくり重 点事

平成

20

90
18

￨

業の推 進の大き な柱ご とに伺い たい︒

岡本
16

希望を 持ち続け ること が出来る まち

議会通信
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34

90

22

26

19

上の実施率

自立計画の推進

〜町民ら１
５人が傍聴〜

〜北網ブロック議員研修会〜

第８回定例会開会中の９月11日、初めて「夜
間議会」を開催し、町民はもとより、斜里町
や小清水町からも含め、15人が傍聴に訪れま
した。
「夜間議会」は、多くの町民の方に足を運ん
でもらい、議会を身近に感じてもらう議会改
革活性化方策の一環で、３月の「日曜議会」
に続いて試行しました。この日は９月定例会
の一般質問を行い、３人の議員が「交通安全
対策」「指定管理者制度」「自立計画の推進」
など５項目にわたり質問を行い、町長や教育
長に町の考えを聞きました。

去る10月24日、北網ブロック議員研修会が
小清水町で開催され、清里町からは12人が参
加しました。
講師は、北海道町村議会議長会事務局長の
勢籏了三氏で、
「議会制度はどう変わるのか〜
地方自治法の改正点とその狙い〜」と題して
講演。地方自治法の改正により見直しがされ
た、「議長への臨時会の招集権の付与」「専決
処分の要件の明確化」
「委員会制度」等の議会
制度の見直しについて学び、分権時代が進む
中、首長とともに地方自治制度の中核をなす
地方議会の役割の重要性を認識しました。

議会

議会を傍聴してみませんか

〒099‑4492

町民の皆 さんに 議会に関 心をも っていた だける よ
う出来る 限りた くさんの 情報を お伝えし ます︒

町議会の 役割と 仕事︑議 員名簿 ︑議会の 日程︑ 一般
質問の項 目︑会 議録︑議 長交際 費︑議会 通信 など
●発行／清里町

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。事前の申込
みの必要はなく、傍聴手続きは、受付票に住所、氏名を
記入するだけです。昨年から常任委員会も一般公開して
おり、同様の手続きで傍聴できます。９月定例会は15名
が傍聴しました。12月定例会は、12月中旬に開催予定で
す。ぜひ、傍聴にお越しください。

■町ホームページ
http://w w w .tow n.kiyosato.hokkaido.jp

■議会メール
kygikai@ tow n.kiyosato.hokkaido.jp

北海道斜里郡清里町羽衣町13番地

電話(0152)25‑2131
議会通信

●編集／議会広報特別委員会
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