編集

古谷 一夫

議員

総合計画の実態として

総花的にならざるを得ない部

議員

一方では、コロナ禍で国に
齢化により生じている課題や

分もあるが、人口減少と超高

が、近い将来、この反動とし

よる財源手当てはされている

能なまちづくりの基本
住民不安への取組み戦略の明
住み続けることができるとい

確化が必要であり、この町に

される。清里町の自主財源の
置くべきではないか。

う﹁住民の安心感﹂に軸足を

さが一段と増してくる。持続
町長

人口の減少が続き既に

可能なまちづくりを目指すう
４千人を割っている。今まで
の施策展開においても減少率

識したまちづくりが求められ
が人口減少や高齢化の進展を

評価をした中でどういう対策

は止まらなかったという反省

地方自治体を取り巻く環境が
止めることができるのか考え

今まで以上に経営を意

年々変化し複雑かつ多様化す
また、高齢化は年々進んで

ていかなければならない。

まちづくりを推進していく。
いて２年もすると団塊世代が
歳に到達する。町を離れず

また、若い人達が持続的に

となっている。

札弦、緑地区については生活

今後の地域振興対策 として、

環境の構築が次の戦略の大き
維持機能の確保対策 を優先し、

齢者見守りという観点から能

生活維持機能や住民自治、高

議員

べき施策をどう捉え直すのか。

か、加えて重点的に取り組む

置き換えた行政計画とするの

効性や地域の実態的な課題に

ていくのか、視点や観点を実

襲を前提とした行政計画とし

期計画を先の第１期計画の踏

そうしたなか清里町は第２

人や情報、お金の流れ、雇用

け取り組んでいく。

ものと考えて内容の精査に向

ための施策事業が基本になる

の生活と健康、いのちを守る

しっかり見据えたうえで町民

と人口減少社会という現実を

画と連動するものとして平成
年から令和２年度を計画期

土地利用計画はいつど

支所の機能については、

札弦、緑の支所につい

町長

人口減少の流れを緩和するた

取り組む施策は少子高齢化、

また、２期計画で重点的に

的な展開、戦略についてしっ

いても検討をいただく。具体

な方向性、戦略のあり方につ

ととなる。そのなかで具体的

18
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働く環境を得て生活していく
な課題である。
温泉、学校跡地、観光資源な
ど、それぞれの地域の特色あ
る資源を活用した持続可能な

清里・札弦・緑３地区
の地域振興対策ビジョ

動的な見直しが必要ではない

町長

をつくり上げてこそ地域の活

携を一層深めてまいりたい。

発展のために商工会等との連

環境づくりと生活の場の維持

合わせた生活と経済を支える

による自然景観の形成整備に

活用方策、郊外には景観計画

計画による空き店舗などの利

また中心商店街には商工振興

の設備や機能の充実を目指す。

れており今後も町の顔として

して施設の整備、充実が図ら

まで町の中心となる市街地と

清里地区については、これ

とともに進めていきたい。

取組みについて地域の皆さん

従前は３地区の均衡し

ンの構築
議員
た振興が図られてきたが現在
の緑・札弦地区の人口減少と
高齢化の厳しい実態は生活維
持機能を確保していくことす
ら困難な状況である。清里市
街地区においても空き店舗対
策が進まない中で木材関連製
造事業所の清算閉鎖により空
洞化だけではなく美観・治安・
防災上の懸念も新たに生じて
いる。こうした地区の地域振
興対策ビジョンの構築の必要
性をどのように認識され施策
清里町全体で人口減少

に取り組まれるのか。
町長
と高齢化が進み、特に札弦と
緑地区の人口減少と高齢化は
％、

著しい。高齢化率は８月末現
在で札弦第１自治会で

間として策定され、土地利用

か。具体的な取組みの考え方

ひと・しごと創生総合戦略は

性化に繋がる。高齢者や若者、

安心して地域で暮らせる体制

％、緑自

計画と景観計画が施設整備計

は。

現在策定作業を進めており、

女性など多様な異なる能力を

し持続可能なまちづくりを推
札弦第２自治会は

画、主な施策事業の内容で構

町長

第６次清里町総合計画との計

組み合わせたり、地域経済循

をしっかり整えることが役目

成され、現在は公共施設の長

ては支所機能としては現在各

画期間を合わせる観点から令

環の仕組みをつくり、住民自

進するための施策を確実に実
治会は ％と超々高齢化社会

寿命化に向けた改修整備や認

種の届出、戸籍や印鑑証明な

和３年度から令和７年度まで

治やコミュニティ機能の再生

である。

定こども園など大型事業も予

どを取り扱う現況にある。窓

の５ヵ年計画とし総合計画と

を図っていくべきと考える。

現在の清里町グランドデザ

定されており、土地利用計画

口対応だけなく幅広く地域に

並行し策定作業を進めている。

第２期総合戦略は新しい仕組

札弦︑緑地区

を含めたグランドデザインの

直接関わっていくスタイルに

次期の総合戦略はまち・ひと・

みをベースに検討、推進され

インは、第５次清里町総合計

策定について十分に検討した

切り替えていかなければなら

しごと創生法に基づき、４つ

役場支所機能の見直し

い。

ない。新年度に向けて見直し

るのか。
目標のもとに地方版総合戦略

示す総合戦略の４つの基本目

具体的な仕組みの中に

のような形で策定するのか。

議員

総合計画の概要版の策

の基本目標と２つの横断的な
を策定する。また実効性も総

標に取り組まなければならな

めに若い人たちの雇用の確保

かり内容の精査をさせていた

方についてご審議いただくこ

による地域経済の活性化、生

だきまとめていきたい。
題となってくる。少子高齢化

活社会基盤の整備、充実が課

手法について検討したい。

今後の策定の中で国の

第２期総合戦略

合計画の方向性や協働と行政

い。清里町独自の計画のあり

議員

町長

を進める。

策定に向けて作業を進めてい
きたい。

の補完性の観点から導かれる

東京圏への一極集中を

いとの評価だと認識する。

画は目標達成には及んでいな

て実行された第１期５ヵ年計

済・雇用の活性化を目的とし

脱却し、地方の人口維持や経

議員

重点的な取り組み施策

まち・ひと・しごとの

本町の第２期のまち・

定とともに令和３年度中には

行してまいりたい。

環境と地域資源の特性を生か

基本的には、清里町の自然

る行政課題を的確に把握し、

町長

の視点をどこに置くのか。

えで基本戦略と施策的な展開

実態からも財政運営上の厳し

地方交付税の圧縮が強く予想

て地方財政の引き締めにより

第６次総合計画が策定

中であり、人口減少と超高齢
化における経済振興や雇用、
医療、福祉、介護のあり方、
地域公共交通対策の喫緊性に
ついては町長と基本的に課題
を共有していると考えるが、
町の現況は深刻度が急速に増
している。農業関連と公共サ
ービス、公共投資、年金経済
だけが地域のフロー経済とし

て動いているのが現実で、医

療、福祉、介護、教育や観光

など独自施策や対策により制

度的・義務的な負担以外の支

出も肥大化し、大規模施設の

老朽化による長寿命化と改築

地域振興対策に向けた

土地利用計画とまちづ

人口減少や超高齢化が

くり機能の再編と集約

議員

今後も進展するとコンパクト

で機能性を備え、行政サービ
スの連携が集約的に図られる
まちづくりが重要。コンパク
トタウン化が町民生活や防災、

行政運営とコスト管理の面か
らも強く求められる。町有地
の利活用も含めたまちづくり
計画のグランドデザインとし
て、土地利用計画のマスター
プラン策定は総合計画と連動

本町においても地域特

して必要とされるのではない
か。
町長
性を最大限に生かしながら利
便性が高く住み続けられる、
コンパクトでコスト管理の面
からも効率的なまちづくりの
必要性が重要と認識する。公
共施設管理計画のもと機能が
類似した施設を集約し連携し

75

議員

戦略と施策展開

見据えた中での持続可

への投資が今後増大する。

施策展開の方向性について

地域振興対策の基本的な考え方と

内容を要約して掲載します。

人口減少と超高齢化を

夫議員が質問をしました。

て活用することで、まちの魅

45.8

で一般質問が行われ、古谷一

力や利便性の高いまちづくり

69.3

第７回定例会（9 月15 日）

を進めたい。
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53.7

議会通信
Town Council

一般質問
議会広報特別委員会

☎ 25-2188

一般質問
議会通信

チョイス﹂の両方のサイトで

質問 ﹁さとふる﹂、﹁ふるさと
ウム灯などの防犯灯が多かっ

質問

︻道路防犯灯︼

すぐ使えるような形をとって

有化を図り、いざという時に

配備を受ける側とで意識の共

答弁
リットルのタンクが整備され

舎暖房灯油と共有でき、１万

答弁

来年２月完成予定で庁

焼酎２本組が受付期間外にな
たが、移設工事に伴って全て
いきたい。
である。

採計画について。

質問

る計画である。

体験住宅について何件

用後に清里に移住された方は

カードの会員数もかな

円。

現年度課税分は実人員
名、 万３千

共有を図りながら徴収事務に
当たる。

９月定例会で

件の意見書
が原案どおり可決され、国に
提出いたしました。
▼新型コロナウイルス感染症
の影響に伴う地方財政の急激
な悪化に対し地方税財源の確
保を求める意見書について
▼国土強靱化に資する道路の
整備等に関する意見書について

▼種苗法改正案の慎重な審議
を求める意見書について

20
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発電機を配備した側と

っている。昨年同様、今年も
ＬＥＤ化されたのか。

︻町有林管理費︼

が作成されて町民に配布もさ
答弁

町内における防犯灯は
︻洪水ハザードマップ︼

従来は蛍光灯やナトリ

チェックが適切に行われてい
答弁

時間は発電機を回せるもの

ないのでは。

すべて、ＬＥＤ化が完了して

れた。周知活動はどのように
終処分場の周辺の木を伐採す

在庫がないものについ

答弁
質問

︻自治振興費︼
行っているか。

青葉地区のカラマツ伐

いる。

質問 ﹁まちづくり住民大会﹂
答弁

立派なハザードマップ

て完全に削除はせず取り扱い

がなくなるなど、地域課題を
に町広報でもお知らせした。
︻清里町移住定住促進補助事業︼

一般会計

商品を表示する目的で残して
いる部分もあるが、町として

共有しながら、共生・共創型
札弦、緑、清里の３ヵ所で説
質問

昨年度に引き続き、最

サイト管理、チェック体制を

の地域社会、自治会を作って
明会をやる予定をしていたが、

の利用があったか。体験後、

らしは令和元年度の実績が

ハザードマップ作成後

改めていく。

いく営みがかなり衰退してい
コロナの影響で開催できずに

︻ふるさと寄附金︼
寄附をされる方の内訳

質問
組で 名であった。昨年度、

移住体験のちょっと暮

町民の方と共通認識を持つ場
で行ったか。
実際に移住に繋がった方はい

︻釧網本線利用促進︼
質問
は必要である。町民の活動を
答弁

後も今の流れを変えずにやっ

小型モビリティ、アイロード
きちんと支援できる形を積極

ないが、過去に体験住宅を利

WiFi 整備は何ヵ所

令和元年度の金額の実
の利用実績は。導入当初は説
札弦センター、緑センター、
保健センターの５ヵ所のエリ
いる。

緑の湯に配備した電動

万５千円で、ふる
的に進めていきたい。

ていく予定か。
績は１千
明があったがその後の説明が
アで使える配備である。

︻清里高校支援事業︼

答弁
さと会に加入されている方や
ない。今年度の予定は。
質問
︻総合庁舎発電機設計︼

役場庁舎、町民会館、

斜里岳ロードレース大会に参
弱であった。今年度も連携し
事業所や各施設で咄嗟の事態
質問

昨年の利用件数は

附いただいている。前年度と
ながら行いたいということで
質問

進、通学バス運行補助を計画

︻防災対策費︼

答弁

万円程増
に対応できるよう、毎年１度
る発電機は国が求める非常用

発電機を設置している

比べて寄附金額が
進めていたが、企業側からオ
は発電機を使用するような形

と実績を比較すると、大きく

特色ある学校づくり推

えており、今後も現状をベー
リンピックの予定があったこ
電源の備蓄時間 時間分をク

減額となっているのはなぜか。

答弁

リアできるものなのか。

︻きよさとポイントカード︼
質問

文房具の１つのような認識で、
︻国民健康保険税︼

きたい。

答弁
質問
は賃貸や売買など有効に活用

児童がタブレット上で回答を

質問

より実行できなかった。

進事業は毎年同じ事業をやる
過する﹁きよポンカード﹂に
されているか。町内には沢山

して全員の回答を先生がタブ

数は。収納率をあげる努力を

考え方について。

のではなく、その都度高校側
対する評価は。
の空き家があるので今後もリ

レットで確認しながら授業を

していただきたい。

︻空き家対策︼

が選択をして実施しているも
答弁
フォームや家具の片付けなど

行うことも可能である。
パソコンについてはワード

タブレットはいわゆる

ので一定の予算の中で実施し
り増え、町内消費を図る地元

のＰＲも積極的に行っていた

空き家のリフォーム後

ていただいている。通学バス
通貨として、町内消費の拡充
だきたい。

やエクセル、インターネット

リフォーム後は有効に

737

意見書提出

名、

名、
万１千 円である。収納対

滞納繰越分は、実人員

153

策チームをつくり今後も情報

248

スタートして１年が経

については運行の日数、吹雪
が図られていると考えている。

答弁

接続などコンピューターを学

国民健康保険税の未納

などで休校となっていること
商工会とも連携しながらさら

活用されている。清里町全体

︻神の子池整備︼

以前に比べて観光客が

公園や緑地の管理が行

春先の使用開始時期に

態は。

20

答弁

があり運行日数実績による差
に事業展開できるよう進めて

ぶための使い方に特化してい

質問
質問

いきたい。

はあるが、今年度は対象者の
状況について。

︻公園管理︼

︻高齢者等暖房費支援事業︼

皆さんに、しっかり支給され
答弁

質問

しながら空き家対策を行って

るよう努力していただきたい。

増えたことにより、利便性も

き届いていないのでは。点検

申請制度ということで

答弁

考えてトイレや駐車場、園地

や補修修繕の 取り組み実態は︒

いきたい。

法上の個人情報保護の観点か

も含めて整備が必要と考え協

答弁

神の子池の整備の進捗

ら、あくまでも申請主義とな

議を進めてきた。その中で課

点検を行い、また終了時に点

だいた把握ができていない部

答弁

名、休憩室

15

423

3

申請者数は増えた。税

ることをご理解いただきたい。

題が多く出てきたため測量し

検している。草刈りは地元事
︻町民活動施設使用料︼

歳入
た用地も含め全体的な構想に

業者かシルバーセンターに委

質問

︻ケアハウスきよさと︼

ついてもう少し考えていかな

託をしているが、ご指摘いた

ケアハウスの低所得者

質問

ければならない状況にある。

７千円︑５千円︑３千

分について改めて点検をして

の利用数は、手工芸室 名、

昨年度の町民活動施設
いく。

町民活動施設の利用実

入居者支援事業の支援数は。
答弁

円と区分が分かれており９名
の方が支援を受けている︒

︻小学校教材等整備事業費︼

室内遊技場

名、農畜産加工室

パソコンとタブレット

名、研究室
質問

名であった。

463

である。

に空き家が増えている実態は

くと考える。

特別会計

今年度予算で整備され

スに進めていく予定である。
を行政として企画していただ

16

把握している。ご意見を参酌

20

56

と、また新型コロナの流行に

400

件

加された方などを含めてご寄

具体的な案は出ていな

るが、今後の具体的な取り組

審査期日
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清里町に興味を持って住んで

昇

至っている。

池下

みを検討しているのか。

副委員長

質問

忠之

みたいとの意見はあったか。

伊藤

答弁

委員長

は。また、返礼については今

決算審査特別委員会

答弁

9 月16 日

いが、地域課題を共有する場、 ︻防災 WiFi︼
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加盟して丸４年が経つ

日本で最も美しい村連合
議員
道内連携町村を中心と

が、成果は現れたのか。
町長
した研修会、ふるさとＰＲス
テージ、東京の北海道物産、
加盟地域やサポーター企業と
情報交換など清里の認知度向

上に向け取組みを進めた。特

に北海道連携会議において一
町村で行い、昨年は清里

昨年からスタンプラリーを加

盟

町が当番町として事業を展開

宅地としての整備や若者の定

毎年繰入れが６千万、７千万

名以上の方が清里町を
になっても継続させるのか。

らエアコンの設置が可能な状

定３戸分について、はじめか

議員

あったが清里の特産品、誇り

町長

議員
これまで幾多の苦難が

焼酎事業の構想は。

民は納得できるのか。町長の

資金に約３億円というのは町

議員

る限り修繕が可能なものは修

衛生面、安全面は最大

も継続をしていきたい。

22
広報きよさと

し、
住用の用地にするなどの対応
町長

公営住宅エアコン設置
が考えられる。今後の整備計
影響でほとんどの飲食店が営

連合に対する町民の認

訪れた。
議員
画や第６次総合計画の中で整
業を停止し清里町の焼酎だけ
であり次の手を考えなくては

でなく他の酒類も厳しい状況

新型コロナウイルスの

設置を希望する方には設置可
理し前向きに進める。

公営住宅、特公賃に町

公営住宅にエアコンの

議員
能な整備をしてはどうか。
町長

焼酎事業について

識は薄い。加盟後の具体的な
交流人口の推移は。
でエアコンの整備はしていな

広報にて町の取組みや

町長
人３千円のプレ

ミアム焼酎券を交付し、改め

ならない。

で設置をして退去の際に壁に
て町の特産品としてのイメー

い。設置希望者には、ご自身

しているので一定程度の認識
開けた穴など現状修復をして

連合の事業概要について報告
はしていただいていると思
ジを町民に再確認してもらう

万人以上

万人、 年

もらうことを前提に相談のう

年は
ための事業展開である。大幅

万人、以降も

う。平成
え対応している。

は
全体として関係人口や交流人

態にしたら良いのでは。
となる製品になり今日を迎え
将来展望は。

な予算の見直しを含めて次へ

口は増加していると捉える。

町長
ている。長い歴史をかけて積
町長

の方が清里町を訪れている。

議員
建物や配線などへ影響を及ぼ
み上げてきた実績であり、収
に気をつけ安全を確保した上

えて欲しい。
徐々に地域振興、活性

のステップにしたい。

連合に加盟したことをもっと
す可能性があるため入居者と
支が合わないだけで切り捨て
で少しでも施設の寿命を延ば

ひまわり団地の建設予

利用した方が良い。交流人口
相談のうえで設置場所を選定
はしない。町民が育ててきた

す方向を模索し、当面はでき

今後の焼酎事業の整備

が目に見えて増える方策を考
する。今後も同じように対応
誇りに思う特産品として今後

清里町の PR のため、

町長
していきたい。

設置場所については、

化している。連合への加盟が
１つのきっかけとなり移住に

修となる場合は補助事業や財

繕する方向でいく。大規模改
議員

源措置のある起債などを十分

公営住宅跡地について
議員
余りに大きくなるとそうはい

に活用しながら効率的に進め

議員

繋がる事業を展開したい。
して整地になっているが跡地
かないのでは。今回の町民１

たい。

収支が合わない金額が

に対する考えは。
人に対し３千円の購入券配布

古い公営住宅を取り壊

町長
は、町がお金を出して焼酎を

までも地域で安全安心に暮ら
援員を配置して買い物の付き

基本的に長寿命化計画

に沿って建替用地、不用地の
買っているのと同じである。

すための対策が急がれる。地
添いや週に２回程度病院に連

議会活動報告

処理を行う。不用地は分譲住

域交通、自治会活動機能、医
れていくなど、地域の方々に

札弦と緑地区に地域支

療、福祉、介護など地域包括

◀宇遠別川

札弦クリーンセンター▲▶

対して色々な役割を果たすの

高齢者が大きな不安を感じて

ンターの現地調査を行いました。

的な高齢者対策をどう考える

議員

いる。その不安を解消するた

10 月 16 日（金）に宇遠別川地区と札弦クリーンセ

はどうか。地域活性化より人

く今ある商店もいつまで続け

めに見守りや相談の目的で２

産業福祉常任委員会

か、生活機能の向上を第一に

ていけるかわからない。地域

名の職員を臨時的に採用し高

ついてを協議、その他情報交換を行いました。

と人とのつながりを大事にす

議員
の足がいかに大事か、商店が

齢者のお宅を定期的に訪問す

る状況と対応について③敬老会の開催状況と記念品に

考えなければならない。高齢

校の跡地活用について、今後
無くなった時どうなるのか。

る事業を始めた。地域の方々

光岳小学校は、４自治

①選挙公営について②新型コロナウイルスの影響によ

る支援の方が地域を守る糧と
なると思うが。

も地域住民からの要望がない
地域の商店がなくならないよ

が生活維持機能を維持するた
ばしっかりと検討していく。

斜里町、小清水町、清里町の議会から 15 名が参加し、

化率の現状を認識し対応策の
検討を加えていきたい。

町長

うに行政が応援をする方法も

今年はコロナの影響で

会の役員の方を中心に今まで
あるのでは。

町長

話し合いをしてきた。コロナ
町長

緑地区も高齢化率が高

の影響で今は中断しているが

マッチした地域であり温泉付

場合はどう考えているか。

落ち着いた段階で再開する。

き分譲地ということで移住さ

めに新しい体制が必要となれ

時間に余裕はなく早い段階で

れる方もかなり多く、そこで
起業された方へ支援をしてき

緑地区は自然と本当に

構想を示せるよう検討を加え
る。

た経過もある。
品が買えるお店が、仮に畳む

また、緑地区で唯一、日用

非常に高い。活性化というよ

ということになれば無店舗地

札弦地区の高齢化率が

り日常の生活維持をどうする

区となり大変な事態である。

議員

かが先決である。今後の展望

町としては地域を守るための
施設として考えていかなけれ

は。
町長

里郡３町議会連絡会議」を開催しました。

します。

ばならない。

10 月 2 日（金）に役場 3 階各種委員会室において「斜

内容を要約して掲載

緑町、札弦町の活性化

29

が質問をしました。

緑町小学校や光岳小学

38
42

28

が行われ、池下議員

札弦地区は高齢化が一

1

500

45
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番進んでいる。高齢者がいつ

斜里郡３町議会連絡会議

議員
昇

9 月 18 日（ 金 ）
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