３
２００７

かんじきを履いて冬の神の子池へ

見る人を魅了するほど神秘的な色に染まる﹁神の子池﹂
冬期間は雪深く道が閉ざされ︑さらにその神秘さを増しています︒
かんじきを履いての﹁冬の神の子池かんじきウォーキング﹂では︑町外から
も多くの方が参加し︑日常から離れた景色に感動︒

住民参加と協働のまちづくりを進めています

清里町自立計画重点推進期間の取り組み

ごみの量が増加傾向にあります

http://www.town.kiyosato.hokkaido.jp

△1,764

△3,451

12,211

30,804

43,015

△41,901

△34,590

△74,686

△27,902

△25,853

△53,755

△13,999

△13,779

△35,738

5,042

14,807

△7,179

△7,179

△14,358

○議会

△3,515

△3,515

△7,030

○行政委員会･ 審議会･ 協議会等

△3,664

△3,664

△7,328

△90

△298

△210

△598

△43,518

△185,828

△182,912

△412,258

年度︶の取り組み

△1,687

2

広報きよさと

２００７．３

住民参加 と協働 の まち づくり を進 め てい ます

ち づく り参 加条例 の制

△28,678

〜

定 ︵パブ リッ クコ メン

△10,579

清里町自立計画重点推進期間︵平成
今 回は重点 推進期 間での取 り組

ト ︑公募 委 員︑会 議公

町 政へ の参 加促 進︑ま

みの 概要をお 知らせ しますが ︑す

に取 り組みを 進めて きました ︒

べて の項目で 当初の 目標がほ ぼ達

立の まちづく りを進 めるた

計画 は︑
﹁住 民協働﹂
﹁行財政 改革﹂
開 などの実 施︶

めの 基本とな る清里 町自立

﹁ま ちづくり 重点事 業﹂を柱 として
成さ れていま す︒

△11,169

７．議会･ 委員会等の定数･ 報酬見直し

町民 の皆さ んのご理 解とご 協力に

△30,429

9,765

行 政情 報共 有化 ・広聴
活 動の 充実 ︵町職 員に

△14,266

△7,960

よ る﹁ま ちづ くり 出前

△16,163

○使用料・手数料

住民協働の推進

△19,543

1,805

年

4,195

○拡充事業

より 推進し てきまし た︒
計 画期間 は平成 年度か ら

△16,808

○自助共助を働きかける事業

度の ５ヵ年 ですが︑ 特にス タート

交 際費の公 開など ︶

1,104

△6,930

講 座﹂の 実 施︑町 ホー

住 民協 働の 推進団 体の

694

○廃止・縮小をする事業

ム ペー ジ刷 新︑町 長等

進 めるた め︑町 民が積極 的に

支 援︵ま ちづ くり 地域

410

△6,930

住 民参加と 協働の まちづく りを
ま ちづく りに参 加できる 基本

△358

４．公共施設の管理運営の見直し

から ３年間 を重点推 進期間 として︑
目標 達成に 向けて重 点的・ 戦略的

的 な事項 を定め た﹁清里 町ま

活 動推 進事 業交付 金規

△90

○町有財産の有効活用

則 の制 定︑地 域担 当職

△61

○補助金・負担金

ち づくり 参加条 例﹂を制 定し

△207

６．財政構造改革の推進

ま した︒

△287,575

○総合的に見直しを行う事業

員 制度の実 施など ︶

△134,918

５．その他事務事業の見直し

特に︑ パブリッ クコメ ント
︵ 町民意見 提出手 続き︶や 公募

行 財政 改革 の推 進

委 員の登 用︑各種 会議の 公開︑
ま ちづく り出前講 座︑

清 里町 では ︑これ まで

△114,561

総合計

地 域担当 職員制度 ︑

も行 政改 革大 綱に基 づく

△38,096

８．広域行政の推進

ま ちづく り地域活 動
推 進事業 交付金 制度など の新

長期 的な 計画 により 健全
財政 を維持し てきま した︒

また︑ 情報提供 の充実 を図
る ため︑ 町が発 行する広 報紙

組ん だ結 果︑こ れら の成

自立計画においても
﹁８つ の推進 項目﹂に取り

た な事業 に取り組 みまし た︒

の 統合と 町ホー ムページ の刷
新 を行い ︑行政 情報の共 有化

果を 金額 で推 計す ると︑

△16,244

３．人事管理・職員研修等の充実

計

16

と 広聴活 動の充 実を図り まし
た︒

△10,814

２．定員管理と職員給与等の見直し

20

18

△5,430
１．行政組織・機構の見直し

16

合
18年度予算
17年度決算
16年度決算
推進事業名

※単位：千円

行財政改革による見直し成果の推計（図１）

自

３年 間で４ 億１千
役 場支所体 制の見 直し

消 防分遣所 の業務 委託

万８千 円︵図

１︶ と試算 していま す︒

行 政 組 織・機 構 の 見 直 し
年度の

平成

︵ 平成
名︵ １名減 ︶︑平成

年職 員数

年 度︶

年 職員数

名 ︵７名 減︶消防

名

名

名

年

名︵４名 減︶︑

消防
職 員数
︵ １名減︶ 平成

そ の他︑
﹁ 職員自助 ﹂の取り 組み

協議 を行って きまし た︒
とし て︑経費 節減と 自立意識 の両
面か ら︑節約 運動や 庁舎をは じめ
とし た施設の 清掃を 職員自ら が行
って います︒
職 員の能力 ・実績 を重視し た人
事 管理制度 の推進
職 員の能力 開発︑ 意識改革
職 員プロジ ェクト の活用や 課・
係 を超えた 相互応 援体制の 強化
職 員ができ ること は自ら行 い︑
経 費節減と 自立意 識を高揚

公共施設の管理運営
の見直し
公 共施設の 住民サ ービス向 上と
経費 節減を図 るため ︑法改正 によ
る指 定管理者 制度の 計画的な 導入
や業 務委託な ど︑施 設の管理 運営

︵ １名減︶
特 別職給与 の引き 下げ

方法 の見直し を行っ てきまし た︒
今 後も公共 施設の 管理運営 方針

業 務委託︵ 平成 年４月〜 ︶
構 造改革特 別区域 計画の推 進

学 校給食セ ンター の調理・ 配送

路 橋梁及び 河川の 維持管理 ︶

月 〜緑清荘 ︑パパ スランド ︑道

穀 類乾燥調 製施設 ︑平成

年４

年４月〜 介護老 人保健施 設︑

指 定管理者 制度へ の移行︵ 平成

ます ︒

に基 づき︑継 続的な 見直しを 行い

職 員給与の 見直し︵ 俸給表 水準・
管 理職手当 支給率 の引き下 げ︑
各 種手当の 削減︶
休 暇制度の 見直し
旅 費の見直 し
職 員住宅使 用料の 引き上げ

人事管理・職員研修の
充実
職 員の意識 改革︑ 能力の向 上︑
公務 員倫理の 確立の ため︑計 画的

長 期的な観 点にた った改修 計画

光 熱水費・ 燃料費 等の節約 徹底

その他事務事業の見
直し

︻ 廃止・縮小する事業 ︼

事業につ いて見 直しを行 い︑

当初 の目的を 達成し た９つの 事業

を廃 止︑総体 的な事 業の見直 しに

よる ５つの事 業につ いて縮小 を行
いま した︒

各 種補助金 事業の 見直し

気 象情報シ ステム データー 管理
等 の廃止

合 併浄化槽 設置費 補助の事 業費
の 縮小と３ 年間の 延長︵平 成
年 度まで︶

老 朽化によ り使用 不可能と なっ

〜 江南小学 校︶

た 小学校プ ールの 町民プー ル利
用 へ移行︵ Ｈ

︻ 総 合 的 に 見 直 し を 行 う 事 業︼

19

町 広報紙へ の行政 情報の一 本化︑

の事業 につい て見直し を行

新た なシステ ムによ るバスの 運行
など

いま した︒

町 長車︑公 用３号 車︑一部 リー
ス 車の廃止

町 広報︑議 会だよ り︑社会 教育

広 報﹁さん ろく﹂ の一本化 によ

る 情報の統 合と経 費節減

ス クールバ スの一 般町民利 用に

よ る新たな 地域交 通対策の 実施

超過分 利用者負 担︶

生 涯学習活 動車の 運行基準 の見
直 し︵

保 健福祉奨 学金貸 付制度の 廃止

に統 合︶

︵教 育 委 員 会奨 学 資 金貸 付 制 度

奨学 金基金 積立額の 調整

︻ 自 助・共 助 を 働 き か け る 事 業︼

事

行政 ・地域 ・住民の 持つ役 割分

担や協 働で推 進するも のなど

の促 進

付金 による 自治会の 自主的 活動

協議 会との 協働︶
まち づくり 地域活動 推進事 業交

土砂 除去︑ まちづく り運動 推進

ーニ ックバ イウェイ による 道路

継続 ・発展 されるよ う育成 ︵シ

ごみ ゼロ運 動など︑ 住民協 働が

地域 住民と の協働

道路 の草刈 や簡易な 清掃な どの

会の 設立

によ る町民 と行政の パート ナー
シッ プ強化 ︑ウォー キング 同好

花と 緑と交 流のまち づくり 事業

参加 と民間 での事業 促進

国際 交流推 進事業へ の積極 的な

業につ いて見 直しを行 いまし た︒

10

定員管理と職員給与
の見直し
職 員定員は ︑平成

る給 与総額の 抑制を 図りまし た︒
職 員定数条 例 名 を 名に 改正

しに よる削減 や退職 者不補充 によ

さ らに職員 給与で は︑制度 見直

を削 減してい ます︒

採用 者の調整 を図り ながら職 員数

体制 を目標に ︑定年 退職者と 新規

26

な職 員研修機 関への 派遣や職 員向

の 策定︵郷 土資料館 の改修 など︶
施 設の必要 性の検 証による 廃

14

役 場組織 の再編で は︑学 校教育
課と 社会教 育課の統 合によ り生涯
教育 課を設 置すると ともに ︑地域
活動 に幅広 く対応す るため 町民生
活課 に担当 窓口を設 置して います︒
ま た︑職 員間の連 携と事 務の効
率化 を図る グループ 制の導 入につ
いて ︑現在 ︑準備を 進めて います︒
さ らに︑ 緑支所職 員の嘱 託化と
札弦 分遣所 業務の地 区防災 協議会
への 業務委 託を進め てきま した︒
時 代に対 応した簡 素で効 率的な
組 織の再 編︵生涯 教育課 ︑地域
活 動窓口 担当︑子 育て支 援セン
タ ー︑地 域包括支 援セン ターの
設 置︑生 涯教育専 門員の 配置︶

100

け出 前講座を 行って います︒
ま た︑各種 課題解 決のため 各種

止 ・統合・ 用途変 更などの 検討

２００７．３

広報きよさと

3

18

18

120

101

18

のプ ロジェク ト委員 会を組織 し︑

300
km

18

17

11

80

18 17
93

19 16 17

94

225

直し

生 涯学習活 動車の 運行基準 の見

各 種検診個 人負担 額の改正

青 少年育 成指導員 の特別 旅費廃

各 種団体 協議会事 務局の 自立
止 と地域 ボランテ ィアで の対応

･協

議 員報酬の 引き下 げと期末 手当
加 算措置の 廃止

･審議会

各 種委員の 委員報 酬の見直 し︑

︻ 行政委員会
議会等︼

補 助基準の 明確化 により︑ 廃止

公募 委員の登 用︑会 議公開︑ また
ホー ムページ を活用 した情報 公開

︻補助金・負担金︼

健 康づく りや子育 て支援 に重点
や統 合︑縮小 ︑団体 補助から 事業
費補 助への移 行によ る見直し を行

農 業委員︑ 監査委 員︶

に協働 して︑ 未来に夢 を持ち 続け

ること ができ るまちづ くりを 進め

るため ︑地域 活性化や 少子高 齢化︑

健康づ くり︑ 環境対策 など︑ 重点

推進︵ 図２︶ されたと 試算し てい

4

広報きよさと

２００７．３

︻拡充事業︼
的に 取り組 み︑地域 防災や 救急用
備品 ︑指導 相談体制 の整備 など︑

３ 時間以内 の会議 等の報酬 半額

委 員報酬の 引き下 げ︵教育 委員︑

など に努めま した︒

た 補助金負 担金の 見直し︵ 補助

公 益性公平 性と自 立を基調 とし

いま した︒

金 等交付規 則︑各 種研修行 事等

の 推進

公 募委員の 登用拡 大と会議 公開

制 度の導入 ︵その 他委員︶

都 市農村 交流事業

に努 めまし た︒

住民 の生活 に密着し た事業 の拡充

を進 めていま す︒

地 域防災 関連事業
交 付規則事 務取扱 要綱の制 定︶

参 加助成基 準の改 正︑補助 金等
補 助金︑負 担金の 見直し︵ 廃止

議 会本会議 ︑常任 委員会議 事録
の ホームペ ージ公 開

広域行政の推進

課題へ の具体 的な取り 組みを 進め

ていま す︒

現 状の広域 行政組 織におい ては︑
目 横断的経 営安定 対策に対 応し

検討 中のもの が多い ものの︑ 新た

を金額 で推計 し表示で きるも のを

まち づくり 重点事業 項目の 成果

て 農地貸付 を先行 実施

まとめ ると︑ 継続事業 を含め ３年
間で 億３千 万５千 円の事 業が

ます︒

現 状の広域 行政組 織の見直 し

を進 めていま す︒

な取 り組みと して北 海道との 連携
によ る観光・ イベン ト等の広 域化

法 定外公共 物等の 農地貸付 ︑品

法 定外公共 物登記 事務実施

母 子センタ ー︶設 置

生 涯学習総 合セン ター分館 ︵旧

物 譲渡申請 の実施

未 利用財産 の処分
町 有財産現 況調査 と法定外 公共

救 急救命 業務
環 境保全 事業

件中

交 付金事業 の整理 ︵１件廃 止︶

件脱会︶

義 務外負担 金の見 直し︵

５ 件︑縮小 件︑ 事業費補 助等
へ 移行７件 ︶

●健 康づく り事業
子 育て支 援事業
※詳 細は︑ まちづく り重点 事業の
ホ ームペ ージの新 システ ムへの

項目 に掲載
移 行︵き め細かい 情報提 供︑申
請 書類ダ ウンロー ドなど サービ

︻自主財源の確保︼
税 の収納向 上を図 るための 役場

議会・委員会の定数・
報酬等の見直し

︵網 走 市 外 三町 障 害 程 度区 分 認

新 たな広域 連携の 検討継続

花と 緑と交 流のまち づくり 事業

﹁きよ さと元気 づくり 事業﹂

を目標 に事業 を実施し ていま す︒

〝に ぎわいと 交流の まちづく り〟

︻清 里まるごと元気ブ ラン
ド 化事業︼

まちづくり重点事業

定 審査会の 設置︶

237

内組 織の強化 や︑徴 税等の滞 納予
防措 置を図る 条例の 制定︑使 用料
や手 数料の見 直しを 行いまし た︒
税 等既存財 源の確 実な確保 と住

︻ 議会︼

大限 に活かし ︑町民 と行政が とも

清 里町が持 つ特性 や可能性 を最

まちづくり重点
事業の推進

議 会改革特 別委員 会が設置 され︑
議員 報酬の引 き下げ ︑期末手 当加
算措 置の廃止 が行わ れました ︒さ
らに 議員提案 により ︑次回平 成
名に削 減されま す︒

13

ス 拡充︶

財政構造改革の推進
︻使用料・手数料 ︼
受 益者負 担を原則 とし︑使 用料・
手数 料の見 直し方針 に基づ き︑新

義 務に関す る措置 条例を定 め︑

民 参加協働 型事業 財源の確 保
︵ 町税 等 の 優良 納 付 者 の権 利 と
滞 納者︑未 納者に 対する行 政サ
ー ビスを制 限︶

名から

年４ 月の一般 選挙か らは議員 定数
が

議 員提案に よる定 数条例の 改正

︻町有財産の有効活 用︼
法 定外公共 物の国 からの譲 渡に

名 に改正 ︶

19

たな 導入と 改定を行 いまし た︒
新 たな使 用料・手 数料の設 定︵斜
里 岳山小 屋︑江南 パーク ゴルフ
場 使用料 ︑ごみ処 理手数 料︶
下 水道使 用料の改 正
温 泉施設 入浴料の 改正

名を

︵次 回一般 選挙から 適用し ︑現行
11

伴う 申請・登 記︑品 目横断的 経営

11

148

30

安定 対策に対 応する 農地貸付 事務

14

各 公共施 設使用料 の改正
保 育料の 所得階層 区分の 改正

14

33

源や 農村景 観を活か した事 業の展

農・ 商・観 光事業の 推進と 観光資

を中 心に各 種事業を 展開し ︑また

農 産物処理 加工施 設整備と して

小 屋等の観 光施設 の整備

江 南パーク ゴルフ 場︑斜里 岳山

各 種事業の 展開

き よさと観 光協会 のＮＰＯ 化と

みま した︒

練や 避難所用 の備品 整備に取 り組

業の 充実︑災 害時に 備えた防 災訓

進す るための 各種福 祉サービ ス事

化の 導入︑福 祉のま ちづくり を推

訪 問看護ス テーシ ョン設置 事業

低 肺機能者 経費助 成事業

開 催︶

グ 機器整備 ︑その 他各種講 座の

づ くり講座 ︑予防 用トレー ニン

子育 て支援 センター の設置

︵社 会福祉協 議会運 営︶

子育 てサポ ートセン ター事 業

メダ カの学 校︶

子育 て支援 事業︵た んぽぽ 広場︑

45,190

66,312

141,672
●きよさとみんな健康事業

24,136

24,535

26,552

75,223
431,543

105,323

71,289

608,155
1,500

1,350

1,400

4,250
651,276

404,456

276,643

1,332,375

【清里いきいき安全安心まちづくり事業】
●地域パートナーシップ事業

●きよさとの未来を託す人づくり事業

●その他地域活性化対策

総合計

具購 入︶

補修 ︑備品 整備︶
中学 校改築 事業︵外 構工事 ︑器

第６ 次社会 教育中期 計画の 策定

個 別予防接 種事業 ︵風しん ・麻
し ん予防接 種︑高 齢者イン フル

と事 業の推 進

エ ンザ予防 接種︶

省 エネルギ ー対策 の実施︵ 地球

ペ ットボト ル減容 器改造事 業
ご み処理有 料化導 入事業

温 暖化防止 実行計 画の展開 ︶

郷土 資料館 の改修

有 害鳥獣捕 獲残滓 処理事業

通 学バスの 一般乗 合による 地域

﹁その 他地域活 性化対 策﹂

自 主防災組 織化の 全町展開 に向

デ ル自治会 での防 災訓練︑ 緊急
避 難所用の 備蓄資 材・備品 整備︶

防 災訓練︑防災備品 整備事 業︵モ

北海 道移住 協議会へ の参加

推進 協議会 ︶

山村 留学事 業︵緑地 域山村 留学

業﹂へ の登録 などの関 係機関 と連
携した 事業を 展開して います ︒

北海道 ﹁北の 大地への 移住促 進事

定住 ・移住 の促進を 図るた め︑

け て検討

北海 道﹁北 の大地へ の移住 促進

事業 ﹂との 連携

地産 地消で 豊かな給 食特区 ︵学

保育 所に給 食提供︶

﹁きよ さとの 未来を託 す人づ くり
事業 ﹂

事業 を推進す るため ︑なかよ しク

校給 食セン ターから 清里・ 札弦

救 急車への 患者監 視モニタ ー設
Ｄ ︶整備
公 共施設Ａ ＥＤ整 備︵トレ セン

ラブ 事業の充 実︑子 育て支援 セン

に ２つ設置 ︶
﹁きよ さとみ んな健康 事業﹂

清里 町おも いやり運 送特区 ︵セ
ダン 型等の 一般車両 による 障が

※この記 事に関する詳 細は
総務課 自立計画係へ
電話２ ５︱２１３１

い者 等への 有償送迎 サービ ス︶

ター の設置︑ 第３子 以降保育 料支

第６ 次社会教 育中期 計画の策 定︑

援な どの事業 を展開 していま す︒
ま た︑学校 施設の 整備・改 築︑

さら に清里高 校総合 支援対策 事業

学 童保育事 業︵な かよしク ラブ

妊 婦健診や 母親学 級などの 母子

事 業︶

保 健事業
導 事業

を継 続して推 進して います︒
健 康づくり 総合対 策事業︵ 健康

嘱 託栄養士 の雇用 による栄 養指

ます ︒

重点 をおき各 種事業 を実施し てい

健 康づくり 総合対 策事業を 始め︑
住民 の疾病の 予防の ための活 動に

少 子時代に 対応し た子育て 支援

置 ︑救急車 搭載除 細動機︵ ＡＥ

よ るサービ スの推 進

地 域包括支 援セン ターの開 設に

清里 高校総 合支援対 策事業 ほか

産 品開発 委員会︑ 清里
町 コミュニ ティ開 発機

心 ま ち づ く り 事 業︼
〝い つまで も夢を持 ち︑
安心 して住 み続けた いま
ちづ くり〟を 目標に 事業
を実 施してい ます︒
﹁地域 パート ナーシッ プ
事業 ﹂
地 域担当職 員制度 の導
入︑ 地域活動 窓口担 当の

交 通の確保

構 ほか︶

花 と緑と 交流のま ちづく り事業

開︑ 施設の 整備に取 り組み ました︒

30,170

生涯 教育専 門員の配 置

●きよさと安全安心まちづくり事業

第３ 子以降 保育料支 援事業

24,232

各 種検診事 業︵結 核・肺が ん検

15,000

診 ︑基本健 康診査 ︑乳がん 検診︑

9,232

清 掃センタ ー焼却 炉改修事 業

0

最 終処分場 整備調 査測量︑ 地質

853,532

焼 酎工場施 設を増 設

180,553

行 政と民間 の協働 による新 たな

185,630

に よる各 種フォー ラム︑ 都市農

487,349

村 交流︑ ウォーキ ング︑ 中高校

478,843

小学 校整備 事業︵各 学校の 施設

96,090

脳 ドック検 診ほか ︶

218,826

調 査︑基本 設計

163,927

取 り組み︵ 商工会 むらおこ し特

478,843

生 海外派 遣研修な ど

96,090

︻ 清里いきいき安全安

218,826
●きよさと元気づくり事業

設置 ︑まちづ くり地 域活
動推 進事業 交付金規 則の
制定 により 住民自治 活動
の推 進に取り 組みま した︒
地 域担当職 員制度 導入
地 域活動窓 口担当 設置
ま ちづく り地域活 動推
進 事業交付 金規則 制定
﹁きよ さと安 全安心ま ち
づく り事業 ﹂
環 境と人 に優しく ︑安
全に 安心し て暮らせ るま
ちづ くりを推 進する ため︑
ご み処 理 関係 施 設の 整
備・ 改修やご み処理 有料

２００７．３
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163,927
【清里まるごと元気ブランド化事業】

計
合
18年度予算
17年度決算
16年度決算
推進事業名

※単位：千円

まちづくり重点事業により推進された事業費（図２）

274

600

200

249

661

679

平成17年度

平成18年度

836

890

平成14年度

平成15年度

平成16年度
平成11年度

平成12年度

平成13年度

729
907
867
936

かあり ませんが︑来 年度から
ではな く︑今すぐの 取り組み
が大切 になりますの で︑ご協
力をお 願いします︒

燃やせるごみ・燃や
せないごみの分析を
行いました

昨年 月と 月に 燃やせる
ごみと 燃やせないご みの排出
内容を 分析しました ︒
燃や せないごみの 排出結果
では︑ 燃やせないご みと資源
ごみの 混入が４％ず つ見られ
ました ︒また︑燃や せるごみ
全体の 約 ％が生ご みであり︑
そのほ とんどが水分 を十分切
られて いない状態で した︒水
分が多 いと焼却炉の 焼却温度
が低下 し︑ダイオキ シンを発
生する 危険性がある ことはこ
れまで も広報紙など によりお
知らせ しているとお りです︒
12

229

400

10

40

388
427
800

次に燃やせ ないごみの排 出
結果ですが︑ 燃やせるごみ が

今一度︑﹁生 ごみはコンポ ス
ターや生ごみ 処理機を使用 す
る﹂こと︒コ ンポスターな ど
で処理できな い場合は﹁完 全
に水分を切っ てから燃やせ る
ごみとして出 す﹂ようご確 認
ください︒
また︑冬期 間は燃やせる ご
みに占める生 ごみの割合が 増
加します︒冬 場であっても し
っかりとした 管理によりコ ン
ポスターは使 用できますの で︑
使用方法をご 確認ください ︒

今年度は︑全体的にごみの排出量が増えています
今一度︑ごみの減量について皆さん一人ひとりが考える必要が
あります

17

368
1000

ごみの排出量が増え
ています
各年度のご みの排出量を 比
較︵図１︶す ると︑有料化 を
開始した平成 年度は減量 効
果が大きく︑ 排出量はこれ ま
でで一番少な い結果になり ま
した︒しかし 今年度は︑昨 年
度を超える量 になることが 推
測されます︒
今一度︑ご みの減量に向 け
て皆さん一人 ひとりが考え る
ことが必要と なっています ︒
平成 年度 は残り１ヶ月 し
18

480
438
534
570
1200

157

454

ごみ処理
有料化

287

312
1400

古着・古布
回収開始
清掃センター
改造工事

1600

年度 別 の ごみ 排 出 量 比較
（図１）

粗大ごみ
有料化
指定ごみ
袋制導入

資源ご み
収集開 始
農家地 区
収集開 始
単位：ｔ

150

資源ごみ量
不燃ごみ量
可燃ごみ量

※平成１8年度の数値については、年度途中のため４月〜１月までの実績から推測した数値です。

6
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ご み の量 が増 加 傾 向 にあります
ごみの量が増加傾向にあります

ごみの量が増加傾向にあります

ダイオキシン類の
測定結果が出ました

年

のために は︑生ごみの 水気切

りや堆肥 化︑ごみの分 別を進
めること が大切となり ます︒

今後も 安全な基準で ごみが

月に行っ た平成

度の ダイオキシン 類の測定結

焼却処分 できるよう︑ 町民の

昨年

果は ︑昨年度と同 様に国の基

0.31

2.3

0.69

焼

却

灰

3ナノグラム

0.032

0.033

0.008

壌

1000ピコグラム

1.0

0.61

0.017

水

10ピコグラム

0.0012

0.012

0.0013

壌 … 清掃センター付近の江南牧場の土

土

流

排

ガ

ス … 清掃センターから排出される煙

焼

却

灰 … 焼却したごみの燃えかす

放
流
水 … 最終処分場で処理した水
ナ ノ グ ラ ム … 10億分の1グラム（0.000000001グラム）

ピ コ グ ラ ム … 1兆分の1グラム（0.000000000001グラム）

（50ｍプールに対して水滴ひとつ分）

（東京ドームに対して角砂糖ひとつ分）

る ような物は極 力買わない﹂﹁ 使い捨て
商 品は避け︑長く使え る物を買う﹂
﹁い
ら なくなった物 はフリーマー ケットな
ど を利用する﹂ など︑リサイ クルの前
に ︑減量化を心 がけてくださ い︒

皆さんの ご協力をお願 いしま
す︒

10ナノグラム

放

ごみ処理 に関する詳細 と質問
町民生 活課生活環境 係
電話 ２５︱３５ ７７
清掃セ ンター
電話 ２５︱３３ ６３

準を 大きく下回り ︑安全性が
確認 されています ︒

ス

６％ 混入しており ︑生ごみも見 られま
した ︒また︑資源 ごみが ％混 入して
いま したが︑資源 ごみを燃やせ ないご
みと して出すのは ︑汚れがひど く除去
でき ないものに限 ります︒今一 度︑皆
さん の排出方法が 正しく守られ ている
か︑ ご自身でご確 認ください︒

ガ

ダ イオキシン類 の発生抑制

ダイオキシン類測定結果数値表

ごみステーションの管理は
一人ひとりのマナーから

18
排

土

２００７．３

広報きよさと

7

10

平成12年度 平成15年度 平成18年度
国の基準値
測 定 項 目

資源ごみの﹁リサイクル﹂
は無料ではありません

最終処分場やストックヤード、費用対効果に
関する詳細は、町民生活課生活環境係にお問
い合わせください。

ごみ収集日以 外にごみを出 している
方 がいます︒ご みは収集当日 の午前８
時 分までに出 してください ︒
また︑ごみを 収集する際に 分別の仕
方 が悪く︑収集 できないごみ について
は ﹁注意書き﹂ を貼っていま す︒注意
書 きの指示に従 って︑再度︑ 分別した
う えで出される ようお願いし ます︒

清里町では、平成21年度で現在の埋立処分場
（最終処分場）が満杯となる見込みから、「清
里町地域循環型社会形成推進地域計画」を策
定し、新たな「一般廃棄物最終処分場」の整
備計画を進めています。

30

また、今後、新たに容器包装紙（紙類）の資
源化を導入するため、平成19年度に「ストッ
クヤード」の増設を予定しており、より一層
のごみ減量と資源化を推進します。
これら整備計画は、町単独で整備する場合や
処理委託した場合など、様々な観点から費用
対効果や利便性を比較・検討したなかで進め
ています。

26

斜網ブロックでは、ごみ処理広域化基本計画
を策定し、処理の広域化を検討していますが、
埋立施設となる最終処分場は、各市町村が独
自で整備することとしています。

資 源ごみの量も 増加していま す︒資
源ご みは︑再び資 源として生ま れ変わ
る一 方︑リサイク ルするにも処 理料や
輸送 料などのお金 がかかります ︒リサ
イク ルしているか ら資源ごみを たくさ
ん出 しても良いの ではなく︑﹁ご みにな

「一般廃棄物最終処分場」と
「ストックヤード」
の整備に向けて
計画を進めています

町の話題を紹介しています。
皆さんの身近な情報をご連絡
ください。
連絡先
企画財政課広報広聴係
電話 ２５−２１３６

日︑﹁介護 老人保健 施設

吉田ミユキさんの
百歳を祝いました
１月

中体連スケートで︑清中２年の
松井宏佑くんが全国大会に出場

清里中 学校２年 生の松井宏 佑くん︵ 水元町第２ ︶が︑

位︑

苫小牧市 で行われ た中体連ス ケート全 国大会に出 場し︑

男子１ ５００ｍ

入所者 の皆さん が集まり お祝

井くん は︑１月に 韓国

を残し ました︒ま た松

ると﹁昔 ︑ミシン の学校へ 通っ
全国米 麦改良協 会が主催す る
﹁ 全国麦作共 励会﹂の個人の 部で︑ ていたこ ともあり ︑今でも 手先

いうこ ともありこ れか

松井 くんは２年 生と

１月

人︑２ 月４日には 斜里

人が出場 したスピ ードスケー トの

日に町内 の小中学生

郡三町の 小中学生

競技大 会が町営リ ンク

で行わ れました︒

今年 はシーズン 当初

の悪天 候により︑ 例年

に比べ るとリンク の使

用開始 が大幅に遅 れた

ため︑ 選手の皆さ んは

練習期 間が短いな かで

の大会 となりまし たが︑

日頃の 練習の成果 を発

揮しよ うと力いっ ぱい

滑って いました︒

8
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きよさと ﹂で︑こ の日に百 歳を
むかえた 吉田ミユ キさんの お祝

いするな か︑町か らの記念 品が

ソウル 特別市で行 われ

位の 結果

橋場町長 から手渡 されると ︑吉

季スポ ーツ交流大 会に

を動かす ことが好 きで細か い作

らの活 躍が大いに 期待

日本派 遣団員とし ても

三上博由 さん
︵ 神威西︶が農林 水産大臣 賞を受賞 し︑２月１ 日に

業をして いる﹂と 話し︑職 員か
むことが 日課のよ うになっ てい

出場し ています︒

東京都で 行われた 表彰式に出 席しまし た︒
人と 一緒に︑ 小麦の生育 に関

する研究 のため︑ 畑の温度や 茎数など を細かく 調査︒農業 改良

ます﹂と 説明があ りました ︒

三上さ んは︑町 内の農業仲 間

普及セン ターによ り﹁秋まき 小麦生育 清里スタ ンダード﹂ とし
て集約さ れたもの を︑自身が 耕作して いる神威 地域の現状 と照
ら し合わ せなが ら研究 に取
り 組んだ 結果︑ 天候に 左右
さ れずに 収量を 確保し ︑さ
ら に品質 の高い ものを 生育
す る独自 の技術 を確立 しま
し た︒
三上さ んは﹁ 麦の生 産は
地 域全体 での取 り組み が必
要 不可欠 ︒多く の仲間 のお
か げで地 域に貢 献でき た︒
ま た︑表 彰式な どでは 北海
道 清里町 を大い にアピ ール
で き たこ と もう れ しく 思

43

20

う ﹂と話し てくれま した︒

124

28

悪条件を乗り越えてスケート大会

されま す︒

吉田さ んに長寿 の秘訣を 尋ね

した︒

た第５ 回日韓青少 年冬

３００ ０ｍ

13

田さんは 笑顔で受 け取って いま

い会が行 われまし た︒

18

25

らも﹁施 設で使う おしぼり を畳

三上博由さんが農林水産大臣賞を受賞

まちの話題

日︑プ ラネット

で︑約

人

よる アトラク ションが行 われまし た︒

表彰 式と清里 フォークダ ンス同好 会に

参加と協働のまちづくりに向かって住民大会
２月
回ま ち

ま た︑札幌 市南区澄川 地区連合 会長

防災 力を高め よう︱災害 時に助け 合う

の大 石昇司さ んを講師に 迎え﹁地 域の

教員 によるオリ ジナルの 合唱曲︒続 い

自主 防災組織 ﹂と題して ︑安心安 全で

八 木沢組合 長は︑﹁商売 ではある もの

ぞれ の店舗に 掲示してい ます︒

の︑ 飲酒運転 は︑した人 だけでな く家
こ れは︑昨年 ︑福岡市 で起きた幼 児

理解 を得たい ︒従業員へ も徹底し た指

ヤー の利用や 家族の送迎 協力など 客の

族や 地域︑店 側にも影響 がでる︒ ハイ
３人 が死亡する 飲酒運転 事故の悲惨 さ

酒運 転で検挙 されていま す︒家族 や友

町 内外を含 め︑年に数 人の町民 が飲

導を 行う﹂と 話してくれ ました︒
自ら が積極的に 飲酒運転 の撲滅に取 り

人︑ 同僚など を含め︑飲 酒運転は ﹁し

組む ことを検討 ︒今年１ 月

店舗全 ての理解 を得て︑斜 里

しく 飲食し楽 しい会合を 開いてほ しい

で組 合

警察 署との連携 のもと啓 発ポスター を

と思 います︒

ない ﹂
﹁さ せない﹂こと を実践し ︑美味

日の総 会

則強 化などもあ り︑酒類 を扱う料飲 店

が各 種報道によ り伝えら れ︑また︑ 罰

まし た︒

啓発 するための ポスター を自ら作成 し

が飲 酒運転の撲 滅に向け て︑各店舗 で

清 里料飲店組 合
︵ 八木沢武志 組合長︶

飲酒運転の撲滅へ︑
料飲店が啓発ポスターを作成

日となりま した︒

参加者みん なで考え る一

で向こう三 軒両隣﹂ を︑

家と地域︑ みんなの 協力

づくりに向 かって︱ 我が

協働による 自主防災 組織

のテーマで ある﹁自 覚と

が行われま した︒今 大会

めに実践的 な内容の 講演

住み良い地 域をつく るた

て今 年度の花壇 ・ガーデ ンコンテス ト

オ ープニング は︑江南 小学校の児 童︑

づく り住民大会 ﹂が行わ れました︒

の町 民の皆さん が参加し ︑﹁第

240

作成 し︑近隣町 村に先駆 け組合員そ れ

日︑道道 摩周湖斜里 線か

かんじきを履いて︑
冬の神の子池を探索

２月

名の参加 によ

ら神の子 池までの 往復４キロ を︑

かんじき を履いた

り雪上ウ ォーキン グを行いま した︒

これは ︑身近に ある景観資 源を

再発掘し ようと︑ 冬は閉ざさ れて

いる﹁神 の子池﹂ を見るツア ーと

して昨年 から清里 町商工会が 事務

局として 行ってい ます︒

貴重な 機会とあ って８割が 町外

からの参 加︒動物 の足跡や自 然現

象に関す るガイド の説明を聞 きな

がら雪の 上を歩き ました︒

冬の神 の子池は ︑真っ白な 雪景

色に包ま れた幻想 的な空間を つく

り出して おり︑夏 とは違った 一層

すばらし い景色を 見ることが でき

ました︒

２００７．３

広報きよさと

9

18

97
14

53

29

17
17

日︑
チー ムが参加し ︑

日 の両日︑焼 酎工場前 のふれあ い広場を会 場

全道大会をめざし供雪合戦僑
１月
に︑小学 生の部に ８チーム︑ 一般の部 に
斜 里岳雪合 戦２００７ が
行 われまし た︒
競技は日 本雪合戦連 盟
競 技規則に 基づき行わ れ
る 本格的な もので︑時 間
内 に相手チ ームのフラ ッ
グ を抜くか 相手全員に 雪
球 を当てる と競技終了 に
参加者は 防寒具に身 を

な ります︒
包 み︑競技 開始の合図 と
と もに激し く雪球を投 げ
合 い︑白熱 した試合が 繰
り 広げられ ました︒

人が 集
回清里町女 性

日 ︑トレー ニングセ ン

自治会対抗ミニバ
レーで心地良い汗
２月

チ

ターで自治 会対抗ミ ニバレー ボ
ール大会が 行われま した︒
この大会に は各自治 会より

人が 参加して 白熱した 試

歳以上 の部が緑 町チーム ︒
歳以上の 部が神威 南
チームでし た︒

ーム︑同

女子フリー の部は︑ 上斜里Ａ チ

同

だよ〜グリ ーンだよ 〜チーム ︑

子フリーの 部が緑自 治会いい ん

優勝の栄 冠に輝い たのは︑ 男

同士の親睦 を深めて いました ︒

会場のなか で︑自治 会や参加 者

られ︑笑顔 と笑い声 があふれ る

珍プレー 好プレー も数多く 見

合が展開さ れました ︒

ーム

49

耐寒錬成弓道大会

回 耐寒錬成 弓道大会が 行われま した︒

２月４日 ︑武道館 弓道場で管 内の弓道 愛好家
ま り第

人 が集

四矢二立 の合計８ 射による的 中数が競 われ︑静寂 した

緊張感 のある道場 に矢

を放つ 音が響いて いま

寒さ が身にしみ る冬

した︒

期間で も鍛錬を怠 らな

いこと が上達の秘 訣と

いうな か︑垂石定 一さ

んが一 般男子の部 ︑鈴

木新之 助さんが高 校の

部で優 勝︒小松愛 子さ

んが一 般女子の部 で準

優勝す るなど︑町 内の

方々が 好成績を収 めま

した︒

日 ︑江南の 登山口から 美里まで のコースを 巡る︑

冬を満喫した歩くスキーツアー
２月

今 年２回目 のスキー ツアーが行 われまし た︒

雪景色 のなかで秀 峰斜

里岳やオ ホーツク海 を眺

を巡 るツ

人が参加 し︑

めながら 約

アーには

冬の一日 を大いに満 喫し

ました︒

今回の ツアーは︑ 全体

に勾配が 緩やかで初 心者

でも楽し め︑昼食に はジ

ンギスカ ンを囲みな がら

参加者同 士の交流を 深め

ていまし た︒

10
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18

40

31

11

女性のつどいで熱心な井戸端会議
で 町内の女 性団体会 員約

なり ました︒

をテ ーマに充 実した一日 と

清里 音頭を踊 るなど︑健 康

とし て︑フォ ークダンス や

ま た︑昼食 後の軽い運 動

行わ れていま した︒

プに 分かれて 熱心な討論 が

た説 明があっ た後︑グル ー

べよ う毎日の 食事﹂と題 し

町 保健師か ら﹁楽しく 食

のつ どい﹂が 行われまし た︒

によ る﹁第

まり ︑清里町 女性会議主 催

80

126

13
km

37

32

276

28

２月４ 日︑プラ ネット
97

40

12

27

広場

暮らしの

情

生活情 報

交通災害共 済に加入し
ましょう

交通災 害共済 は︑交通 事故の

万円

100

被害にあ われた 方に︑一 人︑年

円の会 費で２ 万円から

年４月 １日から 平成

までの見 舞金を 贈る制度 です︒

共済期間

平成

後日︑ 交通災 害共済申 込書を

年３月 日まで の１年間
申込方法

円︶を 添えて

配布しま すので ︑自治会 等を通

じて会費 ︵一人

町民生活 課水道 係

お申込み くださ い︒

交通事 故証明 書︑医師 の診断

電話２５ ︱３５ ７７

見舞金を 請求す る場合

書︑会員 証︑印 鑑等が必 要です ︒

500

３１ 19

500

20

第１回清里町議会定例会のお知らせ
平成１９年度予算のほか、条例の制定・改正
や補正予算の審議が予定されています。

詳細

傍聴をお待ちしています

期日

３月７日（水）〜

時間

午前９時３０分〜

議会事務局

電話２５−２１３１

場所

役場３階議事堂

平成１９年４月から国民健康保険加入者の
７０歳未満の方の入院医療費窓口支払額が一部変わります
４月から、７０歳未満の下記に該当される方は、国民健康保険証と限度額適用認定証を提示すると、
医療機関での支払いが自己負担限度額までとなります。入院する場合は、事前に限度額適用認定証の
交付を受けてください。

交付窓口

役場町民生活課医療保険係

札弦支所

上位所得者の世帯
（ 所 得６００万 円 を超 え る 世 帯 ）

一般世帯
（住民税課税世帯）

非課税世帯
（住民税非課税世帯）

→

月額１５０，
０００円を
超える方

→

→

月額８０，
１００円を
超える方

→

→

月額３５，
４００円を
超える方

→

医療機関で国民 健康保険証と
限度額適用 認定証の提示

一つの医療機関での
支払額（保険適用分）

所得区分

緑支所
一つの医療機関で
の支払額（上限）

→

月額１５０，
０００円
総医 療費が５０万円 を超え る
場 合は 超えた 分の１％加算

→

月額８０，
１
００円
総 医療費 が２６万７千円 を超え
る場合 は超 えた分 の１％ 加算

→

月額３５,４００円

※医療機関での支払額には、食事代・テレビ代などは含まれません。
※国民健康保険税が滞納のない優良納税者だけに認定証が交付されます。

詳細
11
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町民生活課医療保険係

電話２５―３５７７

交通事故 のほか ︑自転車 で転

(金)

対 象事故

倒 し怪我を した場 合等も対 象と

な りますの でご相 談くださ い︒

詳細

町民生活 課住民 活動係

電話２５ ︱３５ ７７

転入︑転出時の上 下水
道の手続きを忘れ ずに

転入や転 出︑ま たは住宅 を異

動 される方 は上下 水道の手 続き

が 必要です ︒

町民生活 課水道 係

手 続き場所 ︵電話 可︶

札弦セン ター

緑センタ ー

円が必 要です︒

600

手 数料
転入や住 宅異動 の場合は 手数

料 として

詳細

日

町民生活 課水道 係・下水 道係

電話２５ ︱３５ ７７

３月 ５日

水道の水質検査計 画書
を縦覧します

午前 ９時〜 午後５時

平成 年 度清里 町簡易水 道の
水 質検査計 画書を ︑次のと おり

期間
23

縦 覧します ︒

時間

町民 生活課 水道係窓 口

〜３月

場所

詳細

(月)

19

飲 用井 戸 の 水質 検 査 の受
け 付け を 行っ てい ま す
飲用井 戸の水 質検査を 希望さ
れる方は ︑次の とおりお 申込み

税 情 報

以下の原 動機

軽自 動車 を 取得 ・手 放さ れ
た方 は申 告をお 願い しま す
軽自動車 ︵
付 自転車︑ 農作業 用特殊自 動車︑
小 型特殊自 動車等 ︶を売買 ・廃

12
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ください ︒

円

申込手続 きに必 要なもの
印鑑
手数料 ８千

必ず申告 をお願 いします ︒

車 された方 は︑申 告が必要 です︒

検査月日
毎月一 回検査 を行って います
申 告に必要 なもの

ので︑希 望され る方は事 前にご
連絡くだ さい︒
新たに所 有する 場合
車名︑形 式︑車 体番号︑ 原動
機番号︑ 排気量 ︑所有者 の印

詳細と申 込先
町民生 活課
生活環 境係・ 水道係
鑑
廃止の場 合

電話２ ５︱３ ５７７

所有者の 印鑑︑ ナンバー プレ
ート
企画財政 課税務 係

詳 細と届出 先
電話２５ ︱２１ ３６

試験的に一 部の街灯を
休止します
３月上 旬より ︑交通安 全や防

対 象者

対象とな る方は 期間内に 申請
手 続きをし てくだ さい︒

通 院交通費 を助成 していま す︒

町では難 病者等 の方に対 して︑

申請 を 受け 付け ま す

難病 者 等 通院 交 通費 助 成

福祉情報

犯上︑必 要がな いと思わ れる一
部の街灯 を試験 的に休止 します ︒
その後︑ 問題が なければ ︑使用
の中止ま たは必 要に応じ て撤去
しますの で︑皆 さんのご 理解と
ご協力を お願い します︒
また︑ 休止街 灯は﹁休 止中﹂
の表示を 行いま すが︑支 障が生
じること があれ ば︑ご連 絡くだ
さい︒
詳細と連 絡先
町民生 活課住 民活動係
電話２ ５︱３ ５７７

申告場所 役場１階小会議室または網走税務署

申告期限 ３月１
５日（木）まで

電話２５−２１３６

企画財政課税務係

詳細

確定申告の受け付けを行っています
平成１８年分所得税

125
cc

次の証明 書の交 付を受け てい

選挙管理委員会事務局（総務課総務係） 電話２５−２１３１
詳細

福祉センター大ホール
立候補届出の用紙等を当日配布します
場所
その他
３月２０日（火）
午前１０時〜
期日
時間

大切な一票を生かしましょう
選挙期日
４月２２日（日）

清里町長・清里町議会議員選挙立候補届出の
事前説明会を開催します

925

平成１８年分所得税の還付申告・確定申告の受け付けを行っています。まだ、申告をされていない方
は忘れずに申告してください。

■確定申告が必要な方（主なもの）

・事業をしている方、不動産収入のある方、不動産や株を売った方
・２ヵ所以上から給与を受け取っている方

■確定申告で必要なもの（主なもの）

・印鑑
・給与所得のある方は給与源泉徴収票、年金所得のある方は年金源泉徴収票
・社会保険料控除のある方は、金額のわかるもの
（任意継続社会保険料、介護保険料、国民健康保険税など）
・国民年金保険料を支払った方は国民年金控除証明書
・生命保険料控除、損害保険料控除のある方は各支払証明書
・医療費控除のある方は医療費、薬代の領収書
・障害者控除を受けようとする方は、身体障害者手帳または障害者控除対象者認定書
（要介護認定された方は障害者控除や障害扶養控除の対象となり証明書が必要です
証明書の発行については、保健福祉課社会福祉係 電話２５−３８５０にお問い合わせください）
・還付申告の場合は還付口座の金融機関名、口座番号が分かるもの（本人名義に限ります）

■町営住宅は、所得に応じて
４段階の家賃制度が設定されています。
（詳細については、申込時にご説明します。）

申込期間

３月 １日 (木) 〜 ３月１４ 日(水 )

新築住宅
▲町営住宅
はごろも団地

１２戸

羽衣町第１

２ＤＫ

16,100円〜 26,700円

■設備
■入居資格

ユニットバス／水洗トイレ
ＴＶ・ＢＳ放送共同受信アンテナ
駐車場を設置しています。各戸につき１台分です。

既存住宅
▲町営住宅
さくらんぼ団地
札進団地

青葉団地

93‑36号 新

町 ３ＬＤＫ

20,500〜

33,900円

259号 札弦町第２

２ＤＫ

3,000〜

8,300円

268号 札弦町第２

２ＤＫ

3,000〜

9,600円

272号 札弦町第２
242号 緑
町

２ＤＫ
３ＤＫ

3,000〜
4,400〜

9,600円
14,600円

244号 緑

町

２ＤＫ

4,000〜

13,300円

245号 緑

町

２ＤＫ

4,000〜

13,300円

▲地域特別賃貸住宅・特定公共賃貸住宅
ふれあい団地

１ＬＤＫ

21,000円 単身向け

リバーサイド団地 92‑602号 羽衣町第１ １ＬＤＫ

21,000円 単身向け

92‑608号 羽衣町第１ １ＬＤＫ

21,000円 単身向け

93‑618号 羽衣町第１ １ＬＤＫ

21,000円 単身向け

93‑619号 羽衣町第１ １ＬＤＫ
92‑634号 羽衣町第１ １ＬＤＫ

21,000円 単身向け
21,000円 単身向け

96‑641号 札弦町第１ １ＬＤＫ

21,000円 単身向け

さっつる団地

98‑658号 羽衣町南

詳細と申込先
13
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２００７．３

建設課管理係

収入月額が基準月額の範囲以内であ
る方
同居親族のある方
（町営住宅については、60歳以上の方
など、単身入居可能な場合もありま
すので窓口にご相談ください
また、地域特別賃貸住宅と特定公共
賃貸住宅については、１ＬＤＫのみ
単身入居が可能です）
住宅に困窮していることが明らかで
ある方
※上記以外にも入居資格がありますの
で詳しくは窓口でご相談ください。

■入居時の注意事項
ペット（犬・猫等の小動物）の飼育
は禁止しています。
駐車場を設置している団地の駐車場
所は各戸につき１台分です。
（ さくら んぼ団 地・ふれあ い団地・リ バーサ
イド団 地・さっつ る団地・はご ろも 団地）

電話２５―３５７２

年 ３月ま

町営住宅の入居者を募集します

る在宅の 方で︑ 平成

でに町外 の医療 機関に通 院︑通

所された 方

特定疾 患医療 受給者証

特定疾 患登録 者証

小児慢 性疾患 医療券

身体障 害者手 帳︵１・ ２級︶

療育手 帳︵Ａ 判定︶

ウ イ ルス性肝炎進行防止対策・

精神障 害者保 健福祉手 帳
︵１・ ２級︶

橋本病 重症患 者対策医 療受給

者証

人工透 析療法 を受けて いる方

世帯の 課税状 況が上限 を超え

支給要件

ない方

助成額

通院先 までの 区間のＪ Ｒ料金
に︑課税 状況に応 じて助 成率︵３

段階︶を 乗じた 額

申請に必 要な書 類

通院交 通費助 成申請書 ︑同意

書︑印鑑 ︑手帳

(木 )

※申請に 必要な 書類は社 会福祉

〜 ４月５日

係にあり ます︒

日

(木 )

受付期間

３月

詳細と申 請先
保健福 祉課社 会福祉係

︵保健 センター 内︶

電話２ ５︱３ ８５０

15

19

日

時

分

移動 献血車 が巡回 します
実施日 ３月
場所と時 間
時

分 〜午前
分

分

分

歳

︶以上 の方︒

歳から

教 育情 報

年 度の貸 付申請を 受け

奨学資金貸付申請 を受
け付けます
平成

日

年 以内です ︒
教育 委員会 生涯教育 課

平日

午前８時〜午前９時
午後５時〜午後６時

廃

止

土曜日

午前８時〜午後５時

廃

止

日曜日・休日

午前９時〜正午30分

廃

止

申込手 続に必 要な書類
申請 書

日

〜４月

年度 在学証明 書
年度 学業成績 証明書

申請 者世帯 の所得証 明書
平成
平成
４月

受付期 間
資金の 貸付

月 に︑それ ぞれ決 定

年額の ２分の １を銀行 振込に よ

５月 と

お 申込みく ださい ︒

の期間 は

過後に 償還が 始まりま す︒償 還

最終 学校を 卒業し︑ １年間 経

に通知 します ︒
奨学資 金の償 還

５月 中旬に 決定次第 ︑申請 者

貸付の 決定

り貸し 付けま す︒

優 秀である 方︒
高等学校

貸 付金額︵ 月額︶

学校 教育係

詳細と 申込先

高等専門 学校

２ 万円

専修学校︵専門課 程︶ ２ 万円

電話 ２５︱ ２１３９

︵プ ラネット

内︶

２万５ 千円

専修学校︵高等課 程︶ １ 万円

１ 万円

上 の学校に 在学中 で学資の 支弁
が 困難であ り︑身 体健康・ 学業

さ んで︑高 等学校 または同 等以

町内に住 所を有 する方の お子

奨 学生の要 件

付 けますの で︑希 望される 方は

(金 )

14
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２００７．３

役場前
午前９ 時〜午 前
時

保健セ ンター 前
午前
札鶴ベ ニヤ前
正午〜 正午
分 〜午後２ 時

コミッ ト前
午後１ 時

歳 未満の健 康な方

ーコ ープき よさと前
午後２ 時 分 〜午後４ 時
対象者
歳以 上
︵ 女子

で︑輸血 を受け たことの ない体
重
歳以 上 の 方 は

までの間 に献血 経験のあ る方︶

︵

(月 )

大学・短 期大学

午前９時〜午後５時

時間外窓口
（ゆうゆう窓口）

18 19

16
10

研究費な ど多額 の学費を 要す

午前９時〜午後５時

郵便

電話２５−２０４０
電話２６−２２６０

清里郵便局
札弦郵便局

詳細

詳細 企 画財 政課 広報広 聴係
電話２５−２１３６

平日

（新町）
平成18年 3月 17日生まれ

変更後

区分

20

佐野幸延さん（上斜里大和）
タオルほか

変更前

山嵜 佑和 ち ゃ ん

３月１９日（月）から郵便の営業時間外窓口（ゆうゆう窓口）を廃止し、
窓口対応ではなく配達・集荷に郵便局から出向くサービスを始めます。
なお、平日の窓口業務や、ＡＴＭのご利用時間に変更はありません。

３月 生まれ

保 健福祉 課社会福 祉係

きよさとっ子

清里・札弦郵便局からのお知らせ
郵便の営業時間外窓口（ゆうゆう窓口）を廃止し、
新たなサービスを開始します
１歳児紹介

わが家の

97

神威南自治会女性部
タオル

64

岩田雅裕さん（札弦町第１）
父の死去に際して３万円

10

清里ロータリークラブ
施設運営に１０万円

︵保健 センター 内︶

山田義市さん（上斜里南）
父の死去に際して１０万円

詳細

特別養護老人ホームへ寄付

４万５ 千円

冨好昭男さん（江南東）
みかん
山田義市さん（上斜里南）
父の死去に際して１０万円

30

10

(火 )
10

60

社会福祉協議会へ寄付

る学校

元谷里女さん（羽衣町南）
ウエス

20

70

40
kg

19

介護老人保健施設へ寄付

40

30

11

20

40

30

10

あ たたかな お気持 ち
ありがとうございます

電話２ ５︱３ ８５０

萱野地区上水道利用組合
地域福祉活動に２ ２ ，１ ５ ２ 円

16

65 45
kg

郵便窓口の営業時間

スポーツ安全保険 の加
入者を受け付けま す

図書 貸出登録証の更新
手続 きをしてください

で︑異 動や進 学等によ り住所 変

図書 貸出登 録証をお 持ちの 方
更され る場合 は︑登録 内容の 更

れる 方

を変 更され る方
ご結 婚で苗 字住所等 を変更 さ

す︒返 し忘れ がないか ご確認 く

用性を 大切にし た特定 銘柄﹁清
里﹂を 真剣に意 識する 必要性が
あるの ではない でしょ うか︒
いま ︑日本で は︑い ろいろな
分野で 効率化︑ 中央集 権化が叫
ばれ地 方はどこ も苦戦 をしいら
れてい るように 見える けれど︑
食を支 える地方 が元気 でなけれ
生き ているか
ば︑安心・安全・喜びの食 生活︑さ
清 里開拓者精 神
わやか 健康生活 は完全 に遠ざか
むか し︑農家 では﹁百 姓に学 ってし まう︒食 を支え る地域で
問はい らねえ﹂ といった 時期が これら のことを 考える とき︑後
あった らしい︒ 今でもあ る県の 継人材 育成に期 待する ところが
農家で はそうい う考えが 残って 大きい と思う︒
いると 聞いてい る︒農家 も国内
３月 は卒業期 ︑進学 するしな
だけの ことを考 えるので はなく ︑ いは別 として︑ 子ども の将来の
外国と の生産条 件の差を 考えた 選択の 幅を広め ておく ことは子
農業を しなくて はならな い時代 どもに とって好 ましい のではな
に入っ てきたよ うだ︒お 隣には いか︒ 上級学校 に進学 したらも
億の 人口をか かえた中 国があ う戻っ てこない という 考え方は
るが︑ 特に水に は恵まれ ていな 捨てて ︑よりた くまし くなって
いため ︑農業生 産環境は 大変な 後継者 になるこ とも十 分に考え
ようだ ︒だから この隣国 の動き られる ︒
によっ て大きく 左右され ると思
清里 は開拓者 精神が 他地域よ
われる ︒
り強く 大きいと 思う︒ この清里
これ からは清 里でも農 地・水・ で育っ た意欲と エネル ギーをも
環境を 将来にわ たり良好 な状態 った子 どもたち が卒業 期を迎え
で保ち 続けられ るように ︑農業 ている ︒地元を 離れる 子どもた
者だけ でなく︑ 地域・住 民等多 ちも大 勢いるけ れど︑ 地元に残
くの人 が力をあ わせて農 業をす ったり ︑戻って 日々地 道な努力
る必要 が出てき ているよ うに思 を重ね ︑さらな る努力 を生み出
う︒そ して農作 物が病気 になら す原動 力になっ ている ︒また︑
ないよ うな土壌 を考えた 新農法 中央に 出て郷里 にエネ ルギーを
を開発 したり︑ 自然にや さしい 送り続 ける子ど もたち もいる︒
化学肥 料や農薬 を考え︑ それら 努力す る﹁清里 人﹂に 心から声
の使用 量を減ら したり︑ 消費者 援をお くりたい ︒
住民の 考えを入 れた農産 物の信

雄

忠

森

藤

スポーツ 安全保 険は︑ス ポー
ツ ・文化・ 奉仕な どを行う グル

新手続 きをし てくださ い︒

ー プの方が 安心し て活動で きる
よ うに作ら れた補 償制度で す︒

ア・地域 活動・ 指導活動 等を
行う５名 以上で 構成する アマ

電話 番号の 変更をさ れた方

進学 ・就職 ・転勤な どで住 所

登録内 容の更 新が必要 な方

チュアの 団体や グループ ︵社

スポーツ ・文化 ・ボラン ティ

加 入対象

会教育関 係団体 ︶

ださい ︒また ︑引越し の際に 誤

※本の 貸出期 間は２週 間以内 で

子ども︵中学 生以下 ︶
・成 人の

って本 を持っ て行かれ る方が い

掛金
円
千

千円

ます︒ どうぞ ご注意く ださい ︒

円

ボランテ ィア活 動
子どもワ イド
指導者

くださ い︒
冊 ︶ひと り

るる ぶ情報 版︵全

電話 ２５︱ ２５８２

図書 館

詳細

ぼに夕 立︵田 辺聖子著 ︶

︵あさ のあつこ ︶楽老抄 ２あめ ん

恵著︶ 風は山 河より第 ４巻︵ 宮
城谷昌 光著︶ ラスト・ イニン グ

譜︵津 本陽著 ︶風姿恋 伝︵唯 川

ために ︵市川 拓司著︶ 獅子の 系

︵綿矢 りさ著︶ぼくの手 はきみ の

日和︵ 青山七 重著︶夢 を与え る

ぷるマ ガジン ︵全

冊︶ま っ

新刊情 報

円

万円

１ 億円

老人クラ ブ

補 償限度額
１人

国内 各地の 旅行ガイ ドブッ ク
を揃え ました ので︑ど うぞご 覧
身体賠償

成人スポ ーツ団 体
千 円
登山等の スポー ツ団体９ 千円

両親が 共働き などで放 課後留

財物賠償
年 ４月１ 日から

60

35

「生涯教育のススメ」

13

50 500
500 800
500

﹁ なかよしクラブ ｣の
利用者を受 け付けます

守になる 家庭の お子さん を対象

平成

日まで

年 ３月

日まで

内︶
電 話２５︱ ２００ ５

︵ プラネ ット

生涯教育 課社会 体育係

平成 年 ２月
詳 細と申込 先

申 込期日

平成

保 険期間

とした学 童保育 事業﹁な かよし
クラブ﹂ の４月 からの利 用者を
受け付け します ︒
３月 末日
にあ

20 19

20

小 学校１ 年生から ３年生

月 額２千円
事業係

97

対象
申込期限

人

※申込用 紙はプ ラネット
ります
定員

学童保育 料
詳細と申 込先
プラネ ット

電話２ ５︱２ ００５

31

15

97

２００７．３
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15

97

30

ひとこと

コ ラ ム

生涯教育専門員

日

午前９ 時

分〜

子育て情報
子育て支 援センターの
行事日程 をお知らせし ます
子育て 支援セン ターで 行う子育

プレママ 教室の日程を
お知らせ します
今月は夜 間開催 の両親学 級を行
い ますので ︑どう ぞご夫婦 そろっ
て ご参加く ださい ︒
なお︑参 加希望 の方は前 日まで
日時

午前

時

分〜

詳細

午後７時 〜

保健 センタ ー

妊婦 疑似体 験︑沐浴 実習等
母 子手帳
保健 福祉課 保健係

持 ち物

内容

３月 ８日

て に関す る行事を お知ら せします ︒ に お申込み くださ い︒
事前の 申込みは 必要あ りません

日

の で︑ど うぞ親子 で参加 ください ︒ 場 所
講座
３月

電話２５ ︱３８ ５０

︵ 保健セ ンター内 ︶

妊婦健診 の日程を
お知らせ します
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健康づくり・子育て
健康づくり
お役立 ち健康相談を
行いま す
検診の 結果など から生 活改善が
必 要な方 に︑保健 師や栄 養士によ
３月

る 健康相 談や説明 を行い ます︒
保 健センタ ー

日時
場所
日時
内 容 ﹁け がの時 の対処方 法﹂

保 健師・栄 養士に よる健康

相談︵ 血圧測定 ・尿検 査・体脂

内容

就学前ま での子 どもとそ

消 防救急救 命士

講師
対 象者

時〜

この記事に関するお問い合わせは、保健福祉課保健係（保
健センター内）までご連絡ください。
電話 ２５―３８５０ ＦＡＸ ２５―２１３７

第一大臼歯は最も重要な歯にもかかわらず、一番むし歯に
なりやすい歯でもあります。
むし歯になりやすい理由として
全て生えるまでに時間がかかり、しばらく歯肉を被った
状態のため、そこに汚れが溜まりやすい。

保 健福祉 課保健係

午前

第一大臼歯のむし歯予防はむずかしい

肪測定 ・食事の チェッ クなど︶

日

妊婦健診 では︑ ご主人も 一緒に
赤 ちゃんの 様子を 見ること ができ
ま すので︑ どうぞ ご夫婦で お越し

第一大臼歯は、妊娠４ヶ月頃から形成がはじまり、出生前
後に歯が硬くなる石灰化が始まります。６歳頃で生え始め
ますが、歯の根元まで完成するのは10歳頃になります。つ
まり、第一大臼歯は10年かけて完成するということです。

30

保 健師によ る身体 測定・

３月

の保護者
身体測 定の日
日時
内容

母子手帳

育 児相談
持 ち物

子 育て支援 センタ ー

分〜
保 健福祉課 保健係

３月 日 午前
保健 センタ ー

時

なお︑受 診希望 の方は前 日まで

く ださい︒
に お申込み くださ い︒
日時
場所

詳 細と申込 先

電話２５ ︱３８ ５０

︵ 保健セ ンター内 ︶

むし歯０（ゼロ）の子どもを紹介します

人

詳 細と申 込先
︵保健セ ンター 内︶
電話２ ５︱３８ ５０

健幸づ くりサークル の会員
を募集 しています
詳細

電話２ ５︱３１ ９２

︵清里保 育所内 ︶

健幸づ くりサー クルは ︑﹁健やか
で 幸せな 人生を手 づくり する﹂こ

円

第一大臼歯が完成するまで

６歳頃から永久歯が生え始めます

10

10

平成19年１月の３歳児健診を受けた対象者のうち、むし歯
の無いきれいな歯を保っていたのは、大野 巧くん（札弦
町第２）、遠藤冬真くん（羽衣町第１）、津田斗真くん
（新町）、小澤舞翔ちゃん（新町）、伊藤萌恵ちゃん（新町）、
黒瀧大介くん（羽衣町第１）の６人でした。
３歳児健診までむし歯０のきれいな歯を保てたのは、お子
さんだけでなく、ご家族の努力のたまものです。

間の歯のなかで最も大きく、噛む力も強い奥歯が６
歳頃に生え始めます。このため「六歳臼歯」と呼ば
れますが正式名称は「第一大臼歯」で、生え替わることの
ない永久歯です。この歯は、その大きさや位置から歯並び
に関して重要な役割を持っており「噛み合わせの鍵」とも
呼ばれています。長い人生のなかで、この第一大臼歯を失
うのが早いほど、口の機能も早く衰えていきます。歯全体
の命運を握っているといっても過言ではないのです。

子どもの頃はあごが成長していないため口の中が狭く、
さらに奥歯のため歯ブラシが届きにくい。
噛む面の溝が深く複雑な形をしており、歯ブラシの毛先
が届きにくい。
奥歯は見えにくく、生えてきたことに気づかない。
これらの例があげられます。
しかし、６歳頃の幼児が自分の歯をきれいに磨くことを憶
えることは難しいと思います。子どもが小学校に入学し、
自立を促すために歯磨きを任せるようになっても、小学４
年生頃までは親の仕上げ磨きが大切になります。

大切な永久歯を守るために

(水)

(金)

と を目標 に活動し ていま す︒入会
を 希望さ れる方は ご連絡 ください ︒
活 動内容
健幸講 座︑花見 ︑バス 旅行︑

千

毎月１ 回

ウォー キング︑ ダンス など
活 動回数
年 会費

15

30

保 健福祉 課保健係

︵保健セ ンター 内︶

詳 細と申 込先

10

16

(木)

(土)

(月)

電話２ ５︱３８ ５０

24

14

26

500

平成１９年

日

３ 月 町民カレンダー
月

25
町民スキー大会
9:00〜
（緑スキー場）

火
26

水

27

木
28 ３月

金
1

土
2

3

お役立ち健康相談
親子遊びの広場
競争入札参加資格
親子遊びの広場
選挙管理委員会
わんぱくジュニア
9:30〜
9:30〜
審査申請受付期限
9:30〜
9:30〜
クラブ 9:30〜
（保健センター） （子育て支援センター） アロマテラピー （子育て支援センター） （役場３階会議室） （清里トレセン）
ポリオ予防接種
教室 10:00〜
いきいき健康セミ
卓球教室
15:15〜
（プラネット）
ナー 13:30〜
19:00〜
（札弦センター） 卓球教室
（清里トレセン） （清里トレセン）
パソコン教室
19:00〜
（エクセル編）
（清里トレセン）
※3月1日まで

4

5

6

7

8

9

10

親子遊びの広場
定例町議会
親子遊びの広場
卓球教室
9:30〜
9:30〜
9:30〜
19:00〜
（子育て支援センター） （役場議事堂）
（子育て支援センター） （清里トレセン）
プラネットステー
いきいき健康セミ
ジ公演 19:00〜
ナー 13:30〜
（プラネット）
（清里トレセン）
卓球教室
プレママ教室
19:00〜
19:00〜
（清里トレセン） （保健センター）

11

12

13

14

15

16

17

親子遊びの広場
町営住宅入居者
確定申告期限
身体測定の日
9:30〜
募集期限
10:00〜
親子遊びの広場
（子育て支援センター） 子育て支援講座
（子育て支援センター）
9:30〜
三種混合予防接種
10:30〜
（子育て支援センター）
15:15〜
（子育て支援センター） いきいき健康セミ
（札弦センター） 三種混合予防接種
ナー 13:30〜
15:15〜
（清里トレセン）
（保健センター）

18

19

20

春分の日

21

移動献血車巡回日
町長・町議会議員
選挙立候補届出事
前説明会 10:00〜
（福祉センター）
親子遊びの広場
9:30〜
（子育て支援センター）

25

26

27

28

お役立ち健康相談
親子遊びの広場
9:30〜
9:30〜
（保健センター） （子育て支援センター）

４月

1

2

3
親子遊びの広場
9:30〜
（子育て支援センター）

22

23

24

親子遊びの広場
水道水質検査計
妊婦健診
9:30〜
画書縦覧期限
10:15〜
（子育て支援センター） もぐもぐごっくん （保健センター）
１歳児相談
離乳食教室
３・４ヶ月児健診
13:00〜
６・７ヶ月児健診 （保健センター）
（保健センター）

29

30

31

親子遊びの広場
２歳児相談
9:30〜
13:00〜
（子育て支援センター） （保健センター）

4

5

6

7

難病者等通院交通
費助成申請期限
親子遊びの広場
9:30〜
（子育て支援センター）

※日程は変更になる場合がありますので、ご確認ください。
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応募意見
「緑清荘の前庭の緑と斜里岳の青
さがきれい」（町内男性、女性）

ＮＯ．９

【景観スポット１００選】
清里町花と緑と交流のまちづくり委員会
の事業として、清里町の恵まれた景観を
再確認し、景観に対する意識の高揚を図
ることを目的に皆さんからの応募形式に
より場所を選定しました。
広報紙や町ホームページに掲載してご紹
介するほか、新たな清里の景観の魅力を
生かした事業を企画しています。

「いこいの広場（清里小前）から見る斜里岳」
応募意見
「緑の芝生と緑の木々で整備された公園の入口から正面に見える
斜里岳の景色が素晴らしい」（町内男性）

︻清里町 観スポット 選︼

「緑清荘から見た斜里岳」

清里町景観スポット紹介

100

・緑清荘

・いこいの広場

ＮＯ．１０
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