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■町政執行所信 

 令和４年第１回清里町議会定例会の開会にあたり、町政執行に対する、

私の基本的な考え方と施策の一端を申し上げ、議員各位並びに町民皆様

のご理解とご協力を賜りたいと存じます。 

 

 令和４年度は、私の３期目の最終年度であり、公約の実現に向けた総

仕上げの年となります。 

 ３期目に掲げた「みんなで創る、明日のきよさと」、幸せが実感できる

まちづくりのスローガンのもと、住民参加と協働・協創のまちづくりを

基本に、農林商工業の振興、生活・社会基盤の整備、子育て環境の充実、

豊かな学習活動の推進、健康づくりなど、清里町の将来につながる施策

の推進に全力で取組んでまいりました。 

 

 しかしながら、一昨年発生した、新型コロナウイルス感染症は世界中

に広がり、生活や経済を停滞させ、人や社会の価値観までも変える甚大

な影響をもたらしております。 

国内においても緊急事態宣言やまん延防止等重点措置が発令され、飲

食・観光・宿泊業を中心に、経済的に大きな影響を受けております。 

こうした状況を踏まえ、本町においては、感染拡大防止はもとより、
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雇用や経済を守るために、国や北海道の支援に加え、町独自の様々な対

策を持続的に講じて参りました。 

また、３回目のワクチン接種は、医療従事者を始めとする関係者のご

尽力のもと、順次進めているところであり、感染拡大の防止や重症化リ

スクの軽減が図られるものと切望するところであります。 

 

昨年２月２６日、町職員が自らの命を絶つという、痛ましく悲しい事

案が発生し、１年が経過を致しました。 

改めて、心より哀悼の誠を捧げ、安らかなるご冥福をお祈り申し上げ

ます。 

あわせて、町民の皆様には、ご心配ご迷惑をおかけし、且つ、永年に

わたり築き上げてきた信頼関係を、失墜させる結果を招いたことに、心

からお詫びを申し上げます。 

原因調査及び、議会特別委員会での調査検証結果においては、「常態的

なパワーハラスメントによる職務上の違法行為、安全配慮義務違反」「過

酷な労働環境」であり、「町の法的責任」を認めざるを得ないとし、特別

職の責任は極めて重いとするものでありました。 

つきましては、この調査結果を厳粛に受け止め、ご遺族様に対し誠心・

誠意対応させて頂く所存であります。 
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そして、こうした事が、もう二度と起きない、起こさないために、安

心して働くことのできる、明るく風通しの良い職場環境づくりと、町民

の皆様に頼られる町役場としての信頼を回復するため「再発防止」に向

けて全力で取組んでまいります。 

 

さて、清里町は昨年度、今後１０年間のまちづくりの指針となる「第

６次清里町総合計画」「第２期 まち・ひと・しごと創生総合戦略」をス

タート致しました。 

まちづくりの将来像に掲げた「うるおいと温もりで未来を創るまち 

きよさと」を実現するために必要な施策の推進に全力を傾注するととも

に、２．５人に１人が高齢者となる、２０年後も安心して暮らし続けら

れるまちづくりに向けた、未来のまちづくり構想の準備を進めて行かな

ければなりません。 

 

 そして、この１年は、私が初当選以来一貫して進めて参りました「こ

の町に住んでいて良かったと実感することのできるまちづくり」の総仕

上げの年として、私に与えられた使命と責任を遂行するため、全力で町

政運営に取組んでまいります。 
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■町政執行の基本的な方針 

令和４年度は、「第６次清里町総合計画」「第２期 まち・ひと・しご

と創生総合戦略」の２年目となります。 

計画に掲げられた施策課題については、事業毎に行政評価による検証

を行いながら、住民の生活に直結する施策から着実に推進してまいりま

す。 

加えて、令和４年度は、これらの計画をより実効性のあるものとして

具現化していくための構想として、グランドデザイン「２０４０まちづ

くり構想（仮称）」につきましても策定することと致しております。 

なお、本構想は、今後迎える、さらなる少子高齢化と人口減少による

まち機能の低下などの諸条件の変化に鑑み、総合計画の目標年とする、

令和１２年から更に１０年先の２０４０年をひとつの到達点として、町

民の皆様が、安心していつまでも暮し続けることの出来る、望ましい生

活機能や日常的に人が集える施設の配置、コンパクトなまち機能と活用

しやすい地域公共交通、地域拠点のあり方等を基本とした「持続可能な

未来のまちづくり」を目指した構想として策定推進してまいります。 

 

新型コロナウイルス感染症対策につきましては、発生から３年目を迎

え、感染症拡大防止や経済対策、そして新しい生活スタイルなどにおい
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ても、向き合い方や視点が変化してきておりますので、行政運営におき

ましてはウイズコロナを前提に、感染予防を図りつつ経済活動、社会活

動を持続していける環境づくり、啓蒙活動に努め、活動の停滞を最小化

しつつ、今後は、アフターコロナを目途に活性化支援策として推進して

まいります。 

 

■重点施策の展開 

次に重点施策の展開についてであります。 

未来のまちづくりに向けた、それぞれの施策・事業の推進においては、

住民一人ひとりが未来に対し、どのような展望を抱き、どのような暮ら

しを実現していきたいかという声に耳を傾け、施策に反映させていくこ

とが、より重要となっておりますので、町民の皆様の現在の暮らしをし

っかりと担保しながら、次の施策を重点施策と位置づけ、実施に向けて

所要の準備を進めてまいります。 

 

●「２０４０まちづくり構想」の策定と住民参加と協働 

●地域社会と自治体の一体的なデジタル化の推進（スマートシティ構想） 

●ゼロカーボンの推進に向けた構想の構築 

●地域公共交通体系の構築に向けた実証的な調査検証 
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●高齢者福祉体系と機能の検証 

●中長期財政計画の策定 

●公共施設等の更新・統廃合・長寿命化・機能の見直し等の検証 

●地域循環型経済の構築に向けたまち機能の充実 

であります。 

 

■政策分野別の事業詳細 

それでは、令和４年度に取り組む、新たな事業や見直しを行った事業

を中心とした「主要な施策」について、第６次清里町総合計画の基本目

標に沿って、ご説明申し上げます。 

 

一つ目は「地域の産業で活力と活気を生み出すまち」であります 

農業振興につきましては、町内でも発生が確認されているジャガイモ

シロシストセンチュウにつきましては、発生圃場及び発生区域における

まん延防止対策を継続するとともに、早期の防除完了を目指すため農業

関係機関連携のもと、抵抗性品種の開発や新たな対抗作物の導入を含め

た防除技術体系の開発普及を、国や北海道に対し強く要請してまいりま

す。 

また、馬鈴しょなどの基幹３作物に係る栽培技術や抵抗性品種の導入
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等につきましては、持続的畑作生産体系確立緊急対策事業を活用してま

いります。 

国営施設機能保全事業の「宇遠別川地区」は、既存の排水施設の老朽

化による機能強化事業を継続実施しておりますが、令和４年度につきま

しては２線６号から８号付近の切替え排水路の整備を実施してまいりま

す。 

緑ダムでの小水力発電事業として整備を進めておりました「道営緑地

区地域用水環境整備事業」は、試験運転が終了する、この６月から発電

事業が開始されますので、１市３町（網走市・斜里町・小清水町・大空

町）からの事務委任のもと、本町において特別会計により運営管理を行

ってまいります。 

 

永年にわたり町営により、家畜の放牧管理を行ってきた江南牧場であ

りますが、近年の放牧頭数の減少と、管理体制の見通しなどについて利

用団体との慎重な協議の末、令和３年度をもって閉牧することと致しま

した。 

今後の活用につきましては、町有林としての森林再生事業を実施する

ほか、土地利用が可能な草地については、景勝地としての価値を活かし

た観光事業の活用を充分に協議検討してまいります。 
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 畜産振興については、酪農業の労働環境改善と労働力補完を目的とし

て、新たに酪農ヘルパー組合に対し農協との連携のもと運営事業費の補

助を行ってまいります。 

また、家畜のワクチン接種事業に対しましても、乳用牛と肉用牛の主

要疫病・防疫対策として、ワクチンに対する助成事業を実施してまいり

ます。 

 

林業振興につきましては、炭素吸収や水源涵養機能など多面的機能を

有する森林を適切に整備するため、「森林経営計画」に基づき、民有林

に対する新植や下刈り、除間伐などの支援事業を継続実施してまいりま

す。 

また、町有林につきましては、伐期を迎えている林齢の山林が多く、

より専門的な管理の必要性があるため、令和４年度より網走地区森林組

合へ管理指導を委託し、植栽、保育、伐採等の持続可能な森林管理を、

「町有林管理計画」や「森林経営計画」に基づき進めてまいります。 

 

札鶴ベニヤ株式会社の本社機能は移転となりましたが、伐採や製材を

行う事業部は継続運営されておりますので、林業労働者の雇用確保と森

林作業員の就労対策支援、製材等流通経費への事業補助を引き続き実施
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してまいります。 

なお、製材等流通経費事業は、実施期間が令和４年度で最終年を迎え

ますので、次年度以降の事業のあり方について、令和４年度中に検討し

てまいります。 

 

商工業振興につきましては、既存商店の閉店により、まち機能が失わ

れつつある現状に鑑み、これまでの起業・新事業創出支援事業を「地域

貢献型スタートビジネス支援事業」として大幅に見直しを行い、住民の

日常的な生活の維持、向上に寄与することを主体とした事業に改正し、

まち機能の維持と充実に向けた施策展開を図ってまいります。 

地元商店街の利用促進を目的とした、ポイントカードシステム「きよ

ぽん」の普及促進と消費者へのサービス向上を目指し、プレミアム商品

券発行事業等とポイントチャージ還元事業を統合した新たな事業展開を

行うとともに、魅力的な情報発信と電子マネーチャージ機器設置場所の

増設を行うなど、日常的な利用の促進を図ってまいります。 

また、高齢者による「きよぽん」の加入促進と利活用が課題となって

おりますので、商工会が中心となり推進しております各種還元事業の効

果的な利活用などをサポートしてまいります。 

商工業の拠点施設である「コミット」につきましては、令和３年度よ
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り長寿命化に向けた改修整備を進めてきたところでありますが、建築主

体に係る改修は、令和４年度でその整備を完了させ、機械設備などにつ

いては、引続き保守管理のもとに計画的に更新整備を行ってまいります。 

 

観光振興につきましては、令和３年度中の策定を予定していた「観光

振興計画」でありますが、新型コロナウイルス感染症の影響も含め、策

定委員会の開催が予定通り行えず、十分な検証や議論が行えなかったこ

とから、令和４年度中の策定に変更をさせていただいております。 

なお、計画については、コロナの影響により旅行スタイルが変化しつ

つある中で、清里町に訪れる観光客ニーズの把握と観光景勝地における

環境・生態系への影響調査を、東京農業大学との連携により策定するこ

とと致しており、本調査結果を基に、今後の観光振興施策や景勝地の整

備の方向性を見出してまいります。 

 

 清里オートキャンプ場、江南パークゴルフ場につきましては、裏摩周

展望台や神の子池をはじめとする町内観光施設との一体的な管理運営を

民間事業者へアウトソーシングを行い、新たな客層の誘引や集客イベン

トの実施など、より発展的な施設運営が行われるよう推進してまいりま

す。 
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 焼酎醸造事業につきましては、新型コロナウイルスの影響により販売

額が大きく落ち込み、回復に向けては未だ不透明な状況下にはあります

が、経営の健全・安定化を推進するため、複式簿記を用いた経営収支や

間接的事業効果として経済波及効果算定業務を実施し、事業の「見える

化」と情報の共有に努めているところであります。 

また、令和３年度より、持続可能な焼酎醸造事業の検討を進めており、

今後に向けては、適切な改善が図られる具体策の実行により、経営改善

に取り組んでまいります。 

 

二つ目は「未来を切り拓く力を育む生涯学習推進のまち」であります 

 認定こども園につきましては、コロナ禍において基本構想の策定に時

間を要しており、基本設計につきましては、令和４年度の補正予算によ

り提案させて頂きたいと考えております。 

 学校教育につきましては、３年目・改修最終年度となる清里小学校大

規模改修事業を継続実施するとともに、ＧＩＧＡスクール構想で導入し

たタブレット端末の利活用につきましては、ＩＣＴ知識の習得が求めら

れておりますので、引続きデジタル技術支援員による教職員へのスキル

アップ研修により、デジタル教科書授業への円滑な移行に努めてまいり

ます。 
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また令和４年度より、小中一貫教育を試行的に取り組み、義務教育９

年間の一貫性を確保したより充実した教育活動を目指してまいります。 

道立清里高等学校への存続に対する総合支援事業につきましては、初

期の目的を概ね達成できたことからその事業内容を見直し、高校におけ

る教育活動に重点を置いた支援としてまいります。 

 

 社会教育につきましては、町民の学習活動が、地域づくりに大きく貢

献することを念頭において、各種事業の実施や関係団体の支援に努めて

まいります。 

また、新型コロナウイルス感染症に対応した、ＩＣＴ機器の活用によ

る学びの支援にも取り組んでまいります。 

 

 国際理解教育につきましては、新型コロナウイルス感染症の広がりが

収まらないことから、高校生海外派遣研修事業については令和４年度の

早い段階で実施の可否を判断してまいります。 

 

外国人英語指導助手につきましては、コロナ禍の影響により、令和３

年度に予定しておりましたニュージーランドからの講師招へいが出来な

くなり、令和４年度においても難しいことから、引き続き国内在住の２
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名を幼稚園、保育所、小・中・高校に派遣し、英語教育及び国際理解教育

の推進に努めてまいります。 

 

芸術・文化活動につきましては、青少年芸術劇場やプラネットステー

ジ公演などにより、幅広く町民の皆様に芸術鑑賞機会を提供してまいり

ますが、コロナ禍の影響により活動が縮小傾向にある各種団体の支援や、

町民文化祭の見直しなどを関係する団体と協議するなか、これらの活動

を通したコミュニティづくりを推進してまいります。 

 

 社会教育施設につきましては、老朽化の著しい設備や安全性の担保を

優先した改修を行い、快適で安全な学習環境の整備に努めてまいります。 

 

三つ目は「地域や人とのつながりを感じながら住み続けられるまち」で

あります 

新型コロナウイルス感染症に対するワクチンにつきましては、近隣市

町などと連携を図り、きよさとクリニックや関係者のご協力を得ながら、

２回目までの接種は昨年９月までに終了しております。 

また、この１月からは３回目の接種が始まり、順調に進捗をしており

ますので、５月中には終了する予定としております。 
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尚、小児のワクチン接種につきましては、具体的な指示・説明の後に、

取り扱いを関係方面とも協議していきたいと考えております。 

 

高齢者福祉につきましては、社会福祉協議会や清里町福祉会など関係

各所と緊密な協力体制をとりながら、小さな町であることの利点を活か

した「人とのつながりを感じられる」各種施策を実施するとともに、地

域包括支援センターを中心とした、組織体制と関係機関との連携や役割

などについて、専門的な意見を聞くなか、検証・検討を行ってまいりま

す。 

 

高齢者の独居世帯やコロナ禍で閉じこもりがちになり在宅で過ごされ

ている高齢者や障がい者宅を訪問し、会話に重点を置きニーズを聞き取

りする訪問サービス事業を継続実施してまいります。 

 

また、自らではお金の管理が難しくなってくるなど日常生活に不便を

抱える方々の権利擁護支援を行うため、成年後見制度事業運営協議会を

立ち上げ成年後見制度を進めるとともに、地域包括支援センターや社会

福祉協議会など関係機関と一体となって利用促進に取り組んでまいりま

す。 
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子育て支援につきましては、「子育て世代包括支援センター」を基幹組

織とし、「障がい福祉事業」「児童福祉事業」「母子保健事業」「出産・子育

て事業」のすべてに関連し、相談・支援を一元化する機能として令和３

年度に開所しておりますので、「保健師による発育相談」「保育士による

子育て相談」「社会福祉士による障がい者就労、各学校との連携・調整・

相談」など、子ども一人ひとりに即した支援・相談ができる体制づくり

を今まで以上に強化推進してまいります。 

 

また、子育てを地域で相互援助するファミリーサポート事業につきま

しては、より利用しやすいものとするため、提供者及び利用者に対する

支援の拡充等により、支援体制の強化を図ってまいります。 

 

四つ目は「快適で安全な環境が整ったまち」であります 

 

土地利用につきましては、持続的な未来のまちづくり構想であります、

「２０４０まちづくり構想（仮称）」の具現化とともに、清里町人口ビジ

ョンの推計による２０４０年人口２，８１８人を見据えた、コンパクト

なまちづくりと土地利用を前提とした、市街地形成のあり方を検証検討

してまいります。 

清里市街地、札弦市街地、緑市街地それぞれの拠点地域としての方向
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性、公共施設を中心とする建物の配置、空き地の活用などとともに、本

町が持つ豊かな自然環境・景観や森林の保全、野生生物との共生、エネ

ルギーの循環構造、農業の発展と快適な住環境づくりが調和する土地利

用について推進してまいります。 

「２０４０まちづくり構想（仮称）」の具現化に向けた、令和４年度の

推進事業費につきましては、３月末に素案が完成したのち、補正予算に

より提案させて頂きたいと考えております。 

 

住民の生活と地域経済活動の基盤となります道路整備につきましては、

優先度を考慮し計画的に整備を進めており、引き続き必要とされる路線

の調査やオーバーレイ等の維持補修・道路敷地内の支障木の整理を行っ

てまいります。 

 

高齢者をはじめ妊産婦、買い物弱者や通院される方などへの地域公共

交通対策の重要性が増しており、利便性と持続可能な地域公共交通体系

の確立、必要な支援の実施が急務となっております。 

令和４年度は、オホーツク総合振興局が主体となり、複数市町村を通

過する幹線交通を中心とした「広域計画」を市町村とともに策定する運

びとなっておりますので、本町においては、その計画の策定を受け速や

かに「地域公共交通計画」の策定に取り掛かれるよう、令和５年度の策
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定に向けた準備を進めてまいりますので、令和４年度は、総務省のアド

バイザー制度を活用し、本町の交通実態に即した施策の実現に向けた調

査検証を行ってまいります。 

また、令和２年度から行ってきたハイヤー利用助成事業の大幅な見直

しを行い、遠隔地への支援額の拡大、運転免許の有無の撤廃、支援対象

年齢の７０歳までの引き下げ、障がい者への支援拡大、妊産婦を新に対

象とするなど対象枠を拡充するとともに、利用券を紙から「きよぽんカ

ード」に切り替え、利便性の向上と利用データの収集を行い、今後の公

共交通体系の構築に向けた実証的な取り組みに活かしてまいります。 

 

 情報通信技術につきましては、地方からデジタルの実装を進め、新た

な変革の波を起こし、地方と都市の差を縮めることで、世界とつながる

「デジタル田園都市国家構想」が国により立ち上げられました。 

人口減少、高齢化の進展、災害多発などの社会課題を見据え、国家を

挙げての取り組みが始まっており、新技術や各種のデータを活用したデ

ジタル化の取組は、従来の発想にはないシステムの効率化、サービスの

提供等を可能とし、各種の社会課題、地域課題を解決する可能性を有し

ております。 

本町につきましても、さらなる労働人口の減少、一人暮らし世帯の増
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加、交通の確保など幾多の課題が待ち受けておりますので、「持続可能な

未来のまちづくり」に向けて、民間事業者と協業しながら、地域全体の

デジタル化を図るスマートシティ構想の構築を進めてまいります。 

 

町営住宅の整備につきましては、「清里町住生活基本計画」、「清里町公

営住宅等長寿命化計画」の見直し策定が昨年行われておりますので、所

定の計画にあわせ、既存住宅の修繕、長寿命化対策を講じてまいります

が、令和４年度につきましては、各団地の維持管理を進めるとともに、

上斜里団地の外壁・断熱等改修工事にかかる実施設計を行い、次年度以

降の施工に備えてまいります。 

 

 清掃センターにつきましては、既に、長寿命化計画をもとに改修整備

を行い、長期に渡る稼働を見込んでおりますので、一昨年より協議を行

って来ておりました、斜網地区１市５町によるごみ処理広域化の枠組み

につきましては、現状は参加を見送り、施設の稼働寿命を見据えた中で

進めてまいります。 

 

簡易水道事業、農業集落排水事業につきましては、令和６年度から導

入する地方公営企業法による公営企業会計への移行準備を進めるととも
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に、安定的な事業運営に努めてまいります。 

 

五つ目は「きれいな風景に包まれて安心して生活できるまち」でありま

す 

防災対策につきましては、新型コロナウイルス感染拡大により昨年一

昨年と中止した町民参加型の「総合防災訓練」を感染症発生時における

対応策も含め、関係機関と連携のもとに実施し、地域防災計画と強靭化

計画に基づく防災体制の構築と防災活動の強化に努めてまいります。 

なお、有事の際に必要な備品や備蓄などは数量・消費期限を確認し、

今、どこに、どれだけの備えがあるか町民皆様に周知し、不安を払拭す

るよう努めてまいります。 

また、災害時の情報伝達手段として使用している一斉情報配信システ

ムについては、より多くの町民に情報伝達できるよう手法の見直しを図

ってまいりますが、特に高齢者などに対しては、電話やファックスによ

る配信を可能とする伝達手法により、登録者の増加に努めてまいります。 

 

消防・救急業務につきましては、複雑多様化する災害や事故、高度化

している救急業務への対応力向上を図るため、高規格救急自動車の更新

に合わせ、高度救急・救命・救助用資機材などの導入整備を進めるとと

もに、消防力強化に向けた消防車両についても、計画的な更新整備を行
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い、消防団との連携強化を図るなか、地域の安心・安全の確保に努めて

まいります。 

 加えて、救急・消防・災害活動の拠点施設となります消防庁舎につき

ましては、老朽化と資機材の高度化・デジタル化に伴い、改築整備が求

められておりますので、「公共施設等総合管理計画」において、検証・整

理のうえ、「消防庁舎整備基本構想」の策定準備を進めてまいります。 

 

地球温暖化防止対策につきましては、令和３年４月、日本の２０３０

年度のＣＯ２削減目標が２６％から４６％へ大幅に引き上げられるとと

もに、同年１０月には２０５０年カーボンニュートラル宣言を契機に、

「地球温暖化対策の推進に関する法律」が改正され、地域に根差した再

生可能エネルギーの最大限の導入が推し進められることとなりました。 

脱炭素ロードマップにおいては、自治体の公共施設における再生可能

エネルギーの率先導入が掲げられるとともに、昨今の災害リスクの増大

に対し、災害・停電時における地域レジリエンス向上と平常時の脱炭素

に向けた施策の実行が必要となってまいりますので、本町においては、

平成２４年度に再生可能エネルギー導入可能性調査を、令和３年７月に

清里町地球温暖化防止実行計画、いわゆる公共施設などを主体とする事

務事業編を策定しておりますが、地域全体での温室効果ガスの排出抑制
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等を推進するための、総合的な計画に関しては未着手であります。 

つきましては、「２０４０まちづくり構想（仮称）」の推進とともに、

本町の地域特性に応じた効果的・効率的なエネルギーの循環構造を見出

し、防災対策等を含む地域課題の解決と、エネルギーコストの削減等に

よる産業の生産性向上や効率化、住民の暮らしの質の向上を目途に、脱

炭素に向かう取り組みに向けて、民間事業者との協業により、ゼロカー

ボン構想の構築を進めてまいります。 

 

加盟して６年目を迎える「日本で最も美しい村」につきましては、本

会の活動理念に基づき、本町の地域資源である景観、環境の保全を図る

ため、引き続き、本連合による運動理念の啓もう活動や環境保全の取り

組みなどを、町民皆さんとの協働により美しい村づくりを推進してまい

ります。 

 

六つ目は、「みんなの気持ちと行動でまちづくりに取り組むまち」であり

ます 

「協働・共生・協創のまちづくり」の理念は、我が町の誇りであり、そ

の礎となる自治会活動や各種団体の主体的活動は、本町のまちづくりの

根幹であります。 
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つきましては、地域活動推進事業を通して、自治会などの行う主体的・

自律的な活動や提案型の地域おこし・まちづくり事業に対する支援を継

続してまいります。 

また、令和４年度より始動する「２０４０まちづくり構想（仮称）」

「スマートシティ構想」「ゼロカーボン構想」の具現化に向けては、住

民対話と住民協働が基盤となりますので、行政からの積極的な住民対話

機会の創出とこれら施策の実現に向けた住民の積極的なまちづくりへの

参画意識の醸成を、本政策の実現をとおして推進してまいります。 

 

移住・定住事業につきましては、空き家、空き地情報に対する需要が

高まりつつある現状と、将来の空き家のニーズ把握を目的として、令和

４年度より物件所有者へのアンケート調査を実施するとともに、空き家

の掘り起こしや空き家バンクへの登録を促し、空き家の有効活用や所有

者不明の空き家の解消につなげてまいります。 

 

町政に対する町民の理解と信頼を深めるためには、情報発信と情報共

有は、大変重要な要素であります。デジタルが主体となりつつある社会

にあっても、紙媒体の視認性の高さは、特に高齢者にとっては大変有効

な伝達手段となっております。 
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これまで以上に見やすくクオリティの高い紙面の制作とともに内容の

充実を図ることを目途に、令和４年度より広報編集作業を民間事業者へ

アウトソーシングを行ってまいります。 

 

職員が自ら命を絶つ痛ましい事案から１年が過ぎ、この間、町民の皆

様には役場に対する不信・不安、そして私に対する種々のお叱りの言葉

をいただきました。 

風通しの良い職場づくりに向け、職員との対話を大切にし、今一度、

公務員としての原理原則である倫理規定、社会規範を再認識するととも

に、公益通報、不当要求、働きかけ行為など、町民の責務にも言及した、

「清里町コンプライアンス条例」及び「清里町職員の法令・服務規律遵

守のための行動指針」を策定してまいります。 

また、働きやすい職場環境を作るための事務改善委員会、安心・安全

に働く場を作るための安全衛生委員会を定期的に開催するとともに、職

員の心の健康を守るため、労働安全衛生法に基づくストレスチェックを

行い、カウンセリングとあわせ職員のメンタルヘルス対策を確実に図っ

てまいります。 

現在実施設計中であります役場庁舎の冷房設備工事につきましては、

補正予算により提案させて頂きたいと考えております。 
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国による「デジタル社会の実現に向けた改革の基本方針」が示された

ことに端を発し、「自治体デジタル・トランスフォーメーション（ＤＸ）」

の推進が加速してきており、自治体情報のシステムの標準化と共通化、

マイナンバーカードの普及促進、行政手続きのオンライン化、テレワー

クの推進などが求められておりますので、本町においても遅れることな

く、積極的に取り組んでまいります。 

 

各公共施設の管理につきましては、「公共施設等総合管理計画」に基づ

き、長寿命化に向けた改修や更新などを計画的に実施するとともに、使

途がない建物の方向性を検証し、老朽化が進み利用が見込めない建物な

どについては、売り払いや解体・撤去に向けた準備を進めてまいります。 

また、本町の指定管理者制度の在り方や指定管理料の精査検証を行う

とともに、指定管理施設や業務委託により管理運営が行われている公共

施設等の委託事業を中心に、業務の履行確認、法令や労働環境の遵守、

会計処理の適正化や、行政サービスの適正な管理運営体制の指導強化を

図るとともに、将来に向けた発展的なサービスの在り方について調査検

証を行ってまいります。 
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生産年齢人口の減少による税収や地方交付税等の減少が、今後の懸念

材料である一方、高齢社会での社会保障関連経費の増加、公共施設老朽

化に伴う大規模改修や更新、新型コロナウイルス感染症を契機とした新

しい生活様式の確立、異常気象等の影響による自然災害の激甚化に備え

ていく必要があります。 

持続可能な行政運営を図るためにも、健全な財政運営と強固な財政基

盤の確立が必要不可欠であることから、今後２０年の中長期財政収支を

推計した「中長期財政計画」を策定し、健全財政の維持に努めてまいり

ます。 

 

 広域行政の推進につきましては、網走市、大空町、清里町、小清水町、

斜里町の１市４町による、定住自立圏構想の形成に向けた準備が整いま

したので、本議会において網走市との形成協定の締結に関する議決をい

ただいたのち、令和４年度からは、１市４町における、産業、医療、福

祉、教育、観光などのあらゆる分野での連携、役割を具体化していくた

めの「定住自立圏共生ビジョン」の策定作業を行ってまいります。 

 

■予算編成の概要 

次に、令和４年度の予算編成の概要について申し上げます。 
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令和４年度の予算編成にあたっては、「第６次清里町総合計画」「第２

期 まち・ひと・しごと創生総合戦略」の着実な実行を基本とし、計画

に掲げられた課題解決に向けた施策の実行にあたっては、全事業の行政

評価と検証により、新規、拡充、アウトソーシング、休止廃止、統合、縮

小などの政策見直しを行った中、予算編成を行っております。 

令和４年度の町全体予算は、前年比１０１．８％ １億２千２百８０

万９千円増加の「７０億７千４百６３万３千円」とした予算編成を行っ

ております。 

一般会計当初予算につきましては、前年比１０３．０％ １億５千５

百万円増加の「５３億８千８百万円」としております。 

 財源の確保につきましては、国の地方財政計画を勘案し、地方交付税

の増加や臨時財政対策債の減少を見込んだほか、令和３年度中に追加交

付あった地方交付税や新型コロナ関連交付金等の保留財源分を実質的に

令和４年度に活用する形で編成を行うなど、歳入財源の確保を図ってお

ります。 

歳出予算につきましては、ケアハウス等の過疎債償還開始や、過去予

算の執行不用額に基づく各事業予算規模の精査、コロナ禍における会議

旅費や事業規模の精査、一部委託業務の精査、中規模以上の修繕工事に

ついては、公共施設等総合管理計画の中間見直しを前提に、緊急性のあ
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る修繕を優先した歳出編成としております。 

また、介護保険事業特別会計をはじめとする各特別会計につきまして

も、一般会計同様に、確実な歳入の確保と健全財政の堅持のもとに財政

見通しを立て、安定的な運営を図ることとしておりますが、適切な会計

運営の観点から、法令等の繰り入れ基準に基づくものや財源構成上妥当

なものについては、一般会計からの繰り出し措置を行ってまいります。 

 

その結果、令和４年度当初予算の総額は、 

一般会計           ５，３８８，０００千円 

介護保険事業特別会計       ４８１，４１０千円 

国民健康保険事業特別会計     ７６１，２３３千円 

後期高齢者医療特別会計       ８１，０２３千円 

簡易水道事業特別会計        ５５，８９１千円 

農業集落排水事業特別会計     １４５，７８０千円 

焼酎事業特別会計         １００，２９５千円 

小水力発電事業特別会計       ６１，００１千円 

 合  計          ７，０７４，６３３千円 

となります。 
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 行財政を取り巻く環境は、依然厳しい状況にありますが、将来をしっ

かりと見据え、町の発展を支える「未来」への投資が可能となるよう、

政策・財源の選択と集中による健全な財政運営の推進と、行政サービス

の維持・向上に努めてまいります。 

 

令和４年度は、２０４０年をひとつの到達点に、「持続可能な未来のま

ちづくり」をキーコンセプトとした重点施策の展開を図ってまいります。

具体的には、未来のあるべき姿を明らかにした「２０４０まちづくり構

想（仮称）」をもとに住民対話と協働を通じて具現化していくとともに、

中長期財政計画の策定、地域と自治体のデジタル化の推進、恵まれた自

然環境との共生を図ったゼロカーボン構想の構築、地域循環型経済の構

築、地域福祉施策の強化、地域公共交通体系の構築に向けた実証調査、

公共施設の長寿命化と統合・機能の見直しなど、まちづくりの発想をフ

ォアキャストからバックキャストに転換したまちづくり施策の展開を図

ってまいりますので、議員各位並びに町民皆様の一層のご理解とご協力

を賜りますよう心からお願い申し上げ、町政執行方針といたします。 


