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考えよう︑正しい
ごみの分別
私たちが生活するうえで必ず
出てしまう﹁ごみ﹂。
住みよい環境や美しい自然を
いつまでも保つために、ごみの
分別について今一度、考えてみ
ませんか。

その後、適切な方法でリサイ
クルされ、新しい製品に生まれ

次に、ごみ減量のための資源
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これらは、正しい分別や汚れ
の洗浄など、ひと手間かけると
変わることができます。
とは、自然環境への負担軽減だ
けではなく、焼却や埋め立てな
どのごみ処理に係る経費も減り
町民一人ひとりの負担軽減にも
つなげることができます。

ただの﹁ごみ﹂では
なく大切な﹁資源﹂
燃やせるごみや燃やせないご
みに資源ごみを混ぜてしまうと
﹁ごみ﹂として処分しなくては
ならず、﹁資源﹂としてリサイ
クルされません。また、資源ご
みの中に食品などの汚れやにお
いの原因になるものが入ってい
ると、正しく分別されているも
のも汚してしまい、﹁ごみ﹂と
なってしまいます。
日常生活の中でできるごみの
減量化の最も簡単な方法は﹁正

分別されて排出された資源ご

しい分別﹂です。

ごみで多かったのは牛乳パック

ごみの排出のポイントをご紹介

■詳細

みは種類ごとにまとめられたの

処分については、電器店などの販売店にご相談ください。

や汚れたトレイ類などです。燃

電池回収
ボックス

庫、洗濯機、衣類乾燥機、エアコンは回収していません。

しますので、各家庭での積極的

床に置いたり、無理な上積みなどは絶対にしないで

ちに、専門のリサイクル業者に

に入れてください。

やせないごみでは廃プラスチッ

の回収ボックスをご利用になる際は必ずボックスの中

なご協力をお願いします。

ります。

町内各所に設置されている小型家電や、布類・衣類

られました。

■発泡スチロール製トレイ類
発泡スチロール製の食品類の
トレイや梱包材などは、残った
食品やラップ類などとは別に分
別して洗浄したあと、発泡スチ
ロール製のもののみでまとめて
排出してください。プラスチッ
ク製のトレイ類は混ぜないでく
ださい。

ボックスの上に置かないでください

売却され、町の貴重な収入とな

どうして分別が必要
なのか

資源ごみを正しく分別するこ

資源ごみとしてリサイクルでき
たものです。

︻図１︼

燃やせるごみ
83％
燃やせるごみ
燃やせないごみ
12％
65％

ごみの分析を行い
ました
町では年に４回、燃やせるご
みと燃やせないごみそれぞれ約
㎏の内容比の分析を行ってい

ます。その結果︻図１︼による
％、燃やせ

と、分別状況は十分とは言えず、
燃やせるごみでは
％ほどしか正し

％、燃やせないごみ

％の資源ごみが含

燃やせないごみ
4％

ク製容器包装やビン類が多くみ

燃やせるごみに含まれる資源

まれていました。

の中には約

中には約

ります。また、燃やせるごみの

く分別されていないことがわか

ないごみでは

83

考えよう

再利用できず、ごみとして処分
しなければなりません。

資源ごみ
13％

～ 町民課からのお願い ～

正しいごみの分別

資源ごみを分別する
際のポイント
■紙製容器包装
燃やせるごみへの混入が多く
みられます。

﹁紙マーク﹂がついていて、

プラスチックからできていて

ンタ―に搬入していただきますようお願いします。

も、廃プラスチック製容器包装
の対象とならないものの例とし

なお、テレビ、パソコン用モニター、冷蔵庫、冷凍

ては、ハンガー、食品用タッパ

取り外し、横にある電池回収ボックスに入れてください。

ー、歯ブラシ、ボールペン︵燃

また、小型家電に使用されている乾電池などは必ず

やせないごみ︶電卓︵小型家電︶
などです。
正しい分別と、洗浄にご協力
ください。

65

燃やせるごみの構成比
燃やせないごみの構成比
布類・衣類
回収
ボックス

ください。ボックスに入らない小型家電は直接清掃セ

汚れのないものは資源ごみとし
て分別してください。

■廃プラスチック製容器包装

プラのマークがついたものの
みが対象になります。マークの
ついていないプラスチック製品
は対象になりません。
洗浄していないものが多くみ
られます。これでは資源として
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13
23

資源ごみ
23％

■回収ボックスの適切な利用をお願いします

きれいに洗ってください
トレイだけでまとめてください

汚れた容器は必ず洗ってください
間違いやすい例

ボックスの前に置かないでください
☎ 25-3577
町民課町民生活グループ

マークが目印です

皆さんの身近な話題をお寄せください
企画政策課まちづくりグループ

まちの話題

Town Topics

☎ 25-2135

佐藤蕾くんがファイターズジュニ
アの守護神として大活躍！
清里小学校 6 年生の佐藤蕾くん（上斜里中）が、
道内の野球チームで活動する小学校 6 年生で結成
されるファイターズジュニア（道内で 16 名）に

歌謡クラブのリーダーとして会長

ち取り、見事 0 点に抑えました。惜しくも試合に

盟）準指導員、平成２年に SAJ 指

職を 13 年間担うなど、会員の融和

は敗れてしまいましたが、初戦を勝利に導くなど、

導員資格を取得以来、清里町スキー

に努めるとともに、22 年間という

中心選手として素晴らしい活躍を見せてくれました。

協会会員への技術指導や、スキー教

長年にわたり文化連盟役員を担い、

室の指導員として中心的な役割を果

地域のリーダーとして本町の文化振

たすなど、長年にわたりスキー技術

興に大きく貢献されました。

14

日、プラネット研修室において、令和２年

昭和 60 年に SAJ（日本スキー連

１月

ンチの場面でリリーフ登板すると、相手打者を打

度文化賞・スポーツ賞授賞式が行われました。

2 のビハインドで迎えた 6 回、1 アウト満塁のピ

岸本教育長からの式辞の後、町の文化・スポーツ

また、2 試合目となるオリックス戦では、1 対

の発展に尽力された５名の方々に表彰状が贈られ、

ました。

その功績がたたえられました。また、受賞者を代表

は抑え投手として登板。見事チームを勝利に導き

して、文化賞に輝いた林茂男さんが謝辞を述べられ

タメン出場し、１対 0 のリードで迎えた最終回に

ました。

初戦の楽天イーグルス戦では、6 番レフトでス

文化賞

ナメント 2020 に出場しました。

林 茂男さん
（清里町文化連盟）

された NPB（日本野球機構）12 球団ジュニアトー

スポーツ賞

宮本 行雄さん
（清里町スキー協会）

選出され、昨年 12 月末に横浜スタジアムにて開催

令和２年度
文化賞・スポーツ賞に輝いた受賞者

の普及振興に尽力されました。

寄贈いただきました。

今回は新型コロナウイルス感染症の影響で直接

このフレームは、新型コロナウイルス感染症の

任命書を手渡すことはできませんでしたが、引き

終息を願い、日本郵便株式会社北海道支社が作成

続き清里町のＰＲなどを行っていただきます。

したもので、古くから疫病をおさめるとされてい

※写真は前回任命時のものです

る妖怪アマビエがデザインされています。
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スポーツ賞

られ、今回で 4 期目の任命となります（2 年任期）。

町へ「妖怪アマビエオリジナル切手フレーム」を

福田 一成さん
（清里町スキー協会）

岡崎さんは平成 27 年からふるさと大使を務め

理事の井関端野郵便局長はじめ３名が来庁され、

スポーツ賞

町ふるさと大使に任命されました。

12 月 21 日、北海道地方郵便局長会東北見地区

林 夏実さん
（網走南ヶ丘高等学校）

1 月 5 日、清里町出身の岡崎朋美さんが、清里

妖怪アマビエ切手フレームを寄贈

スポーツ奨励賞

春名 伸哉さん
（清里町水泳協会）

岡崎朋美さんがふるさと大使に任命

令和 2 年 8 月 29 日～ 30 日に江

令和 2 年 9 月 26 日～ 27 日に石

平成 22 年から清里町スキー協会

別市で行われた 2020 年度北海道体

狩市の北海道茨戸川ボート場で行わ

会長として、協会運営および教室に

育大会第 75 回北海道選手権水泳競

れた第 40 回北海道高等学校ボート

おける指導など、スキーの普及振興

技大会において、男子 200 ｍ自由

新人大会兼第 32 回全国高等学校選

に尽力されるとともに、平成 27 年

形で 5 位、男子 400 ｍ自由形で 5

抜ボート大会北海道予選会において、

から平成 30 年までは清里町体育協

位に入賞されました。

女子シングルスカルに出場し優勝さ

会会長として、町内スポーツの振興

れました。

に尽力されました。
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皆さんの身近な話題をお寄せください
企画政策課まちづくりグループ

Town Topics

☎ 25-2135

スピードスケート競技大会

まちの話題

清里消防団員表彰状伝達式

1 月 23 日、町営スケートリンクにてスピード

1 月 15 日、プラネットにて清里消防団員表彰

スケート競技大会が開催され、たくさんの子ど

状伝達式が行われました。

もたちが参加しました。

今年は新型コロナウイルス感染症の影響によ

会場に集まった保護者や先生方から大きな声

り出初式が中止となり、分列行進などは行われ

援が送られる中、子どもたちは一生懸命ゴール

ませんでしたが、下記のとおり、分団への無火

を目指していました。途中で転んでしまう子も

災表彰をはじめ、延べ 19 名の消防団員へ各種

いましたが、すぐに立ち上がり、最後まであき

表彰状の伝達が行われました。

らめずに頑張る姿を見せてくれました。

令和 2 年度消防団員表彰状伝達式
表彰者（敬称略）
■令和２年中

無火災表彰

第 1 分団（継続日数 2,592 日）
第 3 分団（継続日数 1,571 日）
■退職消防団員に対する消防庁長官表彰

クロスカントリースキーコースが完成！
1 月 23 日から、旧光岳小学校グラウンドと隣
接農地を活用した、札弦クロスカントリースキー
コースが設置されています。
この取組みは、旧光岳小学校のグラウンドを有
効利用しようと、有志の町民の方々が考案したも
ので、パパスランドさっつるにて受付とクロスカ
ントリースキーの貸出しが行われています。

第２号報償

川筋 淳

功績賞２号
篠田 英司、工藤 一仁、岩井 真一
豊島 孝幸、大澤 俊道
優良賞４号
高尾 安泰、土生 圭、岩瀬 豊秀

■北海道知事表彰
30 年永年勤労章

■斜里地区消防組合表彰規定に基づく表彰

井田 直孝

20 年勤労章

大澤 俊道

10 年勤続章

渡辺 美穂

優良賞３号
増子 博康、西舘 昌宏、新井 大地
特別功労賞

髙橋 幸子

■北海道消防協会表彰
30 年勤続章

井田 直孝

10 年勤続章

渡辺 美穂、岩瀬 豊秀

（共創のまちづくり交付金事業）
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交通安全
冬道の安全運転推進

違法・迷惑駐車の防止

冬の違法・迷惑駐車は、次
のような事の原因に繋がりま
すので絶対にやめましょう。

その他

年も冬本番となり、

狩猟時の事故防止
令和
狩猟をするために山に入る方

○道路を狭くし通行の妨害
○交差点付近での事故原因
も多いと思います。

年になってから降雪

量が多く、気温も高いことか
○歩行者事故などの原因

令和
ら清里町内でもスリップ事故
○緊急車両の活動の妨げ

落氷雪事故の防止

とりの注意が必要です。

狩猟が行われるように一人ひ

狩猟を行いましょう。安全に

が起きないよう法律を守って

い場所もありますので、事故

山奥に入ると電波が通じな

が増加しています。凍結路面
○除排雪作業の妨害

防犯

でもスピードを出して走行す
る人がいますが、危険ですか
らやめましょう。
冬道は路面凍結や吹き溜ま
りなどによる道路障害、吹雪
による視界不良など、事故に
サイバーセキュリティの強化
インターネットの影に潜む

繋がる恐れが高まりますので
慎重な運転をお願いします。
屋根の雪はそのままにして
おくと、氷柱ができたりする

サイバー犯罪の脅威から自分
の身を守りましょう。
ことから落氷雪事故に繋がり

また、大荒れの時は外出を
控えるなど、安全第一を考え
■サイバー安全標語
こまめに屋根の雪を落とす
は周囲を確認して事故が起き

ようにし、雪下ろしをする際

○ 危ないサイトをりようしない

わない

○ネットで知り合った人とあ

ましょう。
日︶

ます。

月

﹁ありのおしらせ﹂

日～

■事件事故発生状況
月
件

件
ないようにしましょう。

態に陥る可能性を示唆してい

襲われました︒十数秒後︑幸

のではないか︑という恐怖に

落して押しつぶされてしまう

が取れず︑このまま天井が崩

すさまじい揺れに全く身動き

ない地鳴りのような轟音と︑

は︑それまで経験したことの

都府の実家で就寝中だった私

来年︑経済や暮らし向きは必

た︒去年より今年︑今年より

界有数の経済大国になりまし

り︑都市が発展し︑日本は世

﹁ヒト﹂﹁モノ﹂﹁カネ﹂が集ま

ます︒東京のような大都市に

面があるのではないかと思い

﹁都市の繁栄﹂の歴史という側

私見ですが︑戦後の日本は

との﹁格差﹂が広がった現在

栄した都市と︑衰退した地方

代が戦後長く続いたことで繁

災禍が比較的少ない平和な時

経済の成長︑そして大きな

めているのだと感じます︒

とを︑改めて私たちに知らし

上に﹁もろい﹂ものであるこ

利で快適な都市生活が想像以

という前提の上で成り立つ便

車で渋滞する道路︒そんなあ

きりなしに電車が発着する駅︑

多くの人で賑わう繁華街︑ひっ

りも直さず︑
﹁都市の繁栄﹂に

迫られていますが︑それは取

これまでの生活様式の転換を

との接触機会を減らすなど︑

います︒
﹁密﹂を避ける︑他人

う未曽有の事態に見舞われて

今︑私たちはコロナ禍とい

に﹁ヒト﹂﹁モノ﹂﹁カネ﹂を

抱えてしまったことで︑地方

契機にある種の限界や矛盾を

﹁都市の繁栄﹂が︑コロナ禍を

げています︒戦後続いてきた

での生活や就業の可能性を広

ト社会の急速な進展は︑地方

するかもしれません︒またネッ

立ち並ぶビルやマンション︑

無し

︵
○人身事故
○物損事故
○ネットに自分の情報をのせ
ない。
○パスワードを他人におしえ
ない
○トラブルがあったとき、大
人にしらせる

して﹁惨状﹂に変わる︙︒

ます︒この点で災禍の種類は

年も経つの
千人以上の人が亡くなった﹁阪

あれからもう
か︑と改めて思います︒１９

異なるものの︑﹁阪神・淡路大

月

神・淡路大震災﹂は︑その非

）年

いにも揺れは収まりましたが︑

ず良くなっていく︑都市での

の日本︒しかし今後は︑コロ

ト﹂﹁モノ﹂﹁カネ﹂が集まる

しばらくしてテレビをつける

生活にそんな明るい見通しを

ナ禍による生活様式の転換で

出来事でした︒

と︑画面には信じがたい光景

持てた時代がありました︒し

都市から地方への人の動きが

分︑京

が映し出されていました︒高

かし︑それと引き換えに地方

期待されるほか︑近年多発す

時

速道路の高架が数百メートル

は﹁ヒト﹂﹁モノ﹂﹁カネ﹂を

た日です︒午前

にわたって横倒しになってい

りふれた都市の光景は︑何事

より便利さや快適さを謳歌し

取り戻すチャンスが巡ってき

不安もそうした動きを後押し

もなければさして印象にも残

てきた都市での日常生活が︑

た︑少し偏屈な考え方かもし

衰退が進んでいきました︒

る大規模な都市災害に対する
キロほどしか離れて

都市に奪われ︑過疎化による

～

る映像︒その場所が︑ここか
ら

らない︑ただの﹁日常﹂です︒

根本的に成り立たなくなる事

知り︑唖然としました︒

その平穏な﹁日常﹂が一瞬に

新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止にも留意し、安全を心
25 日

重品の管理も徹底してください。

25 日

午前 10 時～

車上狙いや置き引きなどの事件が発生するおそれもあるため、貴
25 日

掛けてウインタースポーツを楽しみましょう。

また、スキー場利用時は、コース外を滑ったり、速度を出し過ぎ

※事前に斜里警察署で手続きが必要です。
います︒
（小島）

タイルを築いていきたいと思

を共有する︑そんなライフス

地域を訪れた人とその﹁価値﹂

表現することで︑地域の人や

を見いだし︑自分なりの形で

生活や︑地方にしかない﹁価値﹂

定着し︑地方でしかできない

を経験した一人として地方に

都会の﹁魅力﹂と﹁もろさ﹂

私は若者ではありませんが︑

す︒

定着してほしいと願っていま

私はそんな若者にぜひ地方に

で地方を変えてくれるはずで︑

若者こそが︑それぞれの目線

方の﹁格差﹂の現実を知った

﹁もろさ﹂を経験し︑都会と地

いのです︒都会の﹁魅力﹂と

その後の生き方を考えてほし

い部分を実際に経験した上で︑

都会での生活の良い部分と悪

を経験してほしいと思います︒

を通じ︑一度は都会での生活

ちに︑進学や就職などの機会

私は清里町の若い世代の人た

地方にはない魅力があります︒

それでもやはり︑都会には

きると思います︒

れませんが︑そんな見方もで

初回
講習

25 日

たりなどの危険な行為はおやめください。
11 日

午後 1 時～
10 日

違反等
講習

25 日

常時警戒・自己防衛の意識を心がけましょう。
午前 10 時～

一般
講習

10 日

25 日

両に注意を払い、運転手から自分の姿が見えていないことを考え、

午後 3 時

日︑

９５（平成
17

46

11 日

ることも考えられますので、夜間に野外で活動する際には、通行車
30 分～

11 日

特にナイタースキー帰りの利用客は、疲労で注意力が低下してい
10 日

優良
講習

時間

発生が心配されます。

3月

の利用客が訪れることが予想され、それに伴って交通事故や犯罪の

2月

緑スキー場のオープンに伴い、週末、休日などに町内外から多く

ゆめホール知床（斜里町）
講習場所

震災﹂と﹁コロナ禍﹂は︑﹁ヒ

6

～ 緑スキー場オープン後の注意喚起 ～

運転免許証
更新時講習の日程

3

情さを強烈に思い知らされた

26
1

5

﹁阪神・淡路大震災﹂が起こっ

7

いない神戸市内であることを

60

14

No.23

2021.2 広報きよさと 8
2021.2
広報きよさと
9

50

1

地域おこし協力隊活動レポート

0
2

11

QR コード
斜里警察署ホームページ

3

12

駐在所だより
緑町駐在所 ☎ 27-5011
札弦駐在所 ☎ 26-2050
清里駐在所 ☎ 25-2010

Town Information
くらしの情報広場

日に、第６
☎２５ ２１３５

まちづくりグループ

企画政策課

■問い合わせ

第 次清里町総合計画の
策定状況をお知らせします
■第６次清里町総合計画案の
月

答申を受けました
令和２年
次清里町総合計画策定審議会
の田中会長︵町議会議長︶と
成戸副会長︵自治会連合会会
長︶より、櫛引町長が答申を
受けました。
会長、副会長からは、
﹁うる

きよさと﹂と掲げたまち

おいと温もりで未来を創るま
ち
づくり将来像とあわせて、計
画審議においてコロナ禍の状
況の中でもグループ会議など
を通じて、参加委員による熱
意ある意見交換がされた旨を
伝えられました。
この答申について、町長か
らは最大限答申を尊重して計
画としていきたいとの回答を
行いました。
第６次清里町総合計画につ
いては答申が行われ、住民意
見募集などによる最終調整の
あと、町議会の議決を受けて、
計画策定となります。

すのでご理解をお願いします。

町から町民の皆さんへの
情報発信について
町民の皆さんにお伝えすべ

も美しい村」連合ＷＥＢサイトにて、他の加盟町村

③残高不足で口座引き落とし

令和３年度国民年金保険料の
口座振替前納の申込みについて
国民年金保険料は、一定期

日

カ月

円︵年間
円︶の割引になります。ご

変更すると

当月末引き落しの﹁早割﹂に

通常の口座振替の場合でも、

■その他

振替に切り替わります。

引は適用されず毎月の口座

ができなかった場合は、割

ことにより保険料が割引にな

間の保険料をまとめて納める

登録方法

る﹁前納制度﹂があります︵既

■お知らせメール＠きよさと
左記の登録用メールアドレ

に手続き済みの方は、新たな

き情報は、毎月１日発行の広
せ版および各種チラシでの伝
ス、またはＱＲコードをお読

申込みは不要です︶。

日発行の広報お知ら

達を基本とし、各自治会を通
み取りいただき、空メールを

報誌、

して配布を行っています。

※令和３年度の１カ月の国民

２月

年金保険料額は１万６千
円です。
■申込期限
■申込先

希望の方は、改めての申込み
が必要ですが、早割が適用さ
れるまで２カ月程度かかりま
すので、あらかじめご了承く

金融機関や郵便局、北見年
金事務所、役場町民課窓口

また、クレジットカード納

ださい。
帳・通帳の届出印をお持ち

※納付書または年金手帳・通
■問い合わせ

詳しくは北見年金事務所にお

付による２年前納もできます。

■注意事項

☎２５

２１５７

︵戸籍年金担当︶

町民課町民生活グループ

■問い合わせ

問い合わせください。

ください。

lg.jp
○登録用ＱＲコード

touroku@i.town.kiyosato.

○登録用メールアドレス

お送りください。

このほかに、緊急的にお伝
えしなければならない情報が
ある場合は、各種新聞へのチ
ラシ折込みにより周知する場
合があります。
自治会未加入の世帯や新聞
を購読されていない世帯など
は、状況によってはチラシな

清里町の神の子池で撮影された写真で、タイトル

①通帳届出印の相違などによ

○広報誌に関すること
２１３５

企画政策課まちづくりグループ

☎２５

ぐそこに訪れたいと思わせる作品ばかりでした。

北見年金事務所国民年金課

14,590 円

どれも素敵な村の一場面を切り取った写真で、今す

☎ ０１５７ ２５ ９６３５

15,840 円

どが届かないことも想定され
ます。
このことから町では、より
多くの町民の皆さんに情報を

続きが間に合わない場合が

り登録が遅れた場合は、手
に関すること

ありますので、事前にご確

○お知らせメール＠きよさと

場などの公共施設に備えつけ

総務課管財グループ

お届けするため、広報誌を役
ているほか、町ホームページ

て３月分の保険料が同時に

合は、前納の保険料に加え

②新規に前納を申し込んだ場

認ください。

☎２５

２１３０

への掲載や、お知らせメール
の配信も行っています。
新聞への折込みチラシにつ
きましては、情報の緊急度な

引き落としになりますので、

撮影地：神の子池

■問い合わせ

24

どにより、その都度各課で必

特にご注意ください。

2 年前納

※口座振替日が金融機関休業日（土曜日・日曜日・祝
日）の場合は翌営業日となります。
3,520 円

村特別賞受賞作品「神秘の泉」
ください。

10
広報きよさと
2021.2
2021.2
広報きよさと
11

☎ 25-2135）
4,160 円

「神秘の泉」が村特別賞を受賞しました。「日本で最

の作品とあわせて掲載されていますので、ぜひご覧
■口座振替と現金納付の割引額比較（金額は令和２年度） ■令和３年度国民年金保険料前納の期間
割引額
前納種類
前納期間
提出期日 口座振替日※
区分
口座振替
現金納付
4 月～ 9 月
2 月末
4 月末
6 ヵ月
通常の納付
10 月～翌年 3 月 8 月末
10 月末
0円
0円
（翌月末振替・納付）
1年
4 月～翌年 3 月
2 月末
4 月末
早割（当月末振替）
50 円
－

（企画政策課まちづくりグループ
4 月末

1 年前納

610

2 月末

スト 2020 の結果発表が 1 月 4 日に行われました。
50

︲

4 月～翌々年 3 月

間で行われた「日本で最も美しい村」フォトコンテ
1

︲

2年

810 円

（金）

清里事務局
1,130 円

美しいまち通信

清里町の地域資源
①斜里岳のすそ野に広がる防風林の農村景観
②斜里川が育んだ豊かな水と森林資源
③大規模穀物栽培が育てた循環型農業

26

「日本で最も美しい村」連合
6 ヵ月前納

「日本で最も美しい村」
フォトコンテスト 2020 結果発表！
600

︲

6

12

要性を判断して対応していま

︲

令和 2 年 3 月 10 日から 9 月 30 日までの募集期
︲

︲

15

くらしの情報広場
Town Information
Town Information
くらしの情報広場

税情報

日

から、令和２年

令和２年分の確定申告を
受け付けます
２月
分所得税の確定申告を受け付
けます。
■確定申告が必要な方
○事業所得・不動産所得・配
万円

当所得・譲渡所得がある方
○給与収入がある方で

知カードと運転免許証など
の身分証明書︶

ご自宅での申告書の作成にご
協力をお願いします
国税庁のホームページでは

原動機付自転車などを取
得または手放された方へ

や農作業用特殊自動車、小型

○申告者名義の預貯金口座が
㏄以下の原動機付自転車

することができるほか、申告書

特殊自動車などを取得または

確定申告書を作成し電子申告

を印刷し、郵送により申告す
手放された方は、３月 日

わかるもの︵所得税の還付
金が発生する場合︶
〇﹁確定申告のお知らせ﹂
︵税
ることもできます。

例年、医療費控除について

成のお願い

ケーション税制の明細書作

■医療費控除・セルフメディ

ご自宅での申告書作成にご協

による﹁三密﹂を避けるため、

が、多くの方が来庁すること

イルス感染症対策を講じます

申告会場では新型コロナウ

気量など︶

︵車名、型式、車台番号、排

○原動機付自転車などの情報

︻取得した場合︼

■申告に必要なもの

務署から送付されます︶

は領収書の整理と職員による
力をお願いします。

○所有者の印鑑

○標識︵ナンバープレート︶

︻手放した場合・町外へ移す場合︼

○所有者の印鑑

までに必ず申告してください。

控除額の計算に時間を要し、
日

分～午後５時

～３月

■受付期間
日

午前８時

２月

結果として申告者の皆さんの
待ち時間が長くなっています。

つきましては円滑な申告のた
※土曜・日曜・祝日は除く
○新旧所有者の印鑑

め、ご自宅での﹁医療費控除
役場１階

２月４日

時

分～正午

分

時

分

分

※確定申告は網走税務署でも
受け付けています。

い体重 ㎏︵女性 ㎏︶以上
の方。
歳以上の方は

歳までの間に献血経

ただし、
歳から

験のある方に限られます。
■服薬について

☎２５

２１３６

生活情報
パパスランド︵温泉施設︶
臨時休業のお知らせ
浴室改修に伴い、次の日程
でパパスランドの温泉を臨時
休業とさせていただきます。

ール︶
○ 抗アレルギー薬・漢方薬全般
その他、当日医師の問診に
より献血をお休み頂く場合が
ありますことをご了承くださ
い。

保健福祉課福祉介護グループ

■詳細
可能な薬は下記のとおりです。

３８４７

☎２５

防︶
：通風の発作が無いこと

○高尿酸血症治療薬︵通風予

定していること

○高血圧の薬：当日血圧が安

当日服薬されていても献血

︻持ち主を変える場合︼

医療費控除︵セルフメディ
ディケーション税制の明細書﹂︶

■受付場所・詳細

を超える他の所得がある方
ケーション税制︶の明細書、

の明細書﹂︵または﹁セルフメ

○確定申告を行うと所得税が
■届出先・詳細

■実施日
■場所と時間
○役場前
午前９時～午前
時

○保健センター前
午前

時 分～午後

○コミュニティセンター前
午後

時

歳未満の健康な

時～午後

○Ａコープきよさと前
午後

■対象者
歳以上

○中性脂肪の薬︵コレステロ

らせします。

代理使用を希望される場合は、

ハイヤー利用助成券の交付

します︒

事前に企画政策課まちづくり
促し、福祉の増進や町の活性

を受けた本人が入院などして

■詳細・連絡先

■変更点
時 分

化を図ることを目的として、

いる場合、その本人の看護な

企画政策課
この度、より使いやすい制
度とするため、次のとおり運

該当になる方で、助成券の

12
広報きよさと

除、社会保険料控除、生命
保険料控除、医療費控除な
ど︶を追加する場合
■申告に必要なもの
○令和２年中の所得額のわか
る資料︵源泉徴収票や領収
書、コピー不可︶
○各種所得控除に関する書類
︻社会保険料控除︼
健康保険料・年金保険料・
介護保険料の領収書
︻生命保険料控除・地震保険料
控除︼
支払額などの証明書
︻障害者控除︼
障害者手帳など

（水）

町民課税務・収納グループ

町民課税務・収納グループ

します。これにより、成田空

２１３６

の作成をお願いします。様式

おり整理してください。

いただく場合は、必ず次のと

やむを得ず領収書をお持ち

ウンロードできます。

国税庁ホームページからもダ

医療費のお知らせ、各証明書

還付される方︵所得控除や
︵おむつ証明書︶など

︻扶養控除、
配偶者︵特別︶控除︼

た寄附金の受領証など

寄付先の団体から交付され

︻寄附金控除︼

住宅ローン控除の追加や年
末調整をしていない給与収
入がある方など︶
■ 確定申告が不要な場合でも︙
確定申告が必要な方に該当
扶養親族・配偶者のマイナ
①領収書を個人ごとに分ける。

しない方でも、次の場合は町
ンバーカード︵もしくは通知
とに分け、ホチキス留めし

道民税申告が必要です。
○印鑑︵シャチハタ不可︶
たうえで病院ごとの合計額

②さらにその領収書を病院ご

○ 申告者のマイナンバーカード
を計算する。

カード︶

○給与あるいは年金収入のみ

︵またはマイナンバーの通

○給与収入︵または年金収入︶

の方で、所得控除︵扶養控

ことから、介護施設や高齢者

以外の所得がある場合

ご利用の皆さんにはご迷惑
宅などへの訪問美容が展開さ

起業・新事業創出支援事業
港︵千葉県︶と羽田空港︵東

31

グループまでご連絡をお願い
時 分

町内の高齢者などに対し、ハ

どのために交通移動を行う場

☎ 0152 74 2111

います。

イヤー利用助成券を交付して

な担い手としての活動が期待

企画政策課まちづくりグループ

用変更を行いましたのでお知

２１３５

まちづくりグループ

されるとともに、福祉理美容

☎２５

ました。

合は、配偶者に限り助成券の

交通手段の確保や外出機会を

町では、日常生活に必要な

清里町ハイヤー利用助成券交付事業に
係る運用変更について

方で、輸血を受けたことのな

40

移動献血車が巡回します

をおかけしますが、ご理解と
が期待されます。

れることにより、福祉の向上

日

ご協力をお願いします。
２月
■詳細

３６０１

企画政策課地域振興グループ

☎２５

から、女満別空

女満別空港に成田空港線
が就航しました
日

について、次の事業を認定し

京都︶を使い分けながら関東

時 分

時 分

60

■休業日
※温泉施設のみ休業します
︵売店、レストランは通常
どおり営業︶
■問い合わせ
２２８８

パパスランドさっつる
☎２６
２月
港の新たな定期路線として、

ましたので、清里町起業・新

圏へ移動できるようになりま

成田空港線が１日１往復就航

事業創出支援事業補助要綱第

すので、用途にあわせてご利

起業支援事業の認定を行
いました

９条第５項の規定に基づき、
用ください。

女満別空港発
成田空港着

65

☎２５

女満別空港整備・利用促進

■詳細・問い合わせ

︲

45

代理使用ができるようになり

○女満別空港↓成田空港

女満別空港着

成田空港発

○成田空港↓女満別空港

事業内容などを公表します。
妃佐代︵網走市︶

■申請者
俵谷
■業種
美容業︵美容室 兼 訪問美容︶

■屋号など
HAIR SA L O N B ・ P

︵ヘアーサロン ビーピー︶
■事業の効果

30

︲
︲

協議会事務局

40
2

30

64

（木）

10
4

（火）

士としての活動も見込まれる

２１３５

10

30

70

︲

11
1

16

2021.2

125

☎２５

︻医療費控除︼

（月）

は役場に備えつけているほか、

万円

万円を超

を超える他の所得がある方
○公的年金収入が
える方

400

○公的年金収入の他に

15

（火）

町内における美容業の新た

00 55
55 40
︲

2021.2

16 13

18 16

3

（水）

︲

16

︲

10
︲

広報きよさと
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30（火）

20
20

16

16
︲

くらしの情報広場
Town Information
Town Information
くらしの情報広場

くらしの情報広場

Town Information

Town Information

令和３年度清里町会計年度任用職員を募集します
職種

勤務場所
町公共施設

一般事務職員

業務内容
一般事務

（役場、プラネット '97 など） （書類作成、経理、電話応対、窓口接客応対ほか）

（フルタイム）
一般事務職員

清里町役場

（パートタイム）
特別支援教育支援員

清里小学校・清里中学校

（フルタイム）
学童保育指導員

プラネット '97

（フルタイム）
学童保育補助員

プラネット '97

（パートタイム）

清里保育所

保育士

札弦保育所

（フルタイム）
保健師（フルタイム）

保健センター

作業療法士（フルタイム） 保健センター

一般事務
（書類作成、経理、電話応対、窓口接客応対ほか）
特別支援教育補助・学校教育補助
運営プログラム、業務日誌の作成などの事務、
子どもの遊びや学びの支援などの保育業務
子どもの遊びや学びの支援などの保育業務
保育所での保育業務全般（クラス担当含む）

人数
若干名
1名
4名
2名
5名
6名

健康相談、教育及び各種健診、特定保健指導など

1名

健康相談、心身機能相談など

1名

給料・報酬額

栄養相談、食育教育など

１名

子育て支援センター職員
（パートタイム）
札弦支所事務職員

子育て支援センター
子育て支援センター

焼酎事業事務等職員

焼酎醸造所

（フルタイム）
焼酎事業製造管理等
業務職員（フルタイム）
焼酎事業瓶詰・製造等
作業員（パートタイム）
焼酎事業休日施設
管理職員（パートタイム）
江南パークゴルフ場職員
（パートタイム）
オートキャンプ場職員
（パートタイム）

一般事務
（書類作成、経理、電話応対、窓口接客応対ほか）
一般事務全般

15

午前 9 時～午後 5 時 45 分

等資格取得者（見込み含む）でパソコン

※月 1 回程度土曜日勤務あり

（ワード、エクセル）の操作の出来る方

午後 1 時 30 分～午後 5 時 30 分

無

※月 1 回程度土曜日勤務あり
午前 7 時 30 分～午後 6 時 30 分
週５日

240,800 円／月
各資格取得者

207,500 円～
240,800 円／月

※管理栄養士の場合

あり（月給の 2.55 月分）
※任用期間により支給額

( 見込み含む )

※保健師・栄養士は町内在住、パソコン
操作（ワード、エクセル）のできる方

午前 8 時 15 分～午後 5 時

4 月 1 日～
翌年 3 月 31 日

が変動します。
※年度内に支給率が変動
する場合があります。

午前 8 時 15 分～午後 5 時

149,500 円／月

※隔月 1 回程度土曜日（半日）勤務あり

町内在住、子育て経験のある方
1名

3,672 円／日

1名

6,957 円／日

2名

※シフト表による変動勤務

程度

207,500 円～

午後 1 時～午後 5 時
※隔月 1 回程度土曜日（半日）勤務あり
週３日

札弦地区在住の方

程度

午前 8 時 15 分～午後 5 時

146,100 円～
164,700 円／月
149,500 円～

3名

焼酎醸造所

焼酎製造に係る作業全般

8名

7,119 円／日

焼酎醸造所

休日における施設管理業務

2名

6,957 円／日

江南パークゴルフ場

受付・施設管理など

3名

897 円／時

町内在住、自動車免許取得者、パソコン

週５日

操作（ワード、エクセル）のできる方

程度

164,700 円／月

午前 8 時 15 分～午後 5 時
8 日～ 16 日 / 月
町内在住の方
土・日、祝日
4 月下旬～
町内在住、自動車運転免許取得者

清里オートキャンプ場

受付・施設管理など

募集要件は、各職種ごとに記載の募集要件全てを満たしている方が対象です。

広報きよさと

保育士、幼稚園、学校教諭、社会福祉士

203,700 円／月

焼酎製造に係る作業及び管理業務全般

２月下旬（面接日・面接会場は後日応募された方に直接通知します）

■詳細と応募先

午前 8 時～午後 4 時 45 分

諭等資格取得者（見込み含む）

171,700 円～

焼酎醸造所

ご注意ください。
■その他

町内在住、保育士または幼稚園・学校教

3,672 円／日

3名

7,869 円／日

※募集要件に「資格取得者」と記載された職種を応募される場合は、履歴書のほかに各資格や免許の写しの添付漏れに
接

午前 9 時～午後 4 時

セル）のできる方

203,700 円／月

勤務時間・その他
午前 8 時 15 分～午後 5 時

町内在住、パソコン操作（ワード、エク

171,700 円～

■提出書類 履歴書（自筆、市販可、写真添付）、資格及び免許の写し

■面

勤務日数

セル）のできる方

203,700 円／月

２月１２日（金）午後５時まで

■募集期限

任用期間

町内在住、パソコン操作（ワード、エク

利用者対応、製作・各種行事準備等の業務

札弦支所

（パートタイム）

1名

募集要件

171,700 円～

240,800 円／月
子育て支援センター職員

賞与

897 円／時

207,500 円～

（フルタイム）

一会計年度（４月～翌３月）で任期が定められている職員のことです（従来までの臨時職員）。

164,700 円／月

211,600 円／月
保健センター

※会計年度任用職員とは

146,100 円～

172,500 円～
栄養士（フルタイム）

くらしの情報広場

総務課総務グループ職員厚生担当
2021.2

☎ 0152-25-2131

なし

午前 7 時 30 分～午後 6 時 30 分

11 月中旬

週５日

※シフト表による変動勤務

6 月中旬～

程度

午前 7 時～午後 8 時

9 月上旬

※シフト表による変動勤務

■休暇制度・など
○有給休暇

あり（任用時に付与）

○その他休暇

夏季休暇・忌引休暇など

○通勤費

町規則による

○その他手当

町規則による

○社会保険適用

あり

○前歴加算

あり（※職種による）
2021.2

広報きよさと

14

～２月９日
歳以上で体が虚弱な

⑤高齢者向け住宅については

同居親族のある方

町営住宅の入居者を募集
します
■申込期間
２月１日
概ね
方を有する世帯
※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。
■住宅使用について
物︶の飼育は禁止しています。

ペット︵犬・猫などの小動

住宅使用料が設定されます。
また、駐車場は各戸につき１

段階の

︵入居後に所得が基準額を超え

３５７７

2DK

212 号

4,300 円～ 6,500 円
3DK

217 号

5,500 円～ 8,200 円
3DK

221 号

6,000 円～ 8,900 円

2LDK

14-109 号

19,900 円～ 29,600 円
札弦町 316 番地 5

単身者向け

1LDK

96-641 号

21,000 円
93-614 号

95-636 号

■マイナンバーカードをつく
りましょう！
マイナンバーカードを取得
されていない方へ、１月より
﹁ＱＲコード付きの交付申請
書﹂が送付されています。申
らせしたとおり、郵便による

請方法は広報１月号でもお知

れにより、３月末までにマイ

申請とパソコンやスマートフ
ォンによるオンライン申請の
２通りがあります。
要事項を記入のうえ、顔写真

申請書が届きましたら、必

ナポイントがもらえます。

％︵最

○申請方法はこちら

ご相談ください。

いただきますので、お気軽に

民課窓口にてお手伝いさせて

手続きにお困りの方は、町

スして申請します。

申請用ウェブサイトへアクセ

Ｒコードの読込み、もしくは

筒で郵送するか、申請書のＱ

を貼り付けて同封の返信用封

要となります。

ントの予約および申込みが必

カードを取得し、マイナポイ

めには、事前にマイナンバー

マイナポイントをもらうた

とができます。

ビスのポイントとして使うこ

したキャッシュレス決済サー

れたマイナポイントは、選択

として付与されます。付与さ

大５千円︶がマイナポイント

すると、その金額の

額のチャージまたは買い物を

シュレス決済サービスで一定

事前に選択した民間のキャッ

﹁マイナポイント事業﹂は、

ス決済サービスの利用でマイ

の申込みおよびキャッシュレ

９月末までのマイナポイント

ナンバーカードを申請すると、

まで延長される予定です。こ

の期間が、３月末から９月末

した﹁マイナポイント事業﹂

カードを申請した方を対象と

３月末までにマイナンバー

が延長されます！

■マイナポイント事業の期間

を行ってください。

タルへアクセスし、事前登録

マートフォンからマイナポー

ることができるパソコンやス

マイナンバーカードを読み取

て﹁事前登録﹂が必要です。

ためには、マイナポータルに

を健康保険証として利用する

なお、マイナンバーカード

お持ちください。

要となりますので、忘れずに

現在お持ちの健康保険証が必

の利用が開始されるまでは、

においてマイナンバーカード

受診される医療機関や薬局

ごとに異なります。

要するため、医療機関・薬局

器やシステムの導入に時間を

ーカードを利用するための機

利用開始時期は、マイナンバ

としての利用が開始されます。

ナンバーカードの健康保険証

局などで、３月より順次マイ

準備の整った医療機関や薬

保険証利用について

■マイナンバーカードの健康

■地域優良賃貸住宅
２１５７

☎ ０１２０ ９５ ０１７８

総合フリーダイヤル

マイナンバー

☎２５

町民課町民生活グループ

■問い合わせ

○マイナポータルはこちら

マイナンバーカードの申請はお済みですか？

☎２５

町民課町民生活グループ

■問い合わせ

台分です。

団地のお部屋

カ月程度時間

歳以下の

④世帯向け住宅については、

方

入居時の年齢が

③単身向け住宅については、

明らかである方

②住宅に困窮していることが

①収入基準を満たしている方

■入居資格

ご了承ください。

を要しますので、あらかじめ

を行うため、

については、申込み後に修繕

団地・羽衣第

青葉団地・札進団地・札南

料となります︶

る場合は記載以 上 の 住 宅 使 用

また、所得に応じて

る場合は申込みできません。

公営住宅は一定所得を超え

お願いします。

りますので、お早めの相談を

み時に必要となる書類が異な

入居申込者に応じて、申込

（火）

16
広報きよさと
2021.2
2021.2
広報きよさと
17

23,000 円
08-749 号
1LDK
単身者向け
羽衣町 27 番地 26
ひまわり団地

36,000 円
00-738 号
2LDK
一般世帯向け

98-659 号

21,000 円
95-631 号

21,000 円
98-654 号
1LDK
単身者向け
羽衣町 39 番地 4
ふれあい団地

00-739 号
︲

93-43 号

19,700 円～ 29,300 円
92-24 号

19,900 円～ 29,600 円
93-39 号
3LDK

94-625 号
1LDK
単身者向け
羽衣町 37 番地 3
リバーサイド団地

一般世帯向け
さっつる団地

羽衣町 39 番地 3
ふれあい団地
︲

■特定公共賃貸住宅

札弦町 316 番地 5
さっつる団地

※単身入居要件有

羽衣町 21 番地 10

5,700 円～ 8,500 円

はごろも団地

268 号

羽衣町 39 番地 173

2DK

羽衣第 2 団地

一般世帯向け
札弦町 36 番地 3

一般世帯向け
水元町 35 番地 5
さくらんぼ団地

05-79 号

20,200 円～ 30,100 円
05-78 号
2LDK

8,800 円～ 13,100 円

札南団地

一般世帯向け

242 号
札弦町 51 番地 2

00-736 号
羽衣町 39 番地 4
︲

■公営住宅

8,600 円～ 12,800 円
札進団地

65
︲

238 号
3DK
緑町 22 番地 5

4

59

あたたかな
お気持ち
ありがとう
ございます

25

特別養護老人施設へ寄付
社会福祉協議会へ寄付

青葉団地

（月）

2
2

【寄付金】
【寄付金】
【お品物】
三上 愛子さん（神威西）
高見 茂さん（上斜里南） 美馬 廣子さん（向陽北）
【お品物】
平井 紀恵子さん（新町） 須田 久一さん（札弦町第 1）
八木澤 武志さん（水元町第 1）
三上 愛子さん（神威西） 南 正憲さん（小清水町）
神威南自治会女性部
西舘 クニ子さん（緑） 羽田野 肇さん（小清水町）
五味 春喜さん（大空町） 小清水町社会福祉協議会

（老健きよさと・ケアハウスきよさと含む）

くらしの情報広場
Town Information
Town Information
くらしの情報広場

第９回定例会で、２名の議員から町
の施策などに関する一般質問が行わ
れました。

内容を要約してお知らせいたします。

令和２年 12 月 11 日

障がい者福祉について

斜里地域

ー 若年層に対する今後の支援対策について ー
清里町子育て

議員

役場の窓口に相談して

相談窓口の体制整備

議員
も結局わからず相談者自らイ
ンターネットなどで調べて対

令和元年度は３町合わ
障がい者に対する支援は他町

齢者に対する支援は手厚いが

応している︒町は子育てや高

名が通所している︒

かる︒今年度も町はセンター

をするまでに１〜２ヵ月もか

通園センターの職員と面談

共同で立ち上げる考えはない

えは︒町単独が無理なら３町

人員を配置して窓口を作る考

に比べ専門の窓口すらない︒

せて

議員
運営費を負担しているが︑今
のか︒

子ども通園センター

議員
の子どもたちは︑月に１〜２
の状況を見て今後通所できる
回数を増やすために支援金を
てグループが窓口として行っ

町長

町長
た子どもは増加傾向にある。

町長

向けた考え方は︒

員が直接対応している。

ており、特別支援教員や専門

は学校教育グループが担当し

相談業務は子ども子育

現在の通園センターの状況
増やすなどセンターの充実に

障がいを抱える就学前

口である清里保育所内の﹁清
度﹁斜里地域子ども通園セン

えは︒
や体制をどう考えているか︒

内に設置し、保育士など３名
支援員の全体５名の体制であ
基本的に通園センターへは週
相談は専門性が求められる

平成

の職員体制により相談や遊び
る。必要に応じて医師、理学・
１回を原則に受け入れており

ため、その場ですぐに回答で

町長

の場の提供など子育て支援に
作業療法士などによる発達支
小清水や斜里も同じ基準で運

ている。小・中学校において

関する業務を行っている。
援や日常生活に支障がある方

３町共同設置のため、回数

も考慮しなければならない。

門的な相談体制について今後

きない部分があると思う。専

清里町の就学前の障がい児
を増やすには受入れ体制を整

保育士および児童発達

本町の子ども子育て支援事
々への対応、乳幼児の療育相
営している。

のほとんどは通園センターに
えて設備的な体制整備も必要
である。可能かどうかも含め
て相談させていただきたい。

理がついた段階で１市４町の

現在は、検討協議中であり整

談体制整備も必要となるため

討している。また、広域の相

括支援センター﹂の設置を検

窓口の体制を整備していく考

ない︒町に専門性のある相談

作り上げないと問題は解決し

議員

ればならない︒不安や経済的

合は旭川や帯広まで行かなけ

のため医師の診断が必要な場

ていない︒療育手帳の手続き

おらず新規の患者は受け入れ

担当医が退職され︑常勤医が

議員

けで設置を考えている。

のない相談窓口という位置づ

全ての子どもたちに切れ目

上げたく取り組みを進める。

ター﹂を令和３年度中に立ち

ていきたい。

制づくりに向けた協議を進め

駐化について改めて提案し体

ていく。専門病院の医師の常

を中心に医師の派遣を要請し

は十分に認識しており網走市

町長

美幌療育病院の必要性

圏で要請していただきたい︒

長が先陣を切ってオホーツク

いくことが町長として当然の

置して町民を手厚く見守って

必要なところに必要な人を配

こすことが町長の役割である︒

議員

り組んでいく。

さまざまな要件も踏まえて取

ていきたい。人員の部分など

進め、その中で具体的に表し

ごと創生総合戦略も並行して

などを含め、まち・ひと・し

大きな目標になる。実施計画

ての夢や希望を叶えることが

まちづくり﹂のために職員一

け止めながら﹁安全・安心な

皆さんの思いをしっかりと受

ていると改めて認識している。

保護者も大変なご苦労をされ

たい︒

りに全力を尽くしていただき

して暮らせるようなまちづく

いる︒清里の町民全体が安心

保護者は大変な思いをされて

議員

計画として総合計画の策定を

首長で改めて共同設置につい

負担を考えると網走厚生病院

ことだと思う︒

町長

現在、専門性のある職

員を配置した相談業務、支援
にも対応を行っていくための
準備として﹁子育て世代の包

先般︑障がい児の親の

現在︑美幌療育病院の

次世代の若い人たちの子育

１日でも早く行動を起

今後は具体的な作業が

いかなければならない。当面
は今の子ども子育てセンター
で対応をし将来的には全体的

専門の職員を配置し、

年間の清里町の方向性を表す

まちづくりを
障がいを持つ人たちや

速やかな取組みをして

たい。

丸となって取り組んでまいり

いく。子どもたちはもちろん、

町長

安心して暮らせる

て検討を加えていきたい。

の医師の確保について斜網地

町長

進めている。

議員

域で要請して欲しい︒町長と

始まる。必要な職員配置を行

医師の確保について町

会である﹁にじいろの会﹂と

しての考えは︒

い、町民のまちづくりにかけ

網走市を中心に１市４

今後の障がい者支援

議員

懇談会を行い情報交換を行っ
町長

る思いをしっかり受け止めて

えはないのか︒

た︒清里町には継続して相談

町で斜網地域に専門医を配置
行いたいと考えており、その

議員

な機構改革も含め十分に認識

を中心としながら保健福祉課
ョンとして障がいに対する今

をしていきたい。

方向で進めていきたい。
師の派遣からスタートし、次

後の支援について︑どのよう

まな苦悩が感じられた︒

の段階としては受け入れる病

な構想をしているのか︒

第６次総合計画のビジ

町長

院側の体制も含め慎重に進め

町長

まずは美幌療育病院への医

分野ごとで切れることのない

なければならない。医師の確

行った方が良いと思う︒

連続性のある相談窓口として

保に向け最善の努力を尽くし

新しく令和３年から

﹁子育て世代の包括支援セン

町として相談体制の整備を

斜網地域の医師確保

できる窓口がない︑乳幼児〜

してもらうための要請活動を

ていく。

通所している。

清里町の障がいを抱え

務の総合的な相談窓口として
談支援も行っている。

年に清里保育所

子どもに関する相談窓

里町子育て支援センター﹂の
ター﹂に通所している︒

支援センター

議員
池下 昇

体制や事業について町長の考

39

設置している。

18

歳を過ぎてからの相談する

専門的な窓口を新たに

定例会

場所がないと保護者のさまざ

18

18
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新たな地域雇用創出への

議員

行政のリーダーシップ

の中で新しい雇用の場を創出
する必要性が求められる︒企
業誘致の取り組みは︒指定管

業展開を図る。

げていく﹂の３つの視点で事

暮らしていける町をつくりあ

議員

組むべき大きな課題である。

体の環境づくりを含めて取り

の便が要因と考えられる。全

態が一致しないことや、交通

制の充実強化の取組み状況は

た制度設計と地域包括支援体

②地域公共交通の整備に向け

リーダーシップが必要︒

る︒そのためには行政の強い

や高齢者の雇用創出にも繋が

ビスの仕組みづくりは︑女性

創出﹂に直結した地域公共サー

﹁新たな地域雇用や働く場の

議員

すべき大きな課題である。

み込めるか勉強した上で対応

であり行政としてどこまで踏

ければならない。一方、商売

連携した中で仕組みを作らな

れた。行政と民間がしっかり

～るの再開により雇用が生ま

が、ケアハウスの建設やきよ

町長

に結びついているか︒

①第１期総合戦略の重

対応した若年雇用対策
議員
要な柱である﹁若い人たちの

農林業を中心にさまざ

のが多くあるのでは︒あくま

今求められるのは公共

②生活の足としての交通移動

でも商売という考えにたつの

定管理や委託施設などが沢山

議員

る︒行政の本来的な仕事で役

ことは生存権であり権利であ

議員

し合って課題にアプローチし

５︑
６人の複数で助け合い刺激

れるのか︒

の施策や事業に反映し実行さ

具体的な取組みを次期計画

間委託の場合は雇用の関係も

色々な形態の職種があって民

分と指定管理の部分がある。

町長

特別な対応という考えより

う気持ちで考えていきたい。

ンで、みんなと同じようにとい

同じ立場でノーマライゼーショ

くまでも健常者も障がい者も

原案どおり可決され、国に提

◆時間

総務文教常任委員会終了後～

◆場所

役場 3 階議事堂

◆場所

役場 3 階議事堂

対策を求める意見書

午前 9 時～

ばならない。決して行政ニー

ている︒そのためには︑地域
町長

あり慎重に進めなければなら

も一緒にまちづくりをしてい

◆時間

障がいを持ちながら地

おこし協力隊の活躍の場をど
ない。保健福祉課を中心とし

ない。町として障がい者雇用

ただく土壌を町全体としてつ

２月 ４日（木）

20
広報きよさと

地域公共サービスを通
じた雇用の場の創出と
仕組みづくり

がどう拡大されたのか︒成果
ないと問題は改善されず前へ
は︒
議員

理や委託は新しい雇用の創出

雇用の確保や働く場の創出﹂
について具体的な答弁を願う︒

進まない︒今は人に仕事を合
町長
サービスの中で新たな雇用を

①﹁くらしの安心﹂と

の具体的取組み内容と 実績は︒
町長
わせる時代︒若い世代に選ば

は外部委託を推進してきた。
生むため︑町がリーダーシッ

ＣＴ技術を活用した職場の考
手段の確保のため、今年度ハ
か︒

①﹁安定した雇用の創

え方やあり方などがある。
イヤー利用助成事業を実施し
町長

町に働く場が少ない現

企業誘致の実績はない

②第２期の﹁若い人たちの雇
まな事業を計画した結果、少
れる自治体としての環境が作
新たな角度で雇用の芽を引き
プをとり民間と連携したスタ

取り組みについて

用による地域経済の活性化施
しずつ雇用枠は広がっている。

られているか︑この観点で第
出したい。新しい公共とソー
イルで地域の課題へアプロー

少子化と人口減少に

策﹂の具体的な展開方策は︒
農業後継者の育成、林業従事
２期総合戦略の方向性が描か
シャルビジネスとしての取組
チすること︒公共サービスの

期で若者雇用の場

町長
者の雇用の安定化に向けた事
れているか︒
みの課題であり十分に検証し

雇用の場はまだ手つかずのも

第

出﹂﹁新しい人の流れをつく
業展開、各種さまざまな支援、
町長
ていきたい。

議員
清里町は光回線が全町に行
た。利用実態の把握・検証を

方向が住民のニーズに近いか

議員

る﹂﹁子育て支援の充実﹂﹁住
事業展開の中で雇用の確保と
状に対して取り組む手法、Ｉ

基本的な発想転換をし

み続けたいまちづくり﹂を基
して対応してきた。

足な成果は出ていない。求職
の要因︑若者雇用の創出がで
き渡っていて基礎的条件は十
し制度の充実に向けて新たな

雇用のミスマッチング

者と企業の間でミスマッチが
きなかった要因がどこにある
分にある。総合戦略に事業展

見極めながら取り組みたい。
こまで応えるか、どう課題を

行政ニーズとしてどの

起きていると考える。
と認識しているか︒
公共交通体系の準備作業も進

②第２期総合戦略は﹁地域と
開として可能なものは謳い込

町長
みたい。

求人事業所が少ない、

生活を支える産業の振興﹂
﹁若
また希望の職種がない、資格

多様化するニーズに行政がど

い人たちの子育ての夢や希望
やスキル、賃金や働き方の形

ある︒支援員を配置するなど

割である︒

意見書提出

働く場の入り口づくりを行政

もう一度肝に銘じ︑見える

出いたしました。

町には直営以外にも指

議員
が主導して取り組んで欲しい︒

形で具体的な形として取り組

▼コロナ禍による地域経済

障がい者就労支援の推

域の中で生き生きと暮らして
相談窓口については︑一つ

んでいただきたい︒

う作るかが大切となる︒

て相談窓口を設けているが全

の意向がしっかりと伝わるよ

◆期日

地域おこし協力隊の制

地域雇用や地域公共サービ

庁的な課題として取り組まな

うにやっていきたい。

総合戦略の中にもしっかりと
位置づけていきたい。

２月 ４日（木）

あり方や仕組みも考えなけれ
ズを切り捨てる考え方ではな
働き続けることが︑特別では

一つの相談が大切な話だとい

町長

スの観点からも根本的に見直

ければならず、障がい者雇用

町でも一般採用や社会人枠

相談窓口として子育て世代

1
◆期日

進と働く場の確保

い。
なく日常の光景となることを

う観点に立って今後の対応窓

ついては障がい者だから特別

して大胆に取り組んでは︒今

に係る労働条件、職場環境の

の中にどう組み込むことがで

就労支援事業所の立ち上げ

包括支援センターの中に専門

件が

議員
目指し︑計画に反映させて一

口を一本化しながらしっかり

後の方向性について︒

整備などを含めて今後検討す

きるか部内で協議をしていき

題になってくる。その目標を

など関係者とも相談をしなが

的な職員配置を含めて令和３

月定例会で意見書

度運用について︒上川町やニ
歩踏み込んだ取組みが求めら

枠という考え方ではない。あ

町長

る。事業者に対しても理解と

たい。雇用の場が行政を通じ

見失わずしっかり位置づけて

ら全体を通じた中で障がい者

年度中に方向性を探り、立ち

12

今後の議会開催（予定）

障がい者の雇用関係に

セコ︑津別町モデルなどがあっ

作り上げていただきたい︒

来の役割を行政として求めな

積極的な雇用の取組みについ

て民間へ波及し広まっていく

協力隊の募集をしていく。管

雇用のあり方についてご理解

上げていきたい。

※日程は変更となる場合がありますのでご了承ください。

専門的な支援の窓口は

ければならない。３年の任期

て関係機関会議などを通じて

スタイルが最も好ましい。

内の協力隊の協議会が出来た

いただけるよう協議の場を設

くり上げていきたい。今後の

が終了した時に移住や定住に

お願いしたい。

ので相談し合える体制も出来

けたい。

地域おこし協力隊の本

結びつけられるかが大きな課

てきた。

産業福祉常任委員会

総務文教常任委員会

民間に委託している部

れるが︑町長の認識は︒

障がい者が働くという

めている。

①可能な分野において

本目標に推進してきた。しか

古谷 一夫 議員

て地域の若い人達と連携して

捉えて雇用に結びつけるか、

を叶える﹂﹁安全で安心して

し雇用の場の確保は厳しく満

1
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生涯学習情報コーナー
編集

生涯学習課

生涯学習情報コーナー

☎ 25-2005

﹁ さ ん ろ く ﹂ で は、 教 育 委

員会による行事のご案内など

Information
お知らせ
掲示板

オホーツク教育局からの
お知らせ
なかよしクラブ利用者
募集のお知らせ

ラブ﹂の４月からの利用者を

学 童 保 育 事 業﹁ な か よ し ク

得 な ど に 伴 う、 後 任 の 臨 時 的

募集します。

令和３年清里町成人式について

教員の出産や育児休暇の取

任用職員を随時募集していま

就労などの事情により

放課後に保護者が保育する

ことができない町内在住の

児童

対象

教諭、養護教諭、栄養

オホーツク管内の

す。

職種

教諭

勤務場所

自治会対抗ミニバレーボール
大会実行委員会

令和３年４月～令

らせします。

対象期間

和４年３月末まで

※具体的な実施予定について

することとしましたのでお知

小学校、中学校、義務教育

学校

任用事由により異

小学校１年生～６

は利用決定後に随時ご案内

します

対象児童

感染症予防の観点から、中止

さんろく

●申込先・お問い合わせ先
生涯学習課 社会教育グループ

☎ 25-2005

新型コロナウイルス感染症対策について

新型コロナウイルス感染症の影響により延期していました令和 3 年清里町 〇入館時の検温およびマスクの着用を
成人式を行います。

令和２年度自治会対抗

生涯学習に関する情報をお知

らせします。

採用期間

常勤︵正規職員に

なります

勤務条件

準じます︶

お 知 ら せ情 報

歩くスキーの貸出しにつ
いて

冬の運動に歩くスキーをし

年生まで

日

（金）

給与 学歴・職歴により異ります

保育料

２月

月額２千円

※給与のほか条件により扶養

申込期限

申込用紙はプラネッ

にあります。また、現

その他

ト

在利用されている方も改め

て申込みが必要です。

手当・通勤手当・住居手当

校種、職種に応じた教

などの諸手当を支給

資格

履歴書を左記の申

育免許状を有する方

申込方法

※現在利用されている方およ

19

てみませんか。

清里トレーニングセンター

では、冬の運動の一環として、

㎝刻み︶

込先へ持参または送付してい

び令和３年４月に小学校へ

97

ノルディックスキーの貸出を

㎝︵

28

行っています。

㎝～

靴サイズ

板のサイズ

23

0.5

ただくか直接お電話ください。

2021.2

板の長さは靴のサイズで決
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入学するお子様のいるご家
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2 月 12 日（金）

選考あり

申込期限

まります。

清里トレーニングセンター （第２トレーニング室）
トレーニング、ストレッチなど
大友 孝仁 氏（サークルウィズサークル）
町内在住の中学生以上 15 名
（中高生の方が参加される場合には保護者の方の送迎をお願いします）

庭には、別途ご案内します。

所
容
師
象

Topics

☎ 25-2005

プロのスポーツトレーナーによる運動指導を受けてみませんか？ストレッチの仕方、
ミニバレー大会を中止します
トレーニングの仕方を学ぶことができます。
例年 2 月に開催しています
「トレーニング方法がわからない方」や「冬の運動不足を解消したい方」におすすめ
自治会対抗ミニバレーボール
の教室ですので、ぜひお申込みください。
大会は、新型コロナウイルス
日 時 ２月 18 日 ( 木 )、25 日 ( 木 ) 午後 7 時～午後 9 時

場
内
講
対

申込先・詳細

トレーニング教室を開催します

詳細

お 知 ら せ情 報

網走市北７条西３丁目

●対象年齢ではなくても参加できます。
●三密を防ぐため、会場での換気を十分に行い、参加者
同士の距離を確保します。
●マスク着用（0・1・2 歳のお子さんは除く）
・手指消毒・
検温・お名前の聞き取りにご協力をお願いします。

Topics

生涯学習課社会教育グループ

２００５

︲

2 月 25 日（木）午後 3 時 30 分～（約 30 分間）
プラネット ʼ97
おもに 3 歳～小学校低学年

●申込先・お問い合わせ先
生涯学習課 社会教育グループ

北海道教育庁オホーツク

︲

☎２５

︲

教育局企画総務課教職員係

日時
場所
対象

☎０１５２ ４１ ０７５１

2 月 2 日 ( 火 ) ～ 2 月 28 日 ( 日 )
図書館内

貸出期間

期間
場所

１回１週間以内

新型コロナウイルス感染症の拡大が、社会に大きな影響
を及ぼしています。今月は新型コロナウイルス感染症に関
する本をご紹介します。

詳細と申込先

新型コロナウイルス関連本

読みたい本が図書館にない！そんな時は、道内一の蔵書 ●最新知見で新型コロナとたたかう / 岡田 晴恵 著
数の北海道立図書館のインターネット予約貸出サービスを ●コロナ黙示録 / 海堂 尊 著
●コロナ後の世界を生きる / 村上 陽一郎 編
利用してみませんか？
●うっかりやりがちな新型コロナ感染対策間違い 15
１. 北海道立図書館の利用者登録を行う
/ 矢野 邦夫 著
申込書の郵送または来館による利用者登録を行う
２. 本を探す
●新型コロナウイルス 脅威を制する正しい知識
３. 貸出予約をする
/ 水谷 哲也 著
４. 本を受け取る（２つの受取方法があります）
●図解新型コロナウイルス職場の対策マニュアル
・清里町図書館で受取 ( 送料無料 )
/ 亀田 高志 著
・自宅で受取 ( 送料がかかります )
５. 本を返す
読み聞かせ会
・清里町図書館で返却 ( 送料無料 )
ボランティアの方々による読み聞かせ会を行います。
・自宅での受取の場合は道立図書館へお送りください
申込みは必要ありませんのでお気軽にご参加ください。
※清里町図書館で受取・返却をする場合は清里町図書館
日時 2 月 10 日（水）午前 10 時 30 分～（約 20 分間）
での利用登録が必要です
場所 プラネット ʼ97
※詳しくは清里町図書館へお問い合わせください
対象 おもに 0・1・2 歳
北海道立図書館の
ホームページです。
画面左側の 「インター
ネット予約貸出」 をク
リック！

３０３４

読みたい本が図書館にない！その２

︲

今月の本棚

読みたい本が図書館にない！その１
読みたい本が図書館にない！そんな時は、カウンター
へリクエストしてください。図書館で検討して、購入ま
たは他の図書館から取り寄せること（相互賃借）ができ
ます。
※すべてのリクエストにお応えできるとは限りません

午前 10 時〜午後 5 時

清里トレーニングセンター

図 書 館 情 報

●開館時間 平日 午前 10 時〜午後 6 時
日曜・祝日
●休 館 日 毎週月曜日（祝日の場合は開館）
●お問い合わせ
清里町図書館 ☎ 25-2582

☎２５

Library

さんろく

日
場

時
所

お願いします

5 月 2 日（日）※感染状況により再度延期する場合があります

〇式典後の祝賀会は中止します

午前 11 時～

〇今後の感染状況などにより制限を行う

生涯学習総合センター

多目的ホール

ことがあります。

対 象 者 平成 12 年 4 月 2 日～平成 13 年 4 月 1 日生まれの方
申込期限

3 月 15 日（月）まで

申込方法

町内に住民登録されている方には、後日ハガキにてご案内します。
また、進学や就職などにより本町に住民登録されていない方も参
加できますので、出席を希望される方は参加者の氏名と保護者の
氏名、住所、電話番号をご連絡ください。

（一度申込みをされた方については、 別途ご案内させていただきます）
2021.2

広報きよさと

22

・

日

健康づくり
こころの健康相談
︵保健センター︶のご案内
こころの健康相談を実施しま
す。心の中のもやもやを、話すこ
とで軽くしてみませんか。ご本人

０６９７

しました。情報の共有も兼ねて、
﹁パー

ーキンソン病﹂の方々への面談を開始

令和２年４月から、神経難病である﹁パ

◎効果的な筋肉のほぐし方

運動をご紹介します。

になります。次に、よく提案している

き合いながら悪化させないことが重要

こんにちは、作業療法士の海下です。 病などの治りにくい病気と同様に、付

キンソン病﹂についてお話しします。

ソン病﹂は動きが固くなり、特徴的な

治療はお薬が中心です。﹁パーキン
と効果的です。反対側も行いましょう。

ます。ほぐす際に深呼吸を同時にする

ります。背中をほぐす方法をお伝えし

背中の筋肉が特に硬くなる印象があ

歩き方になります。進行性の病気で、

●﹁パーキンソン病﹂とは

症状に個人差があります。適切に治療
すると、寿命は平均と変わりません。
●﹁パーキンソン病﹂の簡易診断

□ じっとしていると手がふるえる
□ なにげない動作に時間がかかる
□ 表情がとぼしくなったと言われる
実施後は背中が軽くなります。五十
肩で悩んでいる方にも効果的です。最
後に﹃うつ予防﹄です。

このような症状がある方はお早めに
医師に相談した方が良いでしょう。早
◎﹃うつ予防﹂

みと深く関係する物質です。幸せを感

期の治療で健康寿命が伸び、介護が必

﹁パーキンソン病﹂は専門的なリハビ

じるように意識することで、﹃うつ予

﹁パーキンソン病﹂はドーパミンが

リが必要になります。しかし専門病院

防﹄にもなります。また周囲の方も幸

要な期間が減ります。

は近くても北見市です。また、トレセ
福にしましょう。

不足する病気です。ドーパミンは楽し

ンはマシンが充実していますが、使い
●リハビリ相談

●専門的なリハビリが受けにくい

方の難しさがあります。このため﹁パー

識があります。ぜひリハビリ相談をご

神経を含めた脳についての詳しい知

がある方が多いようです。

活用ください。

キンソン病﹂の方は、運動不足の不安
●私が提案していること

■問い合わせ 保健福祉課保健グループ

24
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子育て情報
子育て支援センターの行事

２月８日

■おひさま広場︵雪遊び︶
日時
分～
以 外 の 相 談 も 受 け 付 け て い ま す。

時

清里保育所園庭

午前
場所
なお、事前に申込みが必要です。
午前９時～

時

保育所の園庭で雪遊びをし
日

保健センター

２月

場所
臨床心理士
保健福祉課保健グループ
３８５０

網走保健所では、思春期に関わ

思春期・こころの健康相談
︵網走保健所︶のご案内

☎２５

申込先

担当

日時

内容
ます。スノーウエア、手袋、帽子、
長靴などを着用して遊びに来て
０歳児～就学前のお子さん

ください。
対象
と保護者
※支援センターは通常通り自由開
放を行っています
■札弦親子遊びの広場
分～

る相談や、こころの健康に関わる

午前９時

札弦保育所
相 談 を 受 け 付 け て い ま す。 な お、

日

場所
手遊び、リズム遊び、絵本
３月５日
分～午後５時

網走保健所
北海道立向陽个丘病院医師

４１

網走保健所健康推進課

☎０１５２

申込先

担当医師

場所

午後１時

日時

事前に申込みが必要です。

内容

は﹁はじめてのお誕

０歳～就学前のお子さんと

読み聞かせ、製作、親子交流など

対象
日

保護者
※２月
生会﹂が開催されるため、自由
開放はお休みです。
保健福祉課子ども・子育て

このあたり

☎２５ ３８５０

11

10

9

8

7

2

詳細
︲

〜「パーキンソン病」の相談から〜

２
1

■清里高校卒業式
10：00 ～
（清里高校）

28 ３月

日時 ２月

（月）

（金）

︲

テニスボールで２分押す

※日程は変更になる場合がありますので、ご確認ください。

︲

13
12

運動不足の解消と不安による﹁うつ

6

子育て支援センター

5

23

■札弦親子遊びの広場 ■乳幼児健診
９：30 ～
13：00 ～
（札弦保育所）
（保健センター）
■読み聞かせ会
（3 歳～小学校低学年）
15：30 ～
（プラネット）

22

■こころの健康相談 天皇誕生日
9：00 ～
（保健センター）
■おひさま広場
「雪遊び」
10：30 ～
（清里保育所園庭）

21

18

17

15

グループ

4

予防﹂が大事だと思っています。糖尿

3

３１９２

27

22

︲
30

19：00 ～
（緑スキー場）

（0・1・2 歳児） ■一般スキー教室
10：30 ～
10：00 ～
（プラネット）
（緑スキー場）
■ジュニアスキー教室
19：00 ～
（緑スキー場）

☎２５
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（月）
30

12

20
19

13
7 ■おひさま広場 8 ■一般スキー教室9 ■読み聞かせ会10 建国記念の日 11 ■ジュニアスキー教室
12
「雪遊び」
19：00 ～
10：30 ～
（緑スキー場）
（清里保育所園庭）

■子育て講座
■いきいき健康セミナー
10：30 ～
① 13：15 ～
「絵本の大切さについて」 ② 14：00 ～
（清里トレセン）
■一般スキー教室
19：00 ～
（緑スキー場）

16

■はじめてのお誕生会 ■一般スキー教室
19：00 ～
9：00 ～
（緑スキー場）
（保健センター）

14

2021.2
広報きよさと
25

25

（月）

（水）

ほぐす位置は押すと痛い

24

22
19：00 ～
（緑スキー場）

9：30 ～
① 13：15 ～
（子育て支援センター） ② 14：00 ～
■ジュニアスキー教室 （清里トレセン）
19：00 ～
■一般スキー教室
（緑スキー場）
19：00 ～
（緑スキー場）

土
金

木

水

火

月

完治しにくい病気との付き合い方

30
24
（月）

︲

日

特集

10
15

月

イベントカレンダー

２

6
3 ■いきいき健康セミナー
4 ■ジュニアスキー教室
5
1 ■一般スキー教室2 ■すくすく健康相談
19：00 ～
（緑スキー場）

健康・子育て応援コーナー

広

報
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Team 清里 100％
チ

ー

ム

２

No.750

みんなでウインター
スポーツを enjoy !

〒 099-4492 北海道斜里郡清里町羽衣町 13 番地 発行 / 北海道清里町
☎ 0152-25-2131 ㈹ ℻ 0152-25-3571
編集 / 企画政策課まちづくりグループ
Mail g-machizukuri@town.kiyosato.hokkaido.jp

清里町スケート協会
清里町スケート協会は、スケート少
年団の保護者やスケートが大好きな仲
間たちで構成され、町内のスケート振
興、普及のため長年にわたり活動して
いる団体です。
具体的な活動としては、初心者スケ
ート教室の協力や小学校のスケート授
業への講師派遣、各大会の運営など町内の子どもたちにスケートの滑り方、楽しみ方を教える活動をしています。
最近、とても嬉しいことですが、リンクで楽しそうに滑る親子連れが増えています。今年の町民大会は、コ
ロナ禍の中、感染防止対策を実施し 43 名の多くの参加者で開催することができました。競技としてオリンピッ
ク選手を 4 名輩出したこの町民大会から、少年団で活躍する選手が増えることや、リンクで楽しく滑る子ども
たちの姿が増えることが私たちの願いです。
スケートに関して滑り方や少年団など聞きたいことがあれば協会までご相談ください。
みんなでウインタースポーツを楽しみましょう！

人口と
世帯数

（12 月末日現在）

Kiyosato
Happy
Smile
２月に１歳のお誕生日を迎える
お子さんを紹介します

廣谷 琴子ちゃん（羽衣町第 1） 市橋 彩来ちゃん（水元町第 1） 畠山 天陽くん（上斜里中）
令和 2 年 2 月 22 日生まれ
令和 2 年 2 月 14 日生まれ
令和 2 年 2 月 27 日生まれ

計 3,951 人（-1）

1,759 世帯（+5）

編集後記
今月のまちの話題では、子どもたちの活

清里町の情報はこちらからチェック！

躍や、新たなアイデアで始まった取組みな
どをご紹介しました。

男性

女性

新型コロナウイルス感染症はいまだに終

ホームページ

Facebook

Instagram

息のめどが立っていませんが、少しでも早

1,942 人（-2）

2,009 人（+1）

く明るい日常を取り戻せるよう、一人ひと
りが自分に何ができるかを考えて、ともに
行動していきましょう。

議会中継 YouTube

お知らせメール＠きよさと登録
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