清里町長

橋

ここに︑ 平成

平成

場

博

年 度の町政執 行に

年 度を振り 返ってみま すと︑

きたところ でありま す︒

誇れるまち づくり﹂ にむけ努力 して

まちづくり ﹂と﹁住 んでいる人 々が

を町政の基 本方針と し︑﹁安心安 全な

豊かなふるさと みんなの力で
﹁住民参加﹂
と﹁協働﹂
のまちづくり

この一年 間︑

こととなり ました︒

き４期目の 町政を担 わせていた だく

心温まるご 支援をい ただき︑引 き続

方選挙にお きまして ︑町民皆さ んの

さて︑私 は昨年実 施された統 一地

はじめに

いと存じま す︒

さんのご理 解とご協 力をいただ きた

対する私の 所信を申 し上げ︑町 民皆

20

況で終える ことがで きました︒

者のご努力 によりま して︑良好 な状

が︑収量的 には農業 者ならびに 関係

への動きな ど心配な 面がありま した

ＰＡ交渉な どの国際 的な貿易枠 組み

定化対策﹂ への移行 や︑ＷＴＯ ︑Ｅ

といわれる 新しい制 度︑﹁経営所 得安

農業におき ましては ︑農政の大 改革

19
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豊かなふるさと、みんなの力で
「住民参加」と「協働」のまちづくり

町政執行方針

ま た︑商工 業関係 では︑全 国
的に は景気回 復基調と いわれ る
なか ︑低迷す る北海道 経済の 影
響も あり厳し い環境の なかで 経

さ らに︑国 の地

いま す︒

う したなか︑ 町民の皆 さんと

取り まとめ ﹂が昨

員会 の﹁中間 的な

方分 権改革推 進委

と もに進めて おります ﹁花と

全ての町民が﹁参加と協働の
まちづくりの担い手﹂として

こ

上博由さ んが小麦生 産技術で 内閣総

林水産祭 ﹂農産の部 で︑神威 西の三

また︑ 農林水産省 が主催す る﹁農

につ いて︑第 ２次

と地 方の役割 分担

治体 のあり方 や国

ら︑ 今後︑基 礎自

分権 改革に向 けて

理大臣賞 を受賞され ておりま す︒
月に は︑総務 省主催

の論 議がさらに 本格化す ることが予

加えて 昨年

による北 海道地区の ﹁総務大 臣くる

こうした なか︑今 年４月から

歳

療制度が︑ 都道府県 を単位とし て新

以上の方を 対象とし た後期高齢 者医

ま た︑地方財 政健全化 法制定にと

想さ れます︒

たに開始さ れるとと もに︑医療 費抑

周年式典 ﹂

もな う財政健全 化と再生 に関する４

月の﹁地方自 治法施行

におきま しては︑地 方自治施 策や住

まざ対話 ﹂が清里町 で開催さ れ︑翌

謝申 し上げま すとともに ︑この事 業

制と予防を 目的とし た

歳

つの 新たな基準 が昨年末 に示されま

歳から

民と行政 の協働の取 り組みが 評価さ

までの方を 対象とし た特定健康 診査

と保健指導 が︑医療 保険者に義 務づ
これら は︑住民団 体や町民 の皆さ

基準 も下回る状 況にあり 特に心配は

が︑ 清里町にお きまして はいずれの

こうした 新たな地 方分権や制 度改
んの長年 にわたって の活動や 研究努

あり ませんが︑ 今後は国 からのより

感じること のできる まちづくり を実

けられたと ころであ ります︒

力が認め られたもの であり︑ 大変名

一層 厳しい財政 規律が全 自治体に求

民参加と協 働のまち づくり﹂の 先頭

の最終年度 となりま すが︑私は ﹁住

また︑今年 度は﹁清里町 自立計画 ﹂

うことが必 要とされ ます︒

地域社会の 実現に主 体的に役割 を担

自らの創意 と努力に より︑活力 ある

協働のまち づくりの 担い手﹂と して︑

てよかった ︑暮らし てよかった ﹂と

革の変化の なかで︑ 真に﹁住ん でい
誉なこと であるとと もに︑さ らに新

口減少を ともなっ た超少子高

現するには ︑全ての 町民が﹁参 加と

年度 決算から法 的に適用 となります

こ の基準につ きまして は︑平成

の効 果が今後 の農業振興 に大きな 役

して総務 大臣表彰を 受賞いた してお

した ︒

ます ︒

れ︑道内 受賞団体４ 自治体の 一つと

20

めら れることが 予想され ております ︒
輪が大き く拡がり持 続される ことを

齢化社会 に入った といわれて

いる 今日︑これ を支える 国の年金制

人
さて︑ 地方自治体 の行財政 を取り

度や 医療福祉へ の信頼が 大きく揺ら

願ってお ります︒
まく現在 の状況であ りますが ︑市町

ぐ一 方︑基礎自 治体であ る市町村が

担う 役割と財政 負担が急 速に増して
おり ます︒

2
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過し た一年と なりました ︒

とと もに︑第

年度事業 につきま し

次

月に示さ れる

主催の﹁ 第１回みど りの式典 ﹂にお

の地 方制度調 査会

年

に全 焼した合 板工場では ︑現在︑ 再
きまして 最高賞であ る内閣総 理大臣

も発 足したこ とか

緑と交流 のまちづく り事業﹂ が政府

建工 事が急ピ ッチですす められて い
賞を受賞 いたしまし た︒

特 に林産業 関係では︑ 昨年８月 末

ると お聞きし ており︑一 日も早い 操
の平成

業の 全面再開 を願ってお ります︒

町
ては︑ 計画してお りました 各

年 を要した 国

種事 業を全て 予定どおり 進めるこ と
がで きました ︒
特 に︑着工 から約

29

年３月
あっ た市町村 の数が︑

村合併に つきまして は平成

11

になろう として
788

に全国に ３千

本年７月 末には千

232

２００８．４

11

割を 果すよう 期待すると ころであ り

営畑 総事業が 完了したと ころであ り︑

75

74

60

30

関係 者の皆さ んのご支援 ご協力に 感

10

しいまち づくりの活 力として ︑その

ります︒

40

11

19

に立 ち︑自立 のまちづく りの推進 に

事業につ きましては ︑前年度 比３％

畑総事業の 負担金に つきまして は︑

また︑昨 年完了い たしました 国営

年度にお いて

の削減が 引き続き行 われるこ ととな

受益者負担 分は平成

年 度を

負担分につ きまして も平成

全額繰上償 還をいた しますが︑ 行政

って は︑こうし た地方財 政政策

もって繰上 償還によ り完済して まい

年度の 町政執行 にあた

の新 たな変化や 第２期行 財政改

ります︒

平成

って おります︒

全力 を傾注す る決意であ ります︒

安定した財政運営と各種の計
画・事業の着実な推進へ
革に 的確に対応 し︑安定 した財

なお︑町 営牧場に つきまして は︑

年 度予算編 成
政運営を 堅持すると ともに︑ 清里町

場に集約し てまいり ますが︑今 後と

の基本 方針におき ましては ︑

自立計画 ﹂を 基本に︑
﹁住民参 加と協

も農業経営 の安定化 と自立のた め︑

入牧頭数の 減少によ り関係団体 との

なく ︑引き続 き最大限の 削減を行 う

働のまち づくり﹂を 着実に推 進して

協議の結果 ︑今年度 より江南町 営牧

とと もに︑希 望と安心の 国の実現 の

農業基盤の 計画的な 整備や農業 振興

そ のため︑ 従来の歳出 改革路線 を

だいてい る５つの目 標に沿い ︑平成

それで は︑私の公 約とさせ ていた

的な 穀物市場の 高騰や食 料供給状況

に林 産業の振 興でありま すが︑

信頼 への揺らぎ など︑農 業を取りま

再建につき ましては ︑町民皆さ んの

昨年 の合板工 場の火災に よる

しあげま す︒

ご理解をい ただき︑ いち早く緊 急支

すが︑今年 度につき ましても安 定的

く国 内外の動向 は激しく 変動してお

こ うしたなか ︑懸案事 項でありま

な雇用の確 保や流通 対策につい て支

援対策を講 じてきた ところであ りま

した ＪＡ清里町 の穀類乾 燥調製施設

援を継続し てまいり ます︒

りま す︒
業 につきまし ては︑担 い手育

が国 の直接採択 事業によ り増設工事

まず︑第１ は
﹁ 活力 ある産
業の振 興﹂です ︒

次

体と連携し 推進して まいります ︒

に向けた各 種施策を ︑関係機関 ・団

まいりま す︒

堅持 ・強化す るとともに ︑公共事 業

の変 化︑さらに は食の安 全に対する

のス リム化・ 効率化︑総 人件費の 抑
制︑ 特別会計 改革︑資産 債務改革 等
地 方財政の 安定的な運 営に必要 な

に取 り組むと しておりま す︒
地方 交付税に つきまして は︑国税 収

年
安定対策 ﹂
が︑一年を 待たずし て様々

度より導 入された﹁ 品目横断 的経営

基 盤整備事業 につきま しては︑昨

果が 期待される ところで あります︒

類の 生産性の向 上と振興 に大きな効

が完 成いたしま したので ︑今後の麦

成 と所得補償 を柱に平 成

する ため︑特 別会計借入 金の償還 を

な問題点 が指摘され ︑
﹁ 水田・畑作経

農

繰り 延べする とともに臨 時財政対 策

営所得安 定対策﹂と 制度の名 称を変

産地振興 対策の追加 などの制 度変更

認定農業 者の弾力化 ︑小麦・ てん菜

えるとと もに︑面積 要件の見 直しや

国に 要望してお りました ウエンベツ

整備 事業による 土地改良 事業に加え ︑

年度 に着手しま した道営 畑地帯総合

りま す︒
ま た︑
﹁地 方と都市 の共生﹂の考 え

が行われ ております ︒

油価格の 値上がりか ら派生し た世界

Ａ交渉に 加え︑地球 温暖化対 策や原

また︑ ＷＴＯ農業 交渉や日 豪ＥＰ

を実 施してまい ります︒

ので ︑今年度よ り５ヵ年 計画で事業

整備 事業として 新規採択 されました

川改 修事業が国 営造成土 地改良施設

のも と︑地方 税の偏在是 正により 生

した ︒

の特 別枠が設 けられるこ とになり ま

じる 財源を活 用し
﹁ 地域再生 対策費﹂

では 平成

年 度以来の増 となって お

入の 伸びの鈍 化による影 響を穴埋 め

20

債の 発行での 補填措置を 行い︑総 額

19

費の 削減︑義 務的経費の 抑制︑行 政

年度の 重点施策に ついてご 説明申

とし ておりま す︒

ため 予算の重 点化・効率 化を行う ﹂

のまちづ くりの基本 指針であ ります

20

﹁第４ 次清里町 総合計画 ﹂と﹁ 清里町

て︑国 の平成

19

てき た歳出改 革の努力を 緩めるこ と

さ

20

﹁歳出全般 にわたっ て︑
こ れまで行 っ

20

な お︑投資 的経費のう ち地方単 独
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商 業振興に つきまして は︑低迷 す
る北 海道経済 や消費行動 の変化に よ
る需 要の落ち 込みを反映 し︑一段 と
厳し い環境が 続いており ます︒

な支援を 行ってまい ります︒

う︑関係 機関と連携 しながら 継続的
おり ます︒

影響 し︑売り上 げが大き く低下して

観光 入り込み客 の大幅な 減少などが

業のあり方 を総合的 に見直し︑ 的確

来の健診手 法や内容 と健康づく り事

く重点が移 ることに なりますが ︑従

に 観光振興で あります が︑清

な制度運用 を行うと ともに保健 ・福

歳以上 のす

いよ いよ本年 ４月より﹁ 老人

療保 険制度に つきまして は︑

くり事業を 継続推進 してまいり ます︒

今 年度につき ましては ︑新たな販

込み 等を行い経 営の安定 化に努めて

里 町は恵まれ た自然や 農村景

次
まい ります︒

祉・教育が 連携した 総合的な健 康づ

酎工場や 斜里岳山小 屋︑オー トキャ

売戦 略を構築す るととも に商品の絞

ンプ場︑ パークゴル フ場など が計画

観︑さら には特色あ る温泉施 設︑焼

流出 防止とサ ービスの向 上による 地

医

保健制度﹂ にかわり ︑

いても新た に特別会 計を設ける とと

医療制度﹂ が開始さ れます︒町 にお

た江南パ ークゴルフ 場につき まして

なお︑ 現在まで仮 オープン してき

により新た な制度負 担が求めら れる

しては︑後 期高齢者 医療制度の 創設

安定したサ ービスを 提供するた めに

順調に推移 しており ますが︑継 続・

4
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こ うしたな か昨年度︑ 購買の町 外
域商 業の振興 策として︑ 商工会の ポ
的に整備 されており ます︒
そうし たなか︑﹁パ パスラン ドさっ

イン トカード システム導 入事業に 対
して 助成を行 ったところ でありま す︒
﹁道の 駅﹂として指定 を受けま したの

もに広域連 合と密に 連携し︑円 滑な

べての方を 対象とし た﹁後期高 齢者

で︑新た な地域振興 の拠点と しての

番目 の

運営 が開始さ れますが︑ 多くの町 民

活用をは かるととも に︑施設 の改修

つ る﹂ が 昨 年︑北 海 道 で

の皆 さんの利 用による事 業効果を 期

い よいよ今 年度から本 格的な事 業

待い たしてお ります︒
ま た︑近年 ︑地域資源 を活用し た
出に 向け︑商 工会・観光 協会が中 心

とともに︑ ここ数年 の医療給付 費の

また︑国 民健康保 険事業につ きま

とな り積極的 な研究・開 発が進め ら

も整備が 完了いたし ましたの で︑本

特産 品やコミ ュニティビ ジネスの 創

れて おります が︑事業化 と地域振 興

護保 険制度に つきまして は︑

の改定を実 施してま いります︒

益割をはじ めとする 料率と限度 額等

する新たな 軽減措置 ならびに応 能応

の全面改正 を行い︑ 低所得者層 に対

たので︑今 回︑国民 健康保険税 条例

増加により 見直しが 必要となり まし
と 緑と 交流の まち づく り事
業 ﹂が町民参 加により 着実な

まで﹁老 人保健法 ﹂にもとづ

健事業に つきまし ては︑これ

格的な営 業を開始し てまいり ます︒

﹁花

広がりを みせており ますが︑ 今年度︑
全道各地 で開催され る花と緑 につつ
まれた庭 園の島づく りに向け た道民
運動﹁ガ ーデンアイ ランド北 海道２

に市 町村が住民 健診を実 施してきま

在宅 ならびに 施設サービ スが

した が︑本年４ 月からは ﹁高齢者の

は福祉医療 従事者の 確保が必要 であ

介

医療 の確保に関 する法律 ﹂にもとづ

り︑人材確 保に対す る支援制度 を新

き疾 病の早期発 見・早期 治療を目的
これら 多様で特色 ある清里 町の地

歳までの 方に﹁特定

００８﹂ のオホーツ ク地域の 中心会

域資源を 積極的に活 用し︑体 験・滞

き︑

歳から

在型の観 光による交 流人口の 拡大や

たに設ける など︑今 後も医療や 介護

また︑今 年度︑制 度改正によ り在

進を図って まいりま す︒

健康 診査と保健 指導﹂を 行うことが

﹁ 病気を予 防するた めの健診﹂に大き

﹁病気を 見つける ための健診 ﹂
から

新たな清 里町の魅力 発信を関 係団体

の 焼酎ブーム が去ると ともに

酎 事業につき ましては ︑一時

福祉施設と の連携を 密にし事業 の推

焼

医療 保険者の義 務となり ました︒

74
と連携し 推進してま いります ︒

40

場が清里 町となりま す︒

保

に結 びついた かたちで展 開される よ

をすすめ てまいりま す︒

制度の運用 に努めて まいります ︒

第２ は︑﹁ 子ども やおと し
より 等が 元気に 暮らせ る
まち づく り﹂で す︒

75

や機能の 強化につい て具体的 な検討

101

充な どにより 効果的な介 護予防に 努

支援 体制の充 実と地域支 援事業の 拡

セン ターに完 全移行いた しますの で︑

ことから ︑子どもた ちの適性 に応じ

方︑保育 への需要が 多様化し ている

よる入所 園児の減少 が懸念さ れる一

保育所 につきまし ては︑少 子化に

自然環境や 快適な生 活環境︑美 しい

ざる努力と 取り組み により︑豊 かな

ては町民皆 さんの長 年にわたる 弛ま

こうした なか︑清 里町におき まし

﹁環境 ﹂が主要な テーマと なります ︒

はじめとし た﹁地球 温暖化対策 ﹂と

め︑ 高齢者の 方々の自立 に向けた 総
た保育内 容と体制の 充実をは かると

景観が保全 ・創出さ れておりま す︒

の軽減を 図ってまい ります︒

合的 な支援を 推進してま いります ︒
ともに︑ 季節保育所 開設の支 援を継

宅介 護支援セ ンターが地 域包括支 援

点事業 であります ﹁子育て 支

年 には﹁環境 基本

続して行 ってまいり ます︒

の満 ３歳児か らの保育料 免除と補 助

の実 施︑専門 員の配置︑ 第３子以 降

育て 支援セン ターの設置 や学童保 育

関係なく 広くサービ スが受け られる

が事業主 体となり︑ 障がいの 種別に

害者自立 支援法の施 行により 市町村

障がい 者福祉につ きまして は︑障

図っ てまいりま すが︑交 通・防犯対

を守 るため消防 ・救急業 務の充実を

ます︒

までの２ヵ 年事業と して実施い たし

終処分場の 増設事業 を︑平成

より狭隘と なりまし た一般廃棄 物最

推進してい るところ ですが︑今 年度

ない循環型 社会の創 造に向け事 業を

条例﹂を制 定し︑環 境への負荷 の少

すでに︑ 平成

援対策 ﹂につきま しては︑ 子

制度 に加え︑ 新たに母子 保健事業 の

ようにな っておりま すが︑地 域や施

策に つきまして も︑関係機関や 家庭・

重

観点 から妊婦 健康診査の 公費負担 回

設におい て安心して 生活する ことが

学校 ・地域等と 連携し着 実に各施策

年７月︑ 北海道を 舞台に世界

の先進国 首脳が集 う︑﹁北海道

世 界中から注 目を浴び る今回のサ

年度

数を ２回から ７回に拡大 してまい り

できると ともに︑積 極的な社 会参加

を推 進してまい ります︒

が行える よう自立支 援に向け た福祉

ま た︑現行 の乳幼児医 療費助成 制

サービス の提供を行 ってまい ります︒

支援 や住民参加 型の防災 訓練の実施 ︑

な お︑防災対 策につき ましては︑

防災 備品の整備 を継続的 に推進する

齢 者福祉につ きまして は︑豊

んが住み なれた地域 で安心し て暮ら

自治 会を中心と した自主 防災活動の

すととも に︑健康を 保持し生 きがい

とと もに︑市街 地域の道 路冠水被害

富 な経験と知 識をもっ た皆さ

づくりに つながる社 会参加が 多くの

を防 止するため の道路排 水整備を実

高

ます ︒
度を 小学６年 生まで拡充 し︑入・ 通
院と もに自己 負担分の全 額助成を 行
い︑ さらに子 育て世代の 経済的負 担

場面で確 保できるよ う︑自治 会や社

施し てまいりま す︒

本

第３ は︑
﹁美 しい景 観︑快
適な 生活 環境の 整備﹂ で
あり ます ︒

会福祉協 議会などと 連携し推 進して
まいりま す︒
また︑ 高齢者の皆 さんにあ っても︑
自ら積極 的な健康保 持を行っ ていく
ことがま すます重要 となって まいり
ますので ︑今後もパ ークゴル フ場や
温泉等の 施設活用の 促進や健 康づく
り講座︑ 相談体制な どの充実 などに
活 面の安全対 策につき まして

ミッ トは︑二酸 化炭素の 排出削減を

洞爺 湖サミット ﹂が開催 されます︒
は ︑町民の貴 重な財産 と生命

努めてま いります︒

生

化をより一 層推進す るため︑容 器包

また︑ご みの減量 化・リサイ クル

21

装リサイク ル法によ る
﹁そ の他紙類 ﹂

の収集を実 施してま いります︒
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町政執行方針

清 里町は︑ 平成

年６ 月１日に 北

したが って︑新年 度中にそ の方向

手し ︑本年度は 単身者向 けの特公賃

新た に旧営林署 跡地の団 地建設に着

にも とづき整備 を進めて おりますが ︑

性の検討 や必要な調 査を実施 すると

住宅 １棟６戸を 建設して まいります ︒

おります ︒

ともに︑ 特別会計と しての健 全運営

な修 繕工事を計 画的に進 めてまいり

良好 な住環境を 維持する ため︑必要

ま た︑既存住 宅につき ましても︑

生活と 産業の基盤 となりま す道路

学 校教育にお きまして は︑少子化

りますが︑ 人づくり 事業や子育 て支

ヵ年計画の 中間年を 迎えること とな

第６次清里 町社会教 育中期計画 が５

また︑社 会教育に つきまして は︑

まいります ︒

につきま しては︑摩 周湖斜里 線の工

の影 響により児 童数の急 激な減少が

援︑健康づ くり︑文 化・スポー ツ活

いた だき︑町 民意見提出 手続き︑ さ

は︑ 町民の皆さ んのご理 解とご支援

ま た︑清里高 等学校に つきまして

平

成

年度を初 年度として ５ヵ

年計 画で推進 してまいり まし

た﹁清里町 自立計画 ﹂は今年︑ 最終

この間︑ 住民参加 と協働を基 本に

年度となり ます︒

行財政改革 やまちづ くり重点事 業に

6

広報きよさと
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に引き続 き努めてま いります ︒
整備事業 につきまし ては︑大 型車両

ます ︒

新しい時 代を切り 拓く﹁人づ

きく変化 する社会 において︑

第４ は︑﹁ 教育・ 文化・ ス
ポー ツの 振興﹂です ︒

の通行量 の増加等に より補修 を要す
る箇所が 生じており ますので ︑
補助・
交付金事 業および町 単独事業 により
道路８路 線の改良・ 補修を実 施して
また︑ 橋梁の長寿 命化と耐 震対策

まいりま す︒

大

くり ﹂を担う教 育・文化 ・スポーツ

に向け点 検調査を行 い︑﹁橋梁 長寿命
化修繕計 画﹂の策定 を検討し てまい

の振 興は︑今後 のまちづ くりの重要

法に よる﹁景 観行政団体 ﹂となっ て

事が引き 続き実施さ れますが ︑向陽

みら れますが︑ 今後も基 礎学力や生

動の推進に ついて適 切な対応を 行っ

な課 題でありま す︒

いま すが︑昨 年︑公募委 員を含め た

清里停車 場線の早期 着手につ いて要

きる 力を育み︑ 地域社会 を支える義

てまいりま す︒

なお︑ 清里市街地 の道道整 備事業

ります︒

名から なる協議会 での検討 を

務教 育の重要性 を鑑み︑ 時代に対応

町民

請してま いります︒

した 教育環境の 整備と充 実に努めて

３ 月定例町 議会におき まして︑ 関

をい ただきなが ら︑２間 口維持対策

町

営 住宅につき ましては ︑﹁町営

らに は総合開 発審議会な らびに議 会
での 審議をへ て﹁清里町 景観計画 ﹂

係す る﹁清里 町景観条例 ﹂を提案 さ

とし て総合支援 対策事業 を行ってき

まい ります︒

せて いただき ますが︑さ らに町民 参

を策 定いたし ております ︒

加と 協働によ る永続的な 景観の保 全

まし たが︑平成

年度の 入学希望者

と創 出に向け た施策を推 進してま い

につ きましては 昨年度を 大きく下回

り︑ ２間口維持 が困難な 状況となっ

りま す︒
下水道 事業につき ましては ︑

てお ります︒

等の 推移をふま え︑適切 に対応して

今 後︑北海道 の道立高 校配置計画

制度改 正や施設建 設後の期 間

経過 により︑ 新たな整備 や機能強 化

上

20

第 ５ は ︑﹁対 話 と 交 流・
住民参 加と協 働のま ちづ
くり﹂ であり ます︒

住 宅ストック 総合活用 計画﹂

海道 で２番目 となる知事 同意の景 観

18

が必 要とされ る時期が到 来いたし て

16

20

着実 に計画を 推進するこ とができ ま

皆さ んの深い ご理解とご 協力によ り

取り 組んでま いりました が︑町民 の

また︑ 自治会を主 体とした 自律的

サービス の充実に努 めてまい ります︒

し︑行政 事務の効率 的な推進 と町民

より柔軟 で機動的な 組織体制 を整備

グループ 制の導入を 本年４月 に行い︑

医療保険制 度の改正 にともない 新た

また︑特 別会計に おきまして は︑

出科目の見 直しを行 っておりま す︒

や経費の軽 減をはか るため︑予 算歳

あたり︑全 般的な事 務執行の効 率化

に努 めてまい ります︒

よう ︑行財政 改革と重点 事業の推 進

りに 向けた礎 がしっかり と築かれ る

とと もに︑さ らなる自立 のまちづ く

とし て︑総括 的な評価・ 点検を行 う

事業など の新たな取 り組みに ついて

かるとと もに︑地域 の活性化 や協働

講座を通 じた情報の 提供・共 有をは

地域担当 制度の積極 的な運用 や出前

域活動推 進事業﹂に つきまし ては︑

な地域活 動を総合的 に支援す る﹁地

ります︒

所要の一般 会計繰出 しを行って まい

すが︑安定 的な会計 運営の観点 から

入の確保を はかるこ ととしてお りま

なお︑各 特別会計 ともに適切 な歳

の規定によ り設けて おります︒

に﹁後期高 齢者医療 特別会計﹂ を法

今 年度は自 立計画の総 仕上げの 年

した ︒

な お︑役場 の組織機構 につきま し

積極的な 支援を行っ てまいり ます︒
なお︑ 公共施設の 運営管理 につき

地方 交付税につ きまして は︑﹁地方再

ま た︑主たる 一般財源 となります

生じ ︑町税収入 の減が見 込まれます ︒

費が 新たに創設 されるな ど︑総額と

基礎自治体 の在り方 について︑ さら

現在︑地 方自治制 度の主体と なる

おわりに

月の定例会 において 関

係条 例の議決 をいただい ていると こ

ましては ︑住民サー ビスの向 上と管

生と 自立﹂の観 点から地 方再生対策

ては ︑昨年
ろで あります が︑機構改 革ならび に

年度か ら順次︑ 指定管

理の効率 化︑経費の 削減等を はかる
理者制度 の導入を行 ってまい りまし

して は一定の確 保がなさ れることと

ため︑平 成

年 度につき ましては﹁緑

たが︑平成

の繰 上償還に要 する過疎 債と減債基

まちづくり の道筋を 選択し︑町 民一

る今︑私た ちは自ら の責任にお いて

こうした 大きく変 革する時代 にあ

金の 所要額を計 上すると ともに︑全

人ひとりの 幸せを第 一とした﹁ 真の

れておりま す︒

のか︑本質 的な住民 自治の力が 問わ

地方自治﹂ をどの様 に実現して いく

節減や中長 期の展望 にたった健

うなか︑﹁第 ４次清里 町総合計画

組んでまい りますの で︑町民皆 さん

郷土清里町 の実現に 向け全力で 取り

私は今後 も︑﹁参加 と協働のま ちづ

後期 ５ヵ年計画 ﹂と最終 年度となる

画にもとづ く事務事 業や補助金
入 におきまし ては︑昨 年度︑

の一層のご 理解とご 協力をお願 い申

くり﹂を基 本に︑町 民誰もが誇 れる
三 位一体改革 による地 方への

﹁ 清里町自 立計画﹂の着実 な推進を基

しあげ︑町 政執行方 針といたし ます︒

等の見直し と事業の 重点化を行

全財政の堅 持︑さら には自立計

歳 出におきま しては︑ 経常経費の

体的 な抑制を行 ってまい ります︒

つき ましては︑ 国営畑総 事業負担金

ます︒

なる見直し 論議がす すめられて おり

温泉﹂に 制度を導入 してまい ります︒
また︑ 引き続き新 たな導入 につい

年度 の予算編 成の概

ての調整 をすすめて まいりま す︒

次に︑ 平成

最終年度となる自立計画の着
実な推進を基本に

税源移譲 が行われた ところで ありま

本と して編成い たしてお ります︒

な お︑行政基 幹システ ムの更新に

すが︑厳 しい経済環 境に加え 新たな

歳

ま た︑町債な らびに基 金繰入金に

なっ ております ︒

17

20

要につい て申し上げ ます︒

20

農業所得 補償政策に よる制度 影響も
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員会にお いても具体 的な手続 きの改
正が必要 となってお ります︒
中央教 育審議会に おいては ︑国際
的な学習 調査等にお ける我が 国児童

を推 進してまい ります︒

幼 児教 育・学 校教 育の 推 進

児教育に つきまし ては︑私立

あるなど ︑様々な問 題が生じ ている

少子 化対策でも ある第３ 子以降の園
児に 対する保育 料補助お よび幼稚園

りま す支援を継 続実施す るとともに ︑

内各 小学校にも 顕著にあ らわれてま
いり ます︒

数の 減少は︑今 後数年間 において町

ま た︑少子化 にともな う児童生徒

で︑新たに 学校関係 者による評 価委

い︑教育活 動や学校 運営に関し 外部
評価を行う ことが規 定されまし たの

また︑学 校教育法 の改正にと もな

について検 証を行っ てまいりま す︒

この調 査結果につ きまして は︑各

たあ るべき方向 性を議論 する必要性

護者 はもちろん のこと︑ 地域を含め

つい てご報告申 し上げ︑ 各学校や保

境の変化や 生活環境 の変化は著 しい
ものがあり ます︒家 庭でのしつ け︑

また︑児 童生徒を 取りまく教 育環

校づくりを 進めてま いります︒

による学校 運営の改 善︑開かれ た学

年ぶ りに全

国学力・ 学習状況調 査が小学 校６年
生・中学 校３年生を 対象に︑ 算数・

昨 年末には︑ 町内連合 ＰＴＡ懇談

員会の設置 を行い︑ 評価の公表 など

学校にお いて成果や 課題につ いて分

学校生活で の悩みな ど︑子ども たち

や保護者の 総合的な アドバイザ ーと

今 後も︑各学 校のあり 方は基本的

には ︑保護者や 地域の考 え方が重要

して生涯学 習︵子育 て支援︶専 門員

につ いてお話し 申し上げ たところで
あり ます︒
化や教育 環境の変化 に対応し た施策

な要 素であるこ とを前提 として検討

清里町 におきまし ても︑社 会の変
の展開を どう図って いくのか が重要

の配置を行 ってまい ります︒

くり︑健 康で生きが いを持ち ︑生涯

る﹁ 教育効果を 高めるカ リキュラム

学期 制﹂につい て︑初期 の目的であ

校教育に つきして は︑昨年４
月より実 施してお ります﹁２

てまいりま す︒

度は緑町小 学校につ いて整備を 行っ

より順次更 新してお りますが︑ 本年

さらに︑ 児童の体 格の変化に 対応
した児童用 机・椅子 について昨 年度

な課題で あります︒

にわたっ て安心して 暮らせる 町づく

編成 ﹂
﹁的確 な学習評価 ﹂などの成果

そのた めには︑教 育に係わ る機関
が連携し ︑清里町の 将来を担 う人づ

りのため ︑地域に根 ざした教 育活動

学

を行 ってまいり ます︒

析検討し ︑教育指導 等の改善 に活用
を図って まいります ︒

43
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特別号

平成 年度教育行政執行方針
清里町教育委員会
清 里町の教 育行政執行 に関する 主
要な 方針につ いて申し上 げます︒

ことから ︑基礎的︑ 基本的な 知識・
技能の修 得による﹁ 確かな学 力の確

就園 奨励費補助 を引き続 き行ってま

幼稚園運 営に対し て行ってお

立﹂のた め必要な授 業時間数 の確保

いり ます︒

幼

学校 教育法︑ 地方教育行 政の組織 お

をはじめ とする新た な学習指 導要領

生徒の学 力や学習意 欲が低下 傾向に

よび 運営に関 する法律︑ さらには 教

の策定を 進めており ます︒

はじめに

職員 免許法お よび教育公 務員特例 法

また︑ 昨年４月に は

国語の基 礎・応用の 学力調査 と児童

会に おきまして 児童数の 将来推計に

昨 年度は教 育基本法の 改正を受 け︑

のい わゆる教 育３法が改 正され︑ 平
にな りました ︒
教 育行政の 基本理念や 学校にお け

生徒の生 活実態につ いて調査 が行わ

年４月１ 日から施行 されるこ と

る組 織運営体 制の確立が 明記され る

れたとこ ろでありま す︒

成

とと もに︑学 校運営情報 の積極的 提
供が 規定され るなど︑市 町村教育 委

20
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20

﹁地 域根 ざし た教 育活 動の推 進﹂をめざ して

教育行政執行方針

高齢者の 生きがい づくり︑学 習活

活用をはか ってまい ります︒

動を目的に 実施して おります﹁ こと

ま た︑
﹁ たくまし い清里の子 ども﹂

育成 のため︑関係機 関や青少年 団体・

ぶき大学﹂ につきま しては︑学 習内

蒸気管取 替等年次的 な修理・ 修繕を

女性 団体が連携 協力して 実施してお

容の焦点化 等をはか るなど︑高 齢社

里高校 総合支援対 策につき ま

りま す﹁きよさ と子ども 塾﹂や︑一

り継 続実施して まいりま す︒

な解 決を目的と する﹁清里セミ ナー﹂
につ きましても ︑内容の 充実をはか

行ってま いります︒
また︑ 原油価格高 騰による 物資輸

般町 民を対象と し地域課 題の主体的

年 度より交 通
送費への 影響︑国際 的な小麦 ・乳製

しては ︑平成

費や 教科書・ 進路指導対 策などへ の
品等の価 格上昇は︑ 給食食材 に大き

清
年度 の
な影響を およぼして いるとこ ろであ
りますが ︑献立など の工夫に より現

康分 野におけ る今日的課 題で

会に対応し た学習機 会の充実に 努め
てまいりま す︒

支援 を行い︑ 一定の成果 をみてき た

在のとこ ろは給食費 への影響 をおさ

とこ ろであり ますが︑平 成

児 童生徒数 の減少が今 後続いて い

入学 希望者は 前年を大き く下回り ２
間口 維持は困 難な状況に あります ︒

策につきま しては︑ 行政内連携 によ

ある 生活習慣 病や介護予 防対

る総合対策 事業とし て実施し３ 年目

健

きま しては︑派 遣人数に ついては調

を迎えます が︑
﹁ さわやか 健康講座 ﹂

中 ・高校生海 外派遣研 修事業につ

整を 行いますが ︑ニュー ジーランド

年度に 向けて︑

学校・保 護者をふく めた検討 を行う

モト エカでの学 校訪問を 中心に実施

えており ます︒平成
とともに ︑安全で安 心な学校 給食の

くこ とが確実 な状況にお いて︑北 海
道教 育委員会 の示す﹁公 立高等学 校
提供を行 ってまいり ます︒

年度

して まいります ︒

立 したくらし ︑豊かな くらし

改修・修繕 の必要性 が生じてお りま

ての施設が 建設後の 年数経過に より

社会体育 施設につ きましては ︑全

﹁いき いき健康セ ミナー﹂を継続 実施
してまいり ます︒

を 創造する社 会教育の 推進﹂

子育て 支援・健 康づく り

配置 計画﹂や 中学校卒業 予定者・ 保
護者 等の動向 を見極め︑ 平成

学 校給食に つきまして は︑平成 ６

以降 の清里高 校のあり方 や支援対 策
につ いての検 討を行って まいりま す︒

21

年 経過してお りますの で

すが︑年次 的に補修 を行う計画 であ

を基本目 標として︑ 平成

事業につ いてローリ ング作業 を行っ

度が中間 年度であり ますので 施策・

つきまして は︑指定 管理者制度 導入

や町民プー ルなど施 設の管理運 営に

また︑清 里トレー ニングセン ター

の５ヵ年 計画である 第６次社 会教育
中期計画 につきまし ては︑平 成 年

てまいり ますが︑自 立計画重 点事業

地域 づくりを担 う人材育 成事業とし

以上︑教 育行政の 執行にあた って

おわりに

具体的な検 討を行っ てまいりま す︒

を前提とし て︑その あり方につ いて

り︑本年度 は武道館 外壁塗装を 行っ
てまいりま す︒

年 度から

ま た︑町民対 象の海外 派遣研修事
業に つきまして も︑事業 目的である
くり総合 対策事業﹂ などを中 心に生

外 国人英語講 師招へい 事業につき

実施 してまいり ます︒

て︑ 関係機関・ 団体との 連携により
育 て支援につ きまして は︑留
守 家庭児童を 対象とし た学童

年度 の主要な事 業に

モト エカ出身の 新講師を 採用し︑引
き続 き町内各学 校での国 際理解教育 ︑

お願い申し 上げ︑教 育行政執行 方針

ついて申し 上げまし たが︑町民 皆さ
んのご理解 とご協力 を賜ります よう

の所信と平 成
た専門員 の配置など を継続実 施する
とともに ︑子育て・ 家庭教育 や学校︑

英語 教科さらに は一般成 人対象講座

まし ては︑現講 師の退任 にともない ︑

ＰＴＡ等 との連携に よる学習 機会の

保育︑子 育て支援セ ンターと 連携し

子

涯学習の 推進をはか ってまい ります︒

域づくり を担う﹁人 材育成事 業﹂︑
健康で豊 かな生涯を おくる﹁ 健康づ

でありま す﹁子育て 支援事業 ﹂︑地

20
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といたしま す︒

確保を行 ってまいり ます︒
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年に 現給食セ ンターの供 用を開始 し
﹁自
て以 来︑
16
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