広場

まち づくり
参加条例
第６ 次 社 会教 育 中 期計 画
に対 す る 町民 の 皆 さん の
意見 を募 集 して いま す

日

年度 まで
まで
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２００６．２

暮らしの

情
社会教育 の基本 となる﹁ 第６
次 清里町社 会教育 中期計画 ﹂︵原
案 ︶に対す る町民 の皆さん のご
意 見を募集 してい ます︒
社 会教育計 画とは
社会教育 を推進 するにあ たり
基 本となる 計画で す︒これ を基
に して単年 度の事 業計画が 立案
さ れ実施さ れます ︒また︑ 今回
年度 から平 成

の 第６次社 会教育 中期計画 は︑
平成
２月

の ５ヵ年の 基本計 画となり ます︒
募 集期限

社会教育 関係団 体に配布

計 画︵原案 ︶の公 表

各施設窓 口での 公表
・役場庁 舎１階 総合窓口
・札弦セ ンター
・緑セン ター
・プラネ ット

持参提出 のほか ︑郵送︑ ファ
ッ クス︑電 子メー ルによる 提出
も 受け付け ます︒
※ 各窓口で 配布し ている所 定の

０１５２−４３−２１８１
電話 ２５−２１３６

網走税務署 電話
企画財政課税務係

22

(月 )

募集情報

事務 職員

介護老人保 健施設臨時
職員を募集 します
募集職種
１名
年４月 から

募集人員
採用予定
平成
応募資格

歳以下で ︑簡単

・保健セ ンター

町内在 住の

20
97

http://www.town.kiyosato.hokkaido.jp
意 見の提出 方法

なパソ コン操 作のでき る方
日

まで

町ホーム ページ

２月

履歴 書

提出書類
応募期限
詳細と応 募先

電話２ ２︱４ ８３０

介護老 人保健 施設きよ さと

(月 )

詳細

18

記 入用紙を ご利用 ください ︒ま

役場１階小会議室または網走税務署
場所

30

20

（土曜・日曜を除く）

２月１６日（木）〜３月１５日（水）
受付期間

１8

平成１７年分所得税の確定申告を受け付けます
午前８時３０分〜午後５時（網走税務署は午前９時から）

※還付申告書は２月１６日以前でも提出できます

今年からの主な変更点

平成１７年分所得税より老年者控除が廃止されました
６５歳以上の公的年金所得の計算が変更になりました
社会保険料控除で国民年金を用いる場合、社会保険庁から送付さ
れる支払い証明書の添付が必要になりました

■確定申告をしなければいけない場合（例）

・事業を行っている場合
・不動産収入がある場合
・土地や建物を売り払った場合
・給与収入の金額が２千万円を超える場合
・年末調整を行っていない場合
・年末調整を行った給与の他に、年末調整に含まれていない
給与所得・退職所得以外の所得額がある場合

■確定申告をすると所得税が還付される場合（例）

・医療費控除の適用を受ける場合
・住宅借入金特別控除等の適用を受ける場合

保育所に 入所で きる基準 は︑

入 所基準

パパスランド農畜産物加工室の使用料が変わります
４月１日（土）から、団体（６名以上）の取扱いを廃止し、
４月１日（土）から

た︑各自 作成の 書式で提 出され

(金 )

ても構い ません が︑住所 ・氏名
児 童の保護 者や同 居の家族 が︑

札弦クリーンセンター（汚泥堆肥化施設）で製造された汚泥肥料を、町民の皆さん
に１袋２００円（８㎏ 入り）で販売します。
販売数量は２００袋となっており、数に限りがあるため一戸につき５袋までとさせて
いただきます。
※販売数量がなくなりしだい予約を終了させていただきます。

は必ず記 入願い ます︒
の 保育がで きない 場合です ︒

汚泥肥料を販売します

次 のいずれ かの事 情により 児童

生涯教 育課学 習振興係

下記のとおりとします。

詳細
居宅外で 仕事を している
居宅内で 児童と 離れて家 事以

２月２７日（月）〜３月３日（金）の間で下水道係で予約された方に現
金で販売します。札弦・緑にお住まいの方は、各支所で受け取るこ
とができます。

内︶

販売方法と期間

〒０９ ９︱４ ４０５

町民生活課下水道係の窓口か電話で受付します。

︵プラ ネット

予約方法

外の仕事 をして いる

２月 ６日 〜２月 日
午前 ９時〜 午後５時

２月 ２日(木) 〜 ２月１５ 日(水) （土・日・祝祭日を除く）

番地
出産の前 後又は 病気であ る
家庭内に 病人等 がおり︑ 常時
介護をし ている
家庭が災 害に遭 い︑その 復旧
にあたっ ている
詳 細と申込 先
清里保育 所
電話２５ ︱３１ ８２
札弦保育 所
電話２６ ︱２１ ５０
保健福祉 課社会 福祉係
︵ 保健セ ンター内 ︶
電話２５ ︱３８ ５０

年 度清里 町簡易水 道の

水道水質検査計画 書を
縦覧します
平成

水 質検査計 画書を 次のとお り縦

町民 生活課 水道係窓 口

予約期間

清里 町羽衣 町
電話２ ５︱２ ００５
ＦＡＸ ２２︱ ４０２０
電子メ ール
kyshakai@town.kiyosato.hokkaido.jp

生活情 報
保育所の入 所児童を募
集します
町立保 育所で は︑４月 からの
入所を希 望する 児童を募 集しま
す︒
入所を 希望さ れる方は ︑期日

名

期間
時間

覧 します︒

場所

町民生活 課水道 係

詳細
電話２５ ︱３５ ７７

電話 ２５―３５７７

町民生活課下水道係

詳細と申込先

電話 ２５−３６０１
産業課商工観光係
詳細

５０円
１時間につき１人

２００円
１人

４時間以降
４時間まで

改定後の使用料金

までにお 申込み ください ︒
清里保 育所

日

24

募集人員
名

〜 ２月

札弦保 育所
受付期間
２月６ 日
申込方法

入・押印 し︑提 出してく ださい ︒

入所 申込書 に必 要事項 を記

(火 )

※申込み に必要 な書類は 各保育

(月 )

35

21

所と保 健福祉課 社会福 祉係に

18

97

60 60

︵ 保健セ ンター内 ︶あり ます︒

２００６．２

広報きよさと
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(月 )

４月１日（土

税 情 報

国 税 庁の ホ ー ムペ ー ジ で
所 得 税と 消 費 税の 確 定 申

告 書が 作成 で きま す

国税庁 のホー ムページ の﹁確

定申告書 作成コ ーナー﹂ では︑

画面の指 示にし たがって 金額等

を入力す ること により︑ 確定申

告書を作 成する ことがで きます ︒

このコ ーナー で作成し た申告
書は︑そ のまま 税務署に 提出す

ることが できた り︑ ｢ｅ ︱Ｔａ
ｘ︵国税 電子申 告・納税 システ

ム︶﹂に 引き継 いで電子 申告す

ることも できま す︒

国税庁 ホーム ページで は確定

申告を行 おうと する方の ために ︑

申告・納 付の手 続きにつ いて便

利な情報 を分か りやすく 提供し

ています ︒ぜひ ご利用く ださい ︒

国税庁ホ ームペ ージアド レス

http://www.nta.go.jp

ｅ︱Ｔ ａｘ ホーム ペー ジア ドレス

http://www.e‑tax.nta.go.jp

詳細

網走税 務署

電話０１ ５２︱ ４３︱２ １８１

温泉【入浴料金】が変更になります

）から

４月１日（土）から、町内の温泉施設（緑清荘・パパスランド・緑の湯）の大人の入浴料金を
改定します。なお、小・中学生・老人の料金は従来どおり２００円の据え置きとなります。

改定後の入浴料金

１回券

大人
詳細

回数券
（１２枚つづり）

３８０円

産業課商工観光係

大人

３，
８００円

電話 ２５−３６０１

２月１日（水）から

清里町内全ての
電話番号が変わりました

わが家の

１歳児紹介

きよさとっ子
２月 生まれ

市内局番が ２ケタ になりました
市内電話（清里町と斜里町内）に電話をかけるときは、
今まで使用していた市外局番の末尾１ケタの「２」を
市内局番の最初につけます。

例えば次のようになりました
（清里町役場にかけるとき）

現

在

変更後

０１５２２−５ −２１３１
０１５２−２５−２１３１

※今回の番号変更に伴い、網走市・東藻琴村・小
清水町・常呂町・美幌町・女満別町・津別町と同
じ市外局番になりましたが、清里町内から斜里町
以外 の市 町 村に 電 話を か ける 時は 市 外局 番
「０１５２」からのダイヤルが必要です。

長 谷川 瑞祈 ち ゃ ん
（緑町）
平成17年 2月 2日生まれ

１歳を迎えるお子さんの写真を
掲載しています。誕生月の前月
１
５日頃までに 役場 企画財政課
広報広聴係まで写真を届けてく
ださい。
こちらから写真を撮りにうかが
うこともできますので、お気軽
にご連絡ください。
詳細 企画財政課広報広聴係 電話２５―２１３６
２００６．２

広報きよさと
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あたた かなお気 持ち
ありがとうございます
社会福祉協議会へ寄付
増子好雄さん（神威東）
父の死去に際して３万円
八十島秀雄さん（帯広市）
地域福祉活動に１万円

臨時雪捨て場を設置しました
本年は例年にない大雪のため、臨時に雪捨て場を町内に３箇所
設置しました。定められたルールを守り安全に十分留意してご
利用ください。

清里地区 （緑ヶ丘公園駐車場）

伊藤定廣さん（上斜里）
母の死去に際して５万円

斜里川

１線

佐野幸延さん（上斜里大和）
佐野ノブ子さん（上斜里大和）
ホームヘルプサービス推進に１万円

緑ヶ丘公園
雪捨て場

宇佐美久代さん（江南第３）
夫の死去に際して５万円

１５号

本庄奉昭さん（水元町第２）
母の死去に際して７万円

平川ハルヱさん（緑町）
夫の死去に際して５万円

札弦地区 （札弦センター北側空き地）

清里ロータリークラブ
地域福祉活動に１０万円
ＪＡ清里町Ａコープきよさと店
地域福祉活動に６,７１５円

札鶴ベニヤ

札弦駅

道道
摩周
湖斜
里線

田中繁光さん（新町）
母の死去に際して５万円

野球場

介護老人保健施設へ寄付
江南老人クラブ
みかん

雪捨て場

札弦支所

緑町地区 （緑センター東側公営住宅跡地）

手芸同好会
造花

雪捨て場

特別養護老人ホームへ寄付
田中繁光さん（新町）
母の死去に際して５万円
塚田義雄さん（神威南）
カップボード
山城則一さん（網走市）
電動ベット
ひな人形
江南老人クラブ
みかん
ミニサロン活動ボランティア
ビーズブレスレット

緑駅

雪捨てにあたってのお願い
ゴミを一緒に捨てないでください。
道路や公園・河川などの公共用地には絶対に雪を捨てないでください。
重機などを使われるときには、歩行者などに十分に注意して作業され
るようお願いします。

詳細
17
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２００６．２

緑センター

建設課維持係

電話 ２５−２３０９

