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駐在所だより

さんろく

ました。

なります。

はじめは友人に誘われたらプレーする程

北海道生まれの生涯ス
ポーツ﹁パークゴルフ﹂
パークゴルフは︑子どもから
お年寄りまで︑世代や性別を問
年に北海道

わず︑誰もが楽しめる生涯スポ
ーツとして︑昭和
幕別町で誕生しました︒その後
はその手軽さと面白さから徐々
に広がりを見せ︑今では全国に

千コース以上が設置され︑多く
の愛好者に親しまれています︒
清里町では︑平成３年に町内
初のパークゴルフ場となるトレ
ーニングセンターコースがオー
プン︑その後は緑ヶ丘公園コー
年には町内

ス︑パパスランドコースなどが
オープンし︑平成
最大となる江南パークゴルフ場
がオープンしました︒

パークゴルフの効果
パークゴルフは︑クラブとボ
ール︑ティー︵ボールを乗せる
台︶さえあれば︑親・子・孫の
世代が一緒に楽しめる生涯ス

にプレーすることで︑新たなコ
ら順に打っていきます︒２番ホ

はカップからボールが遠い人か

んけんなどで決め︑２打目以降

ミュニティ形成などの社会的効
ールからは︑前のホールで成績

小人︵小・中・高校生︶
※小学生未満は無料

１日 円

枚綴り︶ ３千円
５千円
１セット
円

2
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ポーツです︒家族や仲間と一緒

果も期待されます︒
が良かった順に打っていき︑最
後に全員の打数を集計して順位

また︑健康面での効果として︑

高血圧症や動脈硬化︑糖尿病の
を競います︒
■自然を大切に

予防・改善効果などが示唆され
ているほか︑芝生の上での歩行
ゴミやタバコの吸い殻を捨て

ヒールなどは芝を痛める原因と

運動が中心となることから︑ケ

全国では︑学校内にパークゴ
なるため︑必ず運動靴のように

たりせず︑綺麗な環境でプレー

ルフのコースが作られたり︑病
底が平らで柔らかい靴でプレー

ガの心配も少ないスポーツと言

院でリハビリ用に専用コースが
します︒

を楽しみましょう︒革靴やハイ

設置されるなど︑さま ざまな場
■周りへの思いやりを

えます︒

面で活用されています︒

同伴者がボールを打つ姿勢に
入ったら︑話しかけたり︑ボー
レーの妨げとなる行動をしては

ルールとエチケット
パークゴルフは︑スタート地
いけません︒また︑アドバイス

ルの近くや前後に立つなど︑プ
点︵ティグラウンド︶から各人

時にプレーします︒前の組のプ

パークゴルフは大勢の方が同

■前後の組にも気配りを

は聞かれた時だけにしましょう︒

㎝

がクラブで自分のボールを打ち︑

いかに少ない打数で直径約
のカップに入れるかを競うスポ
ーツです︒

レーが終わっていないのにボー

う︑全員がカップインしたらす

後ろの組を長時間待たせないよ

また︑年齢や性別によるハン

ｍ以内

ルを打ってはいけません︒また︑

ホールの距離は

ディキャップを最小限にするた
め︑
と定められています︒

ぐに次のホールに向かいましょ
う︒

１〜４人以内でコースを回り︑

打つ順番は１番ホールのみじゃ

日

回数券︵

シーズン券
※ 歳以上は半額

☎２５ ４０００

江南パークゴルフ場

■問い合わせ

ます︒

シー ズン券の割引を行ってい

によるオープン遅延に伴い︑

※今年度は新型コロナウイルス

貸し用具

１日 円

■利用料金︵令和２年度改定︶

〜 月

時

月

時

時までの

大人

よう︑利用料金の引下げを行い
ました︒引き続き︑たくさんの
ご利用をお待ちしています︒

日

■令和２年度営業期間︵予定︶
５月

■利用時間

時〜午後

ｍ

300
100

江南パークゴルフ場

コース︑全 ホールの公

20

月からは

月 日は午前
時まで︑

日から

※日照時間の短縮に伴い︑

午前

3

江南パークゴルフ場は︑A 〜
Fの

100
（火）
9

益社団法人日本パークゴルフ協
会公認コースです︒豊かな自然
に囲まれ︑雄大な斜里岳を眺め
ながらプレーすることができる

〜午後

時から午後
千

台︶

打

○駐車場︵

■設備

■打数

■距離

営業となります︒

午前

31

○センターハウス︵休憩所・ト

70

11

6
3 11

8

（月）

イレ・コインロッカー︶

100

のが特徴で︑町外からも多くの

1
25

5

10

801

プレイヤーが訪れています︒

を眺めながらプレーすると気分も晴れます

198 2

年間利用者数は延べ約４千 人

づくりにも繋がります。青空の下で斜里岳

2020.8
2020.8
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3

︵令和元年度︶で︑平成 年にオ

また、パークゴルフは楽しみながら健康

12

︲

ープンして以来︑多くの皆さん

楽しくプレーできるのが最大の魅力です。

8

くさんの人にパークゴルフの楽しさを知っ

の健康づくりや交流の場として

の仲間とコミュニケーションを深めながら

9

若い方から現役を引退された方まで、た

18

ご利用いただいています︒

ークゴルフを通して仲間の輪が広がり、そ

15

もが楽しめる生涯スポーツの一つです。

58
18
54

また︑今年度からさらに多く

術の上達を目指すのはもちろんですが、パ

の皆さんに楽しんでいただける

し、自然と足腰も強くなります。まさに誰

6

られたのは、仲間の存在が大きいです。技

江南パークゴルフ場
きっかけに、すっかり夢中になってしまい

斜里岳を望む豊かな自然に囲まれて、爽やかな汗を流しませんか？

特集
江南パークゴルフ場コースマップ
（Ａ～Ｆ 全 6 コース 54 ホール）
度でしたが、町内の大会で入賞したことを

3
ここまで楽しくパークゴルフを続けてこ

100

てもらいたいですね。

清里町パークゴルフ協会
会長

岡本 年行さん
︵向陽北︶

「パークゴルフの最大の魅力は、
仲間とのコミュニケーション。」

今年でパークゴルフを始めて 13 年目に

～ Instagram には、清里町の魅力が詰まった写真がたくさん投稿されています～

特集

Instagram キャンペーン 2020

#kiyosatopics

7.1（水） 9.30（水）
■実施期間

８月１日
月

10

日

31

（土）

ます︒割引をご利用されない方は︑左記応募

万円分

先まで郵送いただくか︑対象店舗で応募して

きよさと大満喫
スタンプラリー２０２０

〜

（土）

ください︒

■賞品

ＪＴＢトラベルギフト

清里商品券︵きよポン︶５千円分

1

■参加方法

期間中︑町内の飲食店などに配置している

名様

10

Ａ賞

個以上と︑

1

リーフレットの応募はがきスタンプ欄に飲食

店または温泉のスタンプを必ず

Ｂ賞

名様

Ｃ賞 じゃがいも焼酎 北海道清里︵樽︶１本

10

4

個以上集めると応

円引き︒

名様

■当選発表

10

観光スポットを含めて計

回限り

100

募条件達成︒さらに︑条件達成はがきを対象

枚

1

店舗で提示すると会計より

※お一人様

■スタンプ

選し︑当選者へのＡ〜Ｃのいずれかの賞品の

30

名を抽

観光スポット欄に押してください︒飲食店・

発送をもってご連絡にかえさせていただきま

実施期間終了後︑応募者の中から

温泉については︑会計時に飲食店・温泉欄に

す︒

各観光スポットに設置してあるスタンプを

スタンプを押してもらえます︵パパスランド

■応募先・問い合わせ

︲

温泉のみご自身で押してください︶︒

〒０９９ ４４９２

13

■割引方法

︲

北海道斜里郡清里町羽衣町 番地

清里町役場 企画政策課地域振興グループ

︲

割引の適用は︑右記応募条件を達成した時

点の会計から有効となります︒複数人の利用

☎０１５２ ２５ ３６０１

円割引をご利用され

による一括会計の際は︑参加人数分の割引が

可能です︒

■応募方法

飲食店または温泉で

る方は︑会計の際︑提示時に各店舗で回収し

100

1

Instagram
キャンペーンと
あわせて楽しもう！

清里町の写真たち（kiyosato pics）が集まって
大きな話題（topics）となりますように。

清里町の情報発信、知名度向上を目的に、写真投稿をメインとした SNS である Instagram（インスタグラム）を活用
したフォトキャンペーンを実施しています。清里町の自然や景観、暮らし、楽しみ方、グルメといった魅力をより多くの
方に届けられるよう、町民の皆さんからの多数の投稿をお待ちしています。

キャンペーン参加方法
インスタグラムを
ダウンロードしよう

公式アカウントを
フォローしよう

清里町の景観や食事
などの写真を撮ろう

ハッシュタグを
付けて投稿しよう

インスタグラムのアプリ

キヨサトピクスのインス

清里町の景色や食事、体

ハッシュタグ # キヨサト

をインストールしよう

タグラム＠ kiyosatopics

験したことなど、どんど

ピクスまたは #kiyosato

を検索してフォロー

ん写真を撮ろう！

pics をつけて投稿

応募期間と応募資格など
■応募期間
7 月 1 日（水）～ 9 月 30 日（水）
■応募資格
すべてのインスタグラムユーザー
■キャンペーン詳細
キャンペーン特設サイト（www.kiyosato
pics.jp）にて、応募規約や詳細を必ずご一読ください。

抽選で 10 名様に
JTB トラベルギフト 1 万円分をプレゼント
■プレゼント
JTB トラベルギフト 1 万円分
■当選発表
キャンペーンにご応募いただいた方の中から厳正な抽
選を行い、10 名様にインスタグラムダイレクトメッセー
ジにてご連絡します。メッセージの内容に沿って必要な
情報をご返信いただくことで「当選確定」となり、プレ
ゼントを発送します。
※投稿の非公開設定を ON にされている方は参加対象外
となりますのでご注意ください。

5
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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

札弦でサプライズ花火大会
7 月 18 日、花火大会実行委員会によるサプラ
イズ花火大会が行われました。
この事業は、「新型コロナウイルスなどで明るい
話題が少ない中、笑顔と心のやすらぎを提供した

まちの話題

Town Topics

☎ 25-2135

大豆生産組合が町へきな粉を寄付

清里中学校の生徒が地域清掃活動

7 月 2 日の学校給食で、清里町産のきな粉「ゆ

6 月 30 日、「自分たちが暮らす地域を自分たち

っきなこ」を使用したメニュー「きな粉白玉」が

の手でより良くし、普段お世話になっている清里

提供されました。

町の人たちに恩返しがしたい」と、清里中学校の

この給食で使用されたきな粉は、「新型コロナウ

生徒による地域清掃活動が行われました。

い」と、札弦地区の有志の方々が企画したものです。

イルスの影響で在庫となった製品を有効に活用し

当日は、各学年が混ざった縦割りの 12 の班に

当日は、新型コロナウイルス対策として集客は

てほしい」と、大豆生産組合から町へ寄付してい

分かれて行われ、生徒たちはごみ袋や地図を片手

せず、原則自宅から観賞する形式で実施され、夜

ただいたもので、教室は子どもたちの笑顔であふ

に、清掃活動に取り組んでいました。

空には美しい花火が花開いていました。

れていました。

固定資産評価審査委員会委員の選任
6 月 19 日に開催された町議会にて、中平哲也
さん（上斜里大和）が固定資産評価審査委員会委
員（2 期目）に選任され、6 月 22 日、櫛引町長
から選任書が交付されました。
固定資産評価委員は、固定資産台帳に登録され
た事項に関する申出のあった審査および決定に対
し、中立的・専門的な立場から審査を行うものです。
任期は令和 2 年 6 月 22 日から令和 5 年 6 月
21 日までの 3 年間です。

ＪＲ北海道「北の大地の入場券」
ＪＲ北海道が、入場券の半券で各地の鉄道風景

清里町農業協同組合が町へ寄付

社会を明るくする運動

7 月 3 日、清里町農業協同組合の石井代表理事

7 月 1 日、斜里地区保護司会清里分区の保護司

を紹介する「ＪＲ北海道 北の大地の入場券」を、

組合長が来庁され、新型コロナウイルス感染症防

の方々が来庁し、代表の佐藤誠さん（上斜里中）か

7 月 18 日に発売しました。

止対策に対する支援として、町へ寄付金をいただ

ら本松副町長へ「社会を明るくする運動」内閣総

きました。

理大臣メッセージが伝達されました。

裏面には、道内全 13 路線を約 30 万分の 1 で
再現した地図が描かれており、全 86 種類をつな
げると、ＪＲ北海道の路線図が完成するものです。
清里町では、情報交流施設きよ～るで販売され
ています。
7
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清里町連合青年団が清掃活動
6 月 29 日、清里町連合青年団による町内の清掃
活動が行われました。
当日は小雨が降るあいにくの天気となりました
が、道道摩周湖斜里線や２線道路などの主要道路

いただいた寄付金は、新型コロナウイルス感染

この運動は、犯罪や非行の防止と、犯罪や非行

沿いをはじめ、清里町駅やプラネット周辺など、

症対策に係る貴重な財源として、有効に活用させ

をした人たちの更生について理解を深め、それぞ

人通りが多い場所を中心に、２班体制で清掃活動

ていただきます。

れの立場において力を合わせて、安全で安心な地

に取り組んでいました。

域社会を築くための全国的な運動です。
2020.8

2020.8
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交通安全
日の夕方︑清里町と

熊出没注意！

月

小清水町の境界付近で熊が現

8
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るかと思いますが︑油断せず
に事故のない楽しい思い出に
なるよう気をつけましょう︒
■事故を防ぐために
○泳ぐ時は指定された遊泳区

は︑熊を呼び寄せるもとです

れました︒飲食物のポイ捨て

○子どもから目を離さない
ので︑絶対にやめましょう︒

域内で！
夏の交通安全運動期間中に
○体調不良時や飲酒後は泳が

小・中学校で交通安全指導

清里小学校および清里中学校
ない

24 日

にて交通安全指導を実施し︑

27 日

午後 3 時
30 分～

その他
北海道警察官募集
北海道警察官採用試験が実

10 日

○釣りをするときは︑必ず救
命胴衣を着用
○水上バイクで遊泳区域に入
らない

夏山の遭難防止
次試験日

施されます︒
○第
日︵月・祝︶

次試験日

月

○第

０１１０

月中旬

まで

月下旬〜

○受付期間
日

■問い合わせ

月

に斜里岳を登り︑遭難事故防

２３

番または斜里警察署までご通報

13 日

登下校時の自転車乗車時にお
ける注意事項などの指導を行
いました︒
北海道内では︑自転車に乗
車した児童が︑車に巻き込ま
れる交通死亡事故が発生して
います︒
月 日︑斜里岳の登山口

にある清岳荘前において山開

ドライバーの方も︑登下校
時の運転には特に注意してく
きの安全祈願祭が行われ︑清

日間

☎０１５２

斜里警察署

囲で楽しみましょう︒

怪我に注意し︑無理のない範

に入らないと大変危険です︒

えどもきちんとした装備で山

時々遭難者が出ます︒夏とい

登山は絶景を楽しめますが︑

止の啓発活動を行いました︒

斜里警察署員も登山客と共

られました︒

里町の夏山登山の開始が告げ

ださい︒

注意喚起
水難事故の防止
いよいよ夏本番となり︑海
や川に出かけることが多くな

日から

日の

第 次清里町総合計画の
策定状況をお知らせします
月

次清里町総合計画策定

のグ

清里事務所

24 日

午前 10 時～
無し

をお願いします。
午前 10 時～
10 日
13 日

一般
講習

27 日
■問い合わせ

■仮事務所
清里町羽衣町 9 番地 27
☎ 25-2010
※電話番号の変更はありません
い村」連合は発足されました。

初回
講習
リーワンの輝きを持つ日本の美しい村を。」それを理

で、緊急時はこれまで通り 110
す運動を支援するため、2005 年に「日本で最も美し

午後 1 時～
本当に美しい日本を未来に残したい、小さくてもオン

すが、よろしくお願いします。

能を仮施設に移しています。

・文化を守りつつ、最も美しい村としての自立を目指

24 日

違反等
講習
「自然と人間の営みが長い年月をかけて作り上げた

駐在員は夜間常駐しませんの

時間
優良
講習

9月
失ったら二度と取り戻せない日本の農山漁村の景観

※事前に斜里警察署で手続きが必要です。
☎ 25-2135）
（企画政策課まちづくりグループ

で第
審議会の分散グループ会議を
開催しました︒
新型コロナウイルス対策の
﹁新しい生活様式﹂を取り込
分野

むこととあわせて︑分野別の
グループ会議を
ループに分けて行いました︒
分野は︑農業︑商工観光業︑

学校教育︑文化・スポーツ︑
保健・医療・福祉︑生活環境・
基盤︑コミニュティなどに区
分され︑それぞれの課題につ

いて︑清里町の強みや弱みに
ついて意見交換を行いました︒
この意見の取りまとめから︑

総合計画における基本目標を
見出し︑さらに審議会におい
て︑策定をすすめます︒
■問い合わせ
企画政策課
まちづくりグループ
☎２５ ２１３５

︲

それまでご迷惑をお掛けしま

8月
「日本で最も美しい村」オフィシャルガイドブッ
クが発行されています

11

（金）
︲

28

来年 1 月頃完成予定です。
装工事により、清里駐在所の機

13
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新しい駐在所は、元の場所に

ゆめホール知床（斜里町）
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8

清里駐在所の老朽化に伴う改

講習場所

27 日

「日本で最も美しい村」連合

ご興味のある方は書店、図書館などでお求めください。

10

10 日

ブックの最新版が今年の 3 月に発行されました。

7

13 日

念とした「日本で最も美しい村」オフィシャルガイド

7

清里駐在所の改装に伴う移転について

運転免許証
更新時講習の日程
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

美しいまち通信

3

QR コード
斜里警察署ホームページ
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広報きよさと
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保健・医療・福祉グループ
生活環境・基盤グループ

25

6

23
︲

農業グループ
学校教育グループ

6
6

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

税情報
今月は固定資産税など
の納付月です
今月は︑固定資産税︵２期︶︑

福祉情報
清里町保健福祉計画策定
委員会委員を公募します
高齢者保健福祉計画および

日

きよさと こころの電話
カウンセリングのご案内

生活情報

３月の広報きよさとお知ら

下水道に異物を流さな
いでください

士などの心理カウンセラーに
せ版でも周知させていただき

町道

号道路

通行止め
■路線名

月

北橋
■期間
８月

日 〜

■規制箇所

■規制内容

橋梁補修工事に伴う交通
規制を行います
橋梁の補修工事のため︑道
路の交通規制を行います︒
北橋の通行ができなくなり
ます︒

■詳細

日

産業建設課建設グループ
☎２５ ３５７２

10
広報きよさと

○保健福祉課に設置している
﹁応募申込書﹂に応募の動
職場や家庭︑ご自身などの

機や抱負などを記入して提
出してください︵清里町の
こころの悩みについて︑今年

よる無料電話カウンセリング

度より公認心理師や臨床心理

ホームページからもダウン

まで

ロードできます︶︒

日

■応募期限
月

着類などの異物が流れ込んだ

介護保険事業計画︑障がい者
※﹁清里町まちづくり参加条
清里町にお住まいの方であ
ことによる︑下水道施設︵中

国民健康保険税︵３期︶と後
計画および障がい者︵児︶福
例﹂に基づく会議の公開や
れば︑どなたでも左記の専用
継ポンプ場︶の故障が特に羽

ましたが︑下水道に布類や下

期高齢者医療保険料︵２期︶
祉計画の策定︑見直しを行う
町民の意見提出手続き︵パ
ダイヤルにて相談できます︒

を行っています︒

を納付する月です︒
ため︑
策定委員を公募します︒
ブリックコメント︶により︑

８月

忘れずに納めてください︒
■審査事項

■納期限

☎２５ ３５７２

産業建設課建設グループ

■問い合わせ

さい︒

た場合はすぐに連絡してくだ

なお︑誤って流してしまっ

い︒

もの以外は流さないでくださ

ーパーなどの通常使用される

られますので︑トイレットペ

の流れが悪くなることも考え

が停止すると︑各家庭の下水

長期間の修理となり機器類

衣地区で多発しています︒

時〜午後５時

☎２５ ３８５０

保健福祉課保健グループ

■問い合わせ

午前

※通話料は無料です

︵保健センター内︶
☎２５ ３８４７

草取りとごみ拾いを行い︑墓
地用地を綺麗にしましょう︒
また︑お墓に供えた菓子や
花などは必ず持ち帰ってくだ
さい︒

今後も︑墓地管理の徹底を
お願いします︒

日

平日

多くの町民の皆様の意見を

■納付場所
策定委員は学識経験者︑保

保健福祉施策
○サービス利用状況の評価
健福祉医療の関係機関・団

○役場出納窓口
○サービス提供の計画

○札弦支所
○緑支所
体の代表者と公募委員で構
成されます︒

○費用の見込みと保険料の算
定︵介護保険︶
■詳細・応募先

■募集人数
■任期

は︑ごみの収集

保健福祉課福祉介護グループ

名

○納付書記載の金融機関
また︑国民健康保険税︵１
期・２期︶︑町道民税︵１期︶︑
固定資産税︵１期︶︑軽自動
月から当該計画

策定の日まで

令和２年

齢者医療保険料︵１期︶の納
■報酬

車税種別割︵全期︶︑後期高
期が過ぎています︒納め忘れ
■応募資格

でない方

日

休みに伴い︑次のとおり一

が休みとなります︒

と清掃センターでの受入業務

８月

ごみの収集・受入業務を
休みます

■応募方法

に出席できる方

時位の開催を想定︶の会議

○原則として平日︵

時〜

○他の審議会などの公募委員

○清里町に住所を有する方

無報酬

ている方は︑早急に納めてく
ださい︒
■詳細
町民課税務・収納グループ
☎２５ ２１３６

絶対にキツネに餌を与え
ないでください
最近︑住宅地でパンをくわ
えたキツネが何度も目撃され
ています︒
キツネはエキノコックスと
部地区の収集日が変更となり

■日時

呼ばれる寄生虫を持っており︑

ますので︑お間違いのないよ
８月

協力をお願いします︒

地域の皆さんにはご不便を

感染したキツネや糞に触れて
うお願いします︒
■場所

☎２５ ３５７７

町民課町民生活グループ

■詳細

とめて置いてください︒

※集めたごみは︑１箇所にま

てください︒

※墓地使用者は︑必ず参加し

ください︒

ごみ袋などを各自で用意して

鎌・ほうき・ヒバサミ・軍手・

上斜里・向陽・神威・札弦

午前６時〜

寄生虫が体内に入ると︑エキ
﹁ごみ分別収集予定表﹂に

８月７日

ノコックス症にかかり︑肝機
も記載していますので︑ご参

︵丸山︶・青葉の各墓地

おかけしますが︑ご理解とご

能障害を引き起こします︒
照ください︒

午前６時〜

○餌を与えるなどキツネを近

■持ち物

×

墓地の一斉清掃を行います
お盆を迎えるにあたり︑お
墓参りに訪れる方が増えるこ
とから︑墓地の一斉清掃を行

（月）

9

○高齢者︑障がい者︵児︶の

（月）

■相談受付時間

17

反映することとしています︒

8

●市街地区︻羽衣町第１・羽
衣町第２・羽衣町第３・水元

づけるような行為をしない︒

○キツネの餌になる生ゴミや

町第１・水元町第２・商工団
地・向陽北︼
○

残飯を外に放置しない︒
○生ゴミや残飯をコンポスト
燃やせるごみ
日

日

☎２５ ３５７７

町民課町民生活グループ

■詳細

８月

８月

に入れる場合は︑掘り起こ
されないよう管理を徹底す
る︒
同様に︑狸などの野生生物︑
野良犬︑野良猫にも餌付けし
ないでください︒
■問い合わせ
キツネなどの野生鳥獣に関す
ること
産業建設課産業振興グループ

☎ 25 2153
野良犬︑猫などに関すること

います︒

30

13

11

20

墓地使用者の皆さんによる

（月）

18

︲

17

︲

（月）

町民課町民生活グループ
☎ 25 3571

規制箇所
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の影響を受け︑営業収入が減

新型コロナウイルス感染症
②令和２年６月から７月まで

業を営んでいる事業者

①宿泊業︑飲食店︑観光案内
理︑管理業務などに関する

○清里町より受託した指定管

％以上減少している事業者
および雇用を継続する事業

を行っており︑今後も営業

○申請時において︑現に営業

で除した額

③前年売上高を
が
より１年以上営業・雇用を

者︵原則令和２年４月１日

万円を超える事業者お

よび清里町より受託した指
維持︑ただし自己都合退職
■補助金額
万円

者を除く︶

定管理︑管理業務などに関
する事業者は除く

日︶

人分

万円

人当たり５万円

※上限
※補助金は１回限り︒基本額
万円

と従業員割を合わせた上限
額は
■申請書受付窓口
清里町商工会
☎２５ ２６２８
■問い合わせ
清里町商工会または 企画政
策課地域振興グループ

☎２５ ３６０１

めるため、「新北海道スタイル推進協議会」を設立し

状況から、当面は利用の人数制限などを継続しますの
ました。協議会には町も参加しており、「新北海道ス

で、皆さまのご理解とご協力をお願いします。
タイル」の推進に一緒に取り組んでいただける方であ

■問い合わせ

付猶予・学生納付特例の承認

■追納に関する注意点

利用ください︒

れますので︑﹁追納制度﹂をご

を受けた期間︵免除等期間︶

○保険料の追納を行うには申

国民年金保険料の免除・納

支所にあります︒また︑ホー

がある場合は︑年金の受給資

○追納の承認後に年金機構か

込みが必要です︒

料を全額納付した場合と比べ

ら発行される納付書により

格期間に算入されても︑保険
歳から受けられる老齢基

ドできます︶
○印鑑
て

礎年金の年金額が少なくなり
ます︒
保険料の納付猶予期間︵

きません︶︒

振替やクレジット納付はで

お支払いができます︵口座

○在学証明書または学生証な
どの写し
○通帳またはキャッシュカー
ドの写し

○追納できるのは承認された
月の前

歳未満の方︶および学生納付
特例の期間は︑年金受給額に

年以内の免除等期

生涯学習課学校教育グループ

分の ・半額・

ら順に保険料を納付します︒

○一部免除︵

４分の１︶を受けた期間は
納付すべき保険料を納めて
いなければ追納することは
できません︒

保険料は社会保険料控除の対

ことができます︒また︑追納

料をさかのぼって﹁追納する﹂

除および納付猶予期間の保険

ームページ﹂でご確認くだ

○追納額は﹁日本年金機構ホ

定の金額が加算されます︒

以降は︑当時の保険料に一

年度から起算して３年度目

○免除などを受けた期間の翌

象になり︑所得税・住民税の

さい︒
※年金手帳︑マイナンバーカ

軽減︵確定申告または年末調

めに︑ 年以内であれば︑免

の年金額を満額に近づけるた

将来受け取る老齢基礎年金

載しています︶︒

︵反映割合は広報６月号に掲

の反映割合が少なくなります

険料納付期間と比べ年金額へ

間に限られています︒

■申請方法

清里町新型コロナウイルス対策本部（総務課）
費は無料）できます。詳しくは下記にお問い合わせく

☎ 25-2131

☎ ０１５７ ２５ ９６３５

北見年金事務所︵国民年金課︶

■申込先

持ちください︒

確認できる書類︑印鑑をお

ードまたはマイナンバーを

﹁国民年金保険料の追納制度﹂を
ご利用ください

ページでお知らせしていますが、現在の感染症の発生

反映されません︒また免除後

日

れば、事業者、団体、個人など、どなたでも入会（会
町民課町民生活グループ
︵戸籍年金担当︶
☎ ２５ ２１５７

12
広報きよさと

中小企業経営安定化支援事業のご案内
少した町内中小企業︵商工業
の期間で各前年同月の売上

事業者︶

を主たる事業として営んでい
高などの比較において︑

日︶

事業者は除く

る事業者︶に対して︑経営費
などの一部を補助しています

月号のくらしの情報広

︵申請書などの詳細は広報きよ
さと
場欄をご覧ください︶
︒

月

経営安定支援事業
︵申請期限
■補助金額
○基本額
○従業員割︵令和２年３月末

月

で除した額

万円を超える事業者

■申請に必要なもの

を変えていく「新北海道スタイル」の実践、定着を進

ムページからもダウンロー

○申請書︵プラネット

し︑役員︑専従者は除く︶

水費︑通信費︑損害保険料︑

■対象要件など

日時点で町
歳

︑各

または補助を受けていない

化支援事業の対象でない︑

︵ほかの清里町中小企業安定

が

○前年売上高を

％以上減少している事業者

高などの比較において︑

の期間で各前年同月の売上

○令和２年２月から７月まで

■対象要件など

︵申請期限

雇用維持等支援事業

※ 各月の補助金の上限額は 万円

％

日現在の常勤雇用数︒ただ

○対象月の前年経営費︵光熱

日︶

地代家賃︑器具借上料︶の

①令和２年６月から７月まで
％以上減

の期間で各前年同月の売上
などの比較で︑

万円を超える事業者お

で除した額

少している事業者
②前年売上高を
が
よび清里町より受託した指
定管理︑管理業務などに関

％

％以上︵各月︶

％

％〜 ％未満︵各月︶

する事業者は除く
■補助金額
○減少割合

↓減少額の
○減少割合
↓減少額の
※ 各月の補助金の上限額は 万円
月

経営費支援事業
︵申請期限
■対象要件など

学生等応援特別給付金の
申請は９月 日まで
新型コロナウイルス感染症
の影響により︑遠方などで不
安定な学生生活を過ごしてい
る修学中の学生などに対し︑

町から﹁清里町学生等応援特
別給付金﹂を支給し︑学生生
活を応援します︒
月

■支給対象者︵申請者︶
令和２年
内に住所を有する住民の
以上の子弟などで︑次のいず

用につきましては、6 月 27 日の新聞折込みやホーム

︵プラネット ︶へ郵送または

る方︵学生などは︑一度でも

れかの学校などに就学してい

と社会経済活動を両立し、ライフ＆ビジネススタイル

○原則として古い月の期間か

家族の方が代理で申請でき
ます︒
■給付方法

月

支給対象者本人名義の銀行

から

口座へ振込み
■申請期間
７月１日
まで

■問い合わせ
内︶

生涯学習課学校教育グループ

︵プラネット

☎２５ ２１３９

整の手続きが必要︶が受けら

を応援しましょう！

FAX 011-232-1104

ため、町内で買い物や食事をして、地元の事業者

☎ 011-206-0287（直通）

10
100

起し、地元消費の拡大と地域経済の活性化を図る

札幌市中央区北 3 条西 6 丁目
〒 060-8588

20

新型コロナウイルスの影響で落ち込んだ消費を喚
■新北海道スタイル推進協議会事務局

12

の保険料納付期間は︑全額保

持参提出

１人につき３万円
１人につき５万円

■代理申請

住民登録がされていること︶︒
①高等学校に就学する者︵
歳までの高校生は︑子育て
世帯応援特別給付金の対象
になります︶
②大学︑短期大学︑専門学校︑
高等専門学校︑またはこれ
と同等以上の学校に就学す
る者

歳に到達する者

歳とは︑令和３年４月１

③ 予備校などに通学している者
※
日までに
■給付額
高等学校
大学など

コロナウイルス感染症防止対策における各施設の利

3

︲

北海道では、新型コロナウイルス感染症の拡大防止
10

︲

15
10

110

︲

30

町内公共施設などの利用制限を継続します
新北海道スタイル推進協議会の会員募集中

500

90
500

2020.8
2020.8
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50

ださい。

︲

30

18

97
30

19

︲

20

9
12
9
97

4

97

（水）

︲

10

31
31

30

（水）

50
8
1

1

8
10

12
50

30

10

50
7
19

65

7

500

19

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

〜

月

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
日
概ね

単身者向け

1LDK
ふれあい団地

羽衣町 39 番地 4

単身者向け

1LDK

98-654 号

21,000 円
さくらんぼ団地

水元町 35 番地 5

一般世帯向け

3LDK

97-720 号

41,000 円

対象世帯

間取り

部屋番号

月額住宅使用料
ひまわり団地

羽衣町 27 番地 26

単身者向け

1LDK

08-750 号

23,000 円

6,000 円～ 8,900 円
92-24 号

19,700 円～ 29,300 円

児童扶養手当
■児童扶養手当とは
ひとり親家庭またはこれに
準ずる家庭の養育者に支給さ
れる手当です︒
■手当を受給できる方
○父母が婚姻を解消した児童
の父または母︑もしくは養
育者
○父または母が死亡した児童
の父または母︑もしくは養
育者︵年金を受給していな
い場合︶など
※所得制限があります︒一定

現況届・一部支給停止適用
除外事由届の提出が必要です︒

現況届
日

■児童扶養手当受給者の方
○提出書類
○提出期間
８月３日 〜８月

提出がない場合︑８月以降

の手当を受けることができな
い場合があります︒
■手当の受給期間が５年以上
現況届︑一部支

などの要件に該当する方
○提出書類

〜８月

日

給停止適用除外事由届
○提出期間
８月３日

提出がない場合︑手当額の

一部または全部が停止される

以上の所得がある場合︑手
当額の一部もしくは全部が

精神または身体に障がいを

■特別児童扶養手当とは

特別児童扶養手当

に個別に送付します︒

除外事由届は対象となる方

※現況届・一部支給停止適用

場合があります︒

円〜

円

支給されない場合があります︒

■手当月額
４万３千

○児童１人の場合
全部支給

４万３千

円︵所得に応じて決

一部支給
１万

定されます︶
※２人目以降の児童につきま
しては︑所得に応じて一定

有する児童の父母または児童

る手当です︒
■手当を受給できる方
満 歳未満で一定の障がい
を有する児童を監護する父ま
たは母︑もしくは養育者
※この手当には所得制限があ
ります︒一定以上の所得が
ある場合︑手当が支給され

円

ない場合があります︒

３万４千

５万２千

■手当月額
１級
２級

円

○ 既に受給されている方は︑所
得状況届の提出が必要です︒

〜９月

日

所得状況届

■ 特別児童扶養手当受給者の方
○提出書類
日

○提出期間
８月

提出がない場合︑８月以降

の手当を受けることができな
い場合があります︒
※所得状況届は対象となる方
に個別に送付します︒
■問い合わせ・提出先
保健福祉課子ども・子育て
グループ︵子育て支援センタ
ー内︶☎２５ ２１００

14
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■申込期間
月

入居申込者に応じて︑申込

札弦町 316 番地 5

96-645 号

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

さっつる団地

96-641 号

み時に必要となる書類が異な
りますので︑お早めの相談を
お願いします︒
公営住宅は一定所得を超え
る場合は申込みできません︒
ペット︵犬・猫などの小動
物︶の飼育は禁止しています︒

段階の

住宅使用料が設定されます︒
また︑駐車場は各戸につき１

また︑所得に応じて

︵入居後に所得が基準額を超え

台分です︒

☎２５ ３５７７

町民課町民生活グループ

■問い合わせ

る場合は記載以 上 の 住 宅 使 用
料となります︶
団地のお部屋

青葉団地・札進団地・札南
団地・羽衣第
か月程度時間

については︑申込み後に修繕
を行うため︑
を要しますので︑あらかじめ
ご了承ください︒

221 号

の額が加算されます︒

（金）

■入居資格

間取り

を養育している方に支給され

970 500

11

①収入基準を満たしている方

3DK

○既に受給されている方は︑

20

12

②住宅に困窮していることが

21,000 円

対象世帯
（月）

明らかである方

4,300 円～ 6,500 円

児童扶養手当・特別児童扶養手当のご案内

95-59 号

19,900 円～ 29,600 円
93-39 号

20,300 円～ 30,300 円
95-56 号

3LDK

月額住宅使用料
住所
（月）

③単身向け住宅については︑

212 号
羽衣町 39 番地 173

（木）

歳以下の

2DK
羽衣第 2 団地

部屋番号
団地名
31
31

入居時の年齢が

5,700 円～ 8,500 円
札弦町 36 番地 3

19,500 円～ 29,000 円
（月）

（月）

方

住所
（水）

︲

2020.8
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団地名

地域優良賃貸住宅

268 号
札南団地

96-60 号

特定公共賃貸住宅

2DK
札弦町 51 番地 2

一般世帯向け
水元町 35 番地 5

8,600 円～ 12,800 円
札進団地

93-43 号
さくらんぼ団地

238 号
※単身入居要件有

8,800 円～ 13,100 円
緑町 22 番地 5

3DK
青葉団地

一般世帯向け

242 号

間取り
対象世帯

3

④世帯向け住宅については︑

【寄付金】
芳野 悟さん（羽衣町第 2）
菊池 邦典さん（新町）
髙橋 榮子さん（江南東）

月額住宅使用料

150 160

清里町へ寄付

部屋番号
180

︲

【寄付金】
清里町農業協同組合
【お品物】
大豆生産組合

特別養護老人施設へ寄付

住所

8
59
【寄付金】
小形 幸治さん（羽衣町南）
芳野 悟さん（羽衣町第 2）
太田 幸夫さん（向陽中）
髙橋 榮子さん（江南東）
【お品物】
阿部 守さん（羽衣町南）
芳野 悟さん（羽衣町第 2）
松木 サチエさん（向陽東）
荒木 義雄さん（向陽北）
美馬 廣子さん（向陽北）
樫村 スミ子さん（札弦町第 1）
富樫 恵子さん（斜里町）

団地名

（月）

2
2

社会福祉協議会へ寄付
介護老人保健施設へ寄付

公営住宅

13
4

65

8

あたたかなお気持ちありがとうございます

くらしの情報広場
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くらしの情報広場

一般質問

一般質問（3 名）

の内容を要約して

学校では

ヵ月に及ぶ

お知らせします。

議員
今後は収入減に苦しむ

札幌圏との往来が自粛

事のないよう最大の努力を傾

つの商店もシャッターの下す

せ経済の回復に繋げたい︒１

う消費拡大対策をスタートさ

泊に対するクーポン事業を行

ただける姿を求め︑飲食や宿

と捉えて地元で消費をしてい

時期に来た︒これをチャンス

解除となり本格的に動き出す

町長

の町の考え方は︒

済の復興を図る施策について

求められる︒消費の回復︑経

常を取り戻す経済社会活動が

事業者への支援と同時に︑日

議員

支援交付金事業にも取り組む︒

帯応援特別給付金事業や修学

ン事業などを実施し子育て世

宿泊・飲食業が対象のクーポ

する補助などの経営安定支援︑

経済対策としては企業に対

タイルの取組みを進める︒

の中止や延期︑新しい生活ス

末までの大規模イベントなど

不自由な生活を強いられた︒

休校措置で子どもや保護者が

議員

休校による
影響対策

コロナ対策

注してまいりたい︒

①学校での感染予防対策は︒

GIGA

委員会としての対応は︒
今後タブレットの購

教育長 コロナ対策にしても
子どもの安全を第一に考える︒

GIGA スクール導入は学
習活動にできるだけ有効に活

教育長
入︑通信設備の工事を行う︒
用するため学校と教育委員会

る︒③夏季︑秋季︑冬季休業

子供たちのケアに当たってい

ンセラーなどが直接対応して

めに行い担任やスクールカウ

に対応した声掛けなどをこま

入に伴う交付金は今年度限り

なった︒国の方針が変更し導

され︑急遽今年度中の整備と

家庭への授業配信などが注目

レットやパソコンを活用した

教育長

と今後の感染予防対策︑地域

ジも心配される︒現状の対策

には収まらず︑更なるダメー

議員

も GIGA スクール構想も

きたい︒また新型コロナ対策

た家庭の支援策に取り組んで

の経営の安定や︑影響を受け

町長

コロナの影響が夏まで

議員
主役は子ども達である︒制度
きた︒

ワーケーションを︑清里町で

クとバケーションを合わせた

ンスであり︑仕事と休暇︑ワー

れは田舎にとって大きなチャ

時代へと加速をした︒この流

交流が深まるのでは︒

をオンラインで繋げばさらに

モトエカとの交流も高校同士

性がある︒ニュージーランド

のネットワークが広がる可能

ができ︑清里町のふるさと会

東テレビは町の話題などをイ

議員

津別町に拠点を持つ道

町長

る取組みが必要では︒

するなどの来年以降にも繋が

にバーチャル的なもので開催

清里町の光回線の配信整備率

一定の方向性が見えてきた︒

使用してもらう形での実施で

る︒自由に場所と回線通信を

町でテレワークを導入してい

町長

％であり︑基盤は十分出

有効なツールとして育てて対

いかなければならない︒今後

構築して環境づくりを進めて

出来ているので︑システムを

町の光回線の基盤はすでに

ステムである︒

議事などに十分活用できるシ

講座は好評であった︒簡単な

町長

から有効なシステムになって

ＰＲ︑宣伝の方策としてこれ

ＮＳを使った情報発信は町の

町長

めたこれからの町の情報発信

る︒道東テレビとの連携も含

することで町のＰＲにも繫が

いる︒町の行事や話題を発信

中止となったグランフォ

が中止となった︒多くの方と

は

応していきたい︒

ンターネットで広く配信して

接して町をＰＲする重要な機

来ている︒閉校した学校施設

いくと考える︒連携の方策を

ことごとく大きな行事

オンラインを活用

オンライン会議︑ズー

したまちづくり
議員

ムを活用した遠隔会議も当た
札幌清里会や東京清里会も全

道東テレビのようなＳ

すでに町で取り組んでいる
PR・宣伝も引き続き積極的
な展開を図っていく︒

16
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②子ども達へのケアは︒
③学習の遅れへの対策は︒

スクール導入
運用にあたって教員も最低限
が一体となって取り組み︑外

年度までの
のスキルを身につけなければ
部の専門的な知識も活用して

当初令和

整備計画が今年度中に前倒し
ならないため︑専門的な知識
いかなければならない︒子ど

議員

授業を再開した︒毎日の健康
の見通しとなった︒新型コロ
を有する人材を学校に派遣し
も達の学びがさらに深められ︑

日から通常

チェック︑マスクの着用︑距
ナによる休校でオンライン授
ていきたい︒

月

離をとった席の配置︑室内換
業が注目されたことも導入を
教育的な効果が上がることを

①

気︑校内の消毒などを実施し
早める要因の１つと考えられ

教育長

感染予防に努めている︒②小
心掛けて取り組んでいく︒

を短縮して授業の遅れを挽回
で︑小中学校教員による検討
議員
経済や生活の回復と維持に向

生活を送っており生徒の変化

する︒学芸会や文化祭︑修学

委員会で利活用方法を協議し
に動き出すため人材の争奪戦
けた対策はどのようなものが

生活の維持

旅行などは日程の変更︑内容
ている︒機種の選定や詳細を
になりかねない︒早い段階か

長期休校によりタブ

の工夫などをして実施する方
決め︑早い段階で予算の補正
あるか︒

経済対策

向で検討中である︒
らの人材確保︑スムーズな導

中での導入で︑タブレットの
のもとに子ども達が振り回さ

感染予防策としては公共施

入のための準備をしていただ

活用スキルも身につけ︑子ど
れたり置き去りにされないよ

設の制限︑役場庁舎内︑職員

現在までに町内事業者

も達の日常と学習の遅れを取
うしっかりとした対応をお願

間の感染予防の取組み︑

厳しいスケジュールの

り戻すため大変な中で更に学
いしたい︒

月

校現場の負担が広がる︒教育

議員
体験してもらう﹁お試しワー

連携した
情報発信を

ンドが︑好きな日程で走れるフ

ケーションオフィス﹂の設置

取組みや企画を

リーサイクリング企画に変更し

会であるため︑残念だが現状

やお試し住宅など生活の環境

検討していきたい︒

楽しみにしていた人のため

は致し方ない︒ただ単に中止

や働く場所の環境を合わせて

以前から北見市や斜里

するのではなく︑将来に繋が

対応策を検討をしたい︒

ていきたい︒

テレワーク の導入
議員

国どこからでも参加すること

り前の時代になりつつある︒

レワークやリモートワークの

について︒

る手法として対応策に配慮し

教育委員会で実施した

を提案する︒

次へ繋がる新しい

措置をさせていただきたい︒

全国の小中学校で一斉

る︒現在までの取組みは︒

5

中ともに概ね落ち着いた学校

1

たのは嬉しい取組みである︒

9

6 月定例会

長期化する

6

外出自粛の反面で︑テ

100

6 月定例会での
3
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2020.8
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の整合性を図り町民の生の声

ケア会議など関係する計画と

者などへのニーズ調査︑地域
委託し職員体制は次長１名︑

は︑社会福祉協議会に業務を

本町の地域包括支援センター

見地において対応しなければ

も多く改正された︒専門的な

経過の中︑高齢化が進み制度

の配置を含め業務委託をした

ただきながら調整していく︒

の核の部分なのでご意見をい

ステムの役割を構築するため

う対応する︒地域包括ケアシ

①清楽園老朽化のため

の整備支援の要望が出された︒

議員

施設整備 ・機能的連携

ケアマネージャー︑社会福祉

括する中核的な役割を果たせ

を生かすことを基本とし︑医
体制である︒今年度︑会計年
るよう対応策を検討する︒

ならない︒システム全体を包

介護サービスの推進を図り︑
度任用職員として１名の作業

士各１名︑保健師１名の４名

高齢者の生活経済的格差の解
療法士を雇用し専門職として

療や介護の更なる連携と福祉

消や家族への支援と健康づく
業や相談業務を担当し︑近隣
の機能は︑地域ケア会議の中

議員
②診療所の病床は使われてお

け皿として大きな意味を持つ︒

の高齢者福祉︑介護全体の受

どのような整備をするかは町

でも先進的な事例として注目
で多職種や高齢者施設医療機
らず医療療養病床としての役

ネットワーク形成︑今後の高
し専門的見地を踏まえて協議

サービス事業の課題を捉え直

最重要主要施策として発展・

命化に向けた改修の可能性や

専門職員の配置なども含めた

か新たな対応を含め検討し︑

複雑なため現執行体制が適切

課題が山積している︒十分に

営収支の見通しなどの整理と

源や実施時期︑運営体制や経

こども園など︑整備に係る財

が出来ず採算の見通しが立た
知症サポーターなどの養成講

議員

的な公的サービスだけでなく

層の強化が必要である︒制度

き︑今まで実施していたサー

て要支援︑要介護の区分がで

町長

介護保険法の改正によっ

の採用も考えている︒支所機

協力隊に応募がなければ地元

鈍くなっている︒地域おこし

支え合い活動の動きが徐々に

の方が高く設定されていて批

単価が要支援者より要介護者

地域の支え合いが重要である︒

行政依存型が強まっているが︑

議員

かなければならない︒

18
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超高齢化と人口減

少局面に対応した

高齢者福祉・介護

保健医療施策の方

向性とあり方
の資格を生かしながら予防事

されている︒今後の重要事業
関との連携調整を通じた個別
割を担えていない︒町の高齢

地域包括支援センター

りを重点課題と捉える︒

議員
や必要性などを総合的に判断
的課題の解決︑地域課題の発
者福祉や介護︑医療の実態や

齢者福祉の政策形成の役割が
を進めて機能的連携をしっか

地域包括支援センター

構築の推進は︑住まい︑医療︑
し︑早い段階で専門の人材の
見︑地域づくり資源の開発︑

地域包括ケアシステム

介護︑予防︑生活支援が一体
加配も視野に検討する︒

法律的な制度や運用の中で求
り構築すること︑潜在的な介

地域包括ケアシステム

的に提供される仕組みとして

められるもの︒そこに人材と
護・医療需要の隙間を埋める

人口減少が進む中︑高

第７期介護保険事業計画でも

中で在宅︑通所︑高齢者施設︑
資力がしっかり位置づけられ
取組みが必要である︒

専門的人材の確保と配置

進化させるべき︒また︑その
医療機関を結ぶ調整とマネジ
るよう再構築することが第８

取り組まれたが︑第８期でも

中核となる地域包括支援セン
メント機能を担う体制として
期介護保険計画の中で重要で
町長

には中核的人材が必要で今後
町長

①清楽園改築の構想は︑

清楽園本体の建替とユニット

％に近付く

議員
ターの体制︑特に専門的な人
地域包括支援センターは脆弱
あり︑根本的なあり方や今後
の運営の方向性は︒

高齢化率

齢化率の上昇と介護認定者と
材の充実強化が必須要件であ
な体制ではないか︒総合的な
マネジメント機能を発揮する
町長
の取組みと第８期介護保険計

年に地域包括支

役割︑執行体制を果たせるよ

能動的な対応で地域を一緒に

などの全面改修である︒長寿

ていく︒重点的・優先的に取
策の最も重要な施策の１つと

次期総合計画で予定する認定

年から

ソフト面の施策の充実に向け

動かしていく必要性がある︒

今までも町の役割は果

り組むべき課題をどう捉えて
たしているが全体的に内容が

援センターが発足︑

て進める︒人口減少や高齢化

ハイヤー利用助成事業につい

いるか︒

第８期計画でも取り組むべき
社会福祉協議会に専門的職員

の進行など様々な要件から支

ては今年度中を目途として制

ンティアの方や自治会などの
ス供給体制をしっかり構築す
重要な施策である︒

ット整備については具体的で

え合いの活動に対する意識や

度設計をしっかり行い高齢者

ないため休止している︒施設
座︑清里オレンジカフェ︑在

生活支援サービス

平成

ること︑計画策定に向け高齢

知症について理解してもらう
はない段階である︒また︑J

人材不足︑機能低下が心配さ

に対する交通対策を進めてい

貸付契約が来年３月末日で終
宅介護者の集いなど︑認知症

協力のもと取り組んできた︒

議会とも協議し総体的な判断
ことが一番大切である︒ふま
A によるグループホームの運

れる︒計画策定におけるニー

ただきたい︒地域の協働︑支

了するので次期診療所体制の

フレイル対策やサービ

をしたい︒
ねっと運動︑認知症等高齢者
営など１つの方策として参考

ズ調査では地域活動や助け合

所の機能︑高齢者の交通手段

の方やその家族の方を対象に

町長

②診療所の病床は人員の確保
ＳＯＳネットワーク事業︑認
にしながら連携を図りたい︒

いについて調査し地域の実態

中で改めて役割を認識し病床

ついても次期計画へ盛り込み
清里町自体が超高齢化

制度の設計の進捗状況は︒

予防対策
地域共同互助のあり方

町長

を把握する︒今後のあり方に

社会福祉協議会および地域包
括支援センターが中心となり

確保に向け最善の努力をして
まいりたい︒

たい︒

にある︒今まで支える側にい

で札弦や緑地域は大変な状況

議員

議員

重度の介護状態になる

を継続し新たな施策や事業創

前に地域で安心して暮らせる

た高齢者が今度は自分が支え

今後は町単独事業とし

設と認知症に特化した施設体

て生活支援サービスのあり方

年時代

ための生活支援サービスは︑

てもらう立場になっている状

認知症は人生
制のあり方なども重要な課題

に厚みをつけた方が良い︒

議員
と言われる今日︑誰が発症し

在宅高齢者の命綱であること

の側面から新たな方向性を︒

地域全体の支え合いや助け合

ビスが介護型︑支援型に切り

能について構築の必要性はあ

況もあり︑地域の見守り活動︑

なるとされている︒軽度認知

特に認知症については検討の

いが極めて大切である一方で︑

替わったことによる大きな問

る︒地域の方々との連携のた

を認識し予防対策とともに一

障がいを持つ方も急激に増え︑

余地がある︒当町は施設中心

施設や行政依存度が高まる中

題であり︑施設において報酬

人の割合に

サービスを受けていても家族

的な部分と各行政の支援が行

で地域の共同互助や見守りと

めの対応を次年度に向けて検

人に

の負担は大きく老々介護と言

われているが︑隙間ができて

単価が下がることで介護と支

高齢者の

われる世帯が増加する現況は

支え合いの機能が低下してい

討したい︒また高齢者福祉ハ

いるのでは︒小規模ユニット

援との間に隙間ができた︒当

イヤーは急がれる部分で実施

深刻な課題で施策的重要性が

面どう繋いでいくかを含めて

したもので︑しっかり方向性

るのではないか︒
知症ケアの重要な施策展開の
町長

町長

判的な声もある︒今後は予防

を出して制度設計も進めてい

対応したい︒

と病床の問題解決が今後の認

組みは︒

柱となる︒第８期計画での位

用する中層サービスは︑報酬

定される︒早期診断︑早期治

した施設は持ち得ていない︒

事業としてフレイル対策など

施設中心主義と同時に

療を進め︑認知症を学び地域

清楽園の建替計画の中でユニ

支所機能などを積極的に使い
で支え合うを基本に町民に認

清里町は認知症に特化

置づけや方向性は︒

要支援１︑２の方が利

増している︒認知症対策の取

民間の活力や地域産業

として進めたい︒

取り組んでいる︒今後も事業

町長

画にどう反映させるか︒

が拡大していく傾向が強まっ

40

ても不思議ではない︒厚労省

認知症ケア施策

24

20

して︑関係機関︑団体︑ボラ

第７期計画に掲げる施

議員

サービス給付の増加が予想さ
る︒今後の見解は︒

保険事業計画の認識

れると共に高齢者個々の格差

高齢者福祉計画 ・介護

議員
推計で 2025 年には 万人︑

100
700

本町も認知症発症者数

1

が増え今後も増え続けると想

町長

5
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雇用確保 に対する
取組みは

スなどの展開も含めた新たな

レワークやサテライトオフィ

がるよう努力をしていきたい︒

理の方法も含め雇用対策に繋

のぼる︒引き続き全体的な管
も取り進めていきたい︒

れば色々な方々と相談し今後

地域公共交通の雇用につい

取壊しの手続きに入り︑江南

新栄小学校は今年度すでに

雇用の場の創出も考えていか
なければならない︒
小学校は地域での活用を検討
いただいたが︑断念をされ取

ては全体としての制度設計が
できないものか︑色々な検討
壊しに向けた対応を考えてい

今後のまちづくりを進める
うえで根幹となる重要な柱で
を加えていきたい︒

清里町の人口は４千人

を切った︒平成２年から平成
あり︑計画にしっかりと反映
させ農協︑商工会︑観光協会
新栄小については︑すでに

確保︑創出することは本町に

の中でも安定した雇用の場を

生総合戦略に掲げる基本目標

民が求める雇用の場を作るこ

り︑町としてできることや町

運行させて運転手を雇用した

議員 通院のマイクロバスを

閉校した学校の利活用を含め

議員

新しい事業所が出来れば雇
用の場にも繋がり好循環に繋
がっていく１つのきっかけに
なると考えている︒

若者 の発想 を取り入

◆場所

役場 3 階議事堂

20
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議員
千人減

り︑それに伴って生産年齢人
など幅広く関係団体の皆さま
取壊しの作業が進んでおり更

年までに人口が約

口も２千人減少している︒町
と連携した取組みを進めてい
地にする方向性で対応したい︒

とって重要な課題と認識して
と︑農業に従事していただく
企業などにアプローチを行っ

かなければならない︒

として雇用の場の確保︑人口
きたい︒

いう問題に対してどのように
取り組まれていくのか︒

いる︒新しく人を受け入れた
方には１年を通じた安定的な
ているのか︑それをどのよう

雇用 の場 の創出

くても︑希望に合った就業先
雇用に繋げていく形を築くな
に進めてきたのか︒

まち・ひと・しごと創

がない︒農業においても人手
ど︑ＪＡなどと協議をしなが

町長

不足の状況が見られ︑商業で
ら１つの事業体みたいなもの
これまでさまざまな企

これまで清里町として

の後継者不足︑福祉医療︑保
町長

は作ることは可能か︒

が相手の条件なども踏まえる
議員

れたまちづくり を

町長 今まで町が直接的な事
と一朝一夕なものではないと

てアイデアなど議論していた

業誘致の取組みを行ってきた
業をしながら指定管理業務委
考える︒具体的な話として進

だく機会も多々持っていただ

役場 3 階議事堂

職と職場間でミスマッチが起
託事業のアウトソーシングの
めてはいないが︑気を抜かず

き︑色々な若い発想を町長が

◆場所

町内の若い人達を集め

今回のコロナウイルス感染
形を講じてきた施設などに従
に情報を収集しながら話があ

総務文教常任委員会終了後～

きている︒
症対策で在宅勤務の実施など
事している方々は︑相当数に

不足を抱える業種もあり︑求

育分野における慢性的な人材

企業 の誘致

減少︑特に生産人口の確保と

27
による新しい働き方としてテ

◆時間

契約締結

午前 9 時 00 分～

汲み取り︑どんどんこの町を

◆時間

◆清里小学校改修一期工

ー原案可決ー
千 万円

８月１８日（火）

事 建
( 築主体 請
) 負契約の
締結
億

指名競争入札

契約金額
契約の方法

石井・野村経常
石井組

契約の相手

建設共同企業体
株式会社

◆期日

議決内容

千円
千円

８月 18 日（火）

動かしていただきたい︒

令和２年７月 16 日

補正予算

万

万円

万円
千円
千円

◆期日

若い人達の意見や行動

ー原案可決ー

万

▼一般会計︵第４号︶

︻補正金額︼

億１千
千

︻予算総額︼

億

︽主な内容︾
万円

会計年度任用職員雇用事業
寄附金基金積立事業

万

新型コロナウイルス感染症対
策用品購入事業

畑作構造転換事業
千

万

産地生産基盤パワーアップ事業

億

千円

ＧＩＧＡスクール導入支援事業

万

ＧＩＧＡスクール導入事業

千円

今後の議会開催（予定）

町長

いて審議し、いずれも原案どおり

力が︑これから最も必要となっ

契約締結、一般会計補正予算につ

ていく︒次の時代をつくって

会は、７月 16 日（木）に開会し、

いく若い人達が自ら発想しな
がら挑戦できる土壌もしっか
りと育てていかなければなら
ない︒
清里町ではご当地グルメの
推進協議会やゆいま〜るなど︑

若者を中心とした組織に挑戦
していただいている︒そうし
た若い人達と連携を持ち方向
性などを確認しながら進め︑
若い人達のアイデアは素晴ら
しいものがあるので︑町とし
てもまちづくりのために活か

可決し、同日 16 日（木）に閉会

議員

７月
令和 2 年第５回清里町議会臨時

雇用対策について

してもらえる手立てを考えて
いきたい︒

185

200

150

8

2

6

8

産業福祉常任委員会

総務文教常任委員会

5

690

●入室後の上着着用は自由

6

万

●ノーネクタイ

３
63

9

は軽装で開催します。

5

436

381

435

876

2020.8
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2

臨時会
しました。

1

９月３０日まで本会議、委員会等

761
千

ー夏季軽装実施中ー

816
4
2
5

☎ 25-2188
議会広報特別委員会
編集

岡本英明

議会通信
Town Council
議会通信

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

﹁ さ ん ろ く ﹂ で は︑ 教 育 委

員会による行事のご案内など

お知らせ
掲示板
の実践に取り組んでいます︒

生涯学習総合センターをは

じめとする社会教育施設は︑

■社会教育関連団体のイベン

トなどの中止

○高齢者合同運動会︵老人ク

○子ども樽みこし・研修バス

ラブ連合会︶

いますが︑引き続き感染予防

旅行︵自治会女性部連絡協

段階的に利用制限を緩和して

の取組みを継続しますので︑

議会︶

２００５

生涯学習課社会教育

☎２５

皆さんのご理解とご協力をお

■詳細

グループ

〜

各種健康講座を開催
します

︲

Information

願いします︒

■社会教育施設の利用にあた

って

○次の場合は利用をお控えく

日

時半

（木）

生涯学習に関する情報をお知

ださい︒

令和２年９月

【いきいき健康セミナー】

日時

日

時半〜

（木）10

①体調が良くない場合︵発熱

および咳︑咽頭痛などの症

令和３年２月

歳以上の町民

13 18
15

らせします︒

ことぶき大学を開講
します
状がある場合︶

概ね

水中運動またはエクサ

毎週木曜日

対象

内容

〜

サイズ・簡単エアロビクス・

名程度

９月２日

教養講座

定員

申込期限

日

イ ベ ン ト情 報

②２週間以内に①の症状がで

た方

③同居の家族や身近な知人に

感染が疑われる方がいる場合

○必ずマスクを着用してくだ

さい︵スポーツをする際は

除く︶︒

60

新型コロナウイルス感染症

の拡大防止のため延期してお

歳

97

り ま し た こ と ぶ き 大 学 を︑ ８

日

（金）

月より開講します︒

プラネット

21

30

（水）

開講日 ８月

開講場所

町内在住で︑

令和２年９月

日

【さわやか健康講座】

日時

月

（木）

60
○大きな声での会話や発声を

控えてください︒

令和２年

時半

20

入学資格

講義︑クラブ活動︵書

○利用の際は︑手洗い・手指

（木）10

以上の方

内容

道・舞踊・手芸・大正琴・

12

19 10
時半〜

歳以上の町民

毎週木曜日

対象

Topics

の消毒をしてください︒

○ほかの利用者などとできる

内容 ︵選択運動︶エアロビ

クスまたはトレーニング指

18

民謡・パソコン・読書・カ

ラオケ︶

だけ２ｍ以上間隔をあけて

ください︒

（水）

導・事後指導

名程度

30

○利用時間をずらすなど︑混

定員

2020.8

雑緩和にご協力ください︒
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申込期限

図書館の貸出利用の際に「KIYOPON」をご提示いただくと、１日１ポイント加
算されます。
貸出時に「KIYOPON」をご提示いただけない場合は、ポイントは加算されませ
ん。また、翌日への繰越しはできませんのでご了承ください。
「KIYOPON」は清里町商工会で発行しています。
■ポイントに関する問い合わせ
企画政策課地域振興グループ ☎ 25-3601
■図書貸出に関する問い合わせ
清里町図書館 ☎ 25-2582

○利用後２週間以内に発症し

図書館貸出利用で KIYOPON に１ポイント加算できます

︲

申込先 生涯学習課社会教育

お 知 ら せ 情 報

グループ ☎２５ ２００５

Topics

会までご連絡ください︒

●魂でもいいから、そばにいて ３・１１後の霊体験を聞く
／奥野 修司 著
●日本現代怪異事典／朝里 樹 著
●山怪 山人が語る不思議な話／田中 康弘 著
●凡人の怪談 不思議がひょんと現れて／工藤 美代子 著
下段のバーコードは「内容・ジャンル・値段」
●見てはいけない本 怪談５分間の恐怖／中村 まさみ 著
192…本を表す 3 桁の番号。
●実話蒐録集 漆黒怪談／黒 史郎 著
0193…C 分類や C コードと呼ばれる内容やジャンル。1
●怪談売買録 嗤い猿／黒木 あるじ 著
桁目は販売対象、一般、専門、児童向けなどがあり、0
ほか
は一般。2 桁目は発行形態。単行本、文庫、新書、コミッ
※すべて貸出できます。
クなどがあり、1 は文庫。3、4 桁目は内容 ( 本のジャン
ル )。93 は日本の小説。
古本市の開催中止について
00600…本の価格 ( 税抜 )。00600 は 600 円。
新型コロナウィルス感染拡大防止のため、毎年９月に開 1…バーコードに誤りがないかチェックするための番号。
催していた古本市は中止とさせていただきます。
一定のルールでつけられている。
お手持ちの本や図書館や書店で本を手に取ったときには、
本の裏表紙にあるバーコードに注目してみてください。

た場合は︑清里町教育委員

本の裏表紙にある２段のバーコードをご存じですか？
実はこのバーコードには、さまざまな情報が隠されていま
なぜ日本では夏に怪談話をするのでしょう。国文学者の
折口信夫は、夏が怪談の季節になったのは、歌舞伎が夏に す。
「涼み芝居」と称して、幽霊が出る恐ろしい演目を上演し 上段のバーコードは『ISBN( アイエスビーエヌ )
たからだと説きます。娯楽の少ない昔、「芝居」は大変な 「International Standard Book Number」』= 国 際 標 準
人気で貴重な娯楽のひとつでした。“ 夏といえば怪談 ” の 図書番号の略称です。本を世界共通で特定するための番号
ルーツもこの芝居文化が深く関わっているといわれていま で、日本ではこれを基準に、日本図書コードとして使用し
す。また、日本の夏の年中行事である「お盆」にはあの世 ています。現在、ISBN は計 13 桁の番号で構成されてい
から死者の霊魂が帰ってくるとされます。「お盆」の行事 ますが、2006 年までは計 10 桁でした。
がある日本の夏は、祖先の霊魂と交感する季節であり、ま 978…本を表す 3 桁の番号。「978」と「979」があり、
日本は「978」。
た怨霊の無念を語る季節、すなわち怪談の季節でもあるの
4…本を発行する国や地域を表す番号。日本は「4」
。
です。
09…出版者 ( 社 ) を表す番号。例えば、岩波書店は「00」
期間 8 月 1 日（土）～ 8 月 30 日（日）
小学館は「09」。
場所 図書館内
406136…本ごとに付けられる固有番号。
●「忌 ( いまわの )」怖い話／加藤 一 著
9…バーコードに誤りがないかチェックするための番号。
●オカルト・クロニクル／松閣 オルタ 著
一定のルールでつけられている。
●事故物件怪談 恐い間取り／松原 タニシ 著

怖い話 ～あなたの知らない世界～

新型コロナウイルス感
染症防止対策について
︵社会教育施設関連︶

本の豆知識「バーコード」

新型コロナウイルス感染防

今月の本棚

午前 10 時～午後 5 時

止 の た め︑ 本 町 で は 北 海 道 が

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）
●問い合わせ 清里町図書館 ☎ 25-2582

提 言 す る﹁ 新 し い 生 活 様 式 ﹂

Library

さんろく

●申込先・問い合わせ
生涯学習課社会教育グループ ☎ 25-2005

おとなの部活動企画大募集中
おとなの部活動とは・ ・ ・
町民の皆さんが行う趣味や教養を深めたり、まちづく
りについての学習などの生涯学習活動を支援します。
「やりたいこと」と「仲間」を数人集めていただければ
教育委員会が講座開設の手伝いをします。講師を招いて
講座や、同じ趣味の方々が集まって活動する方法もあり
ます。
講座終了後も自主的に活動を継続できるようにサポー
トします。

【サポート内容】
○講師謝礼の支払い

○講座内容の相談

○チラシの作成や宣伝

○受講申し込み内容の受付け

○講座の運営補助
【申込要件】
○町民による３名以上の企画グループであること
○町や教育委員会から補助を受けていないこと
○広く町民を対象として参加募集をすること
○営利目的や政党、宗教に関する事業ではないこと
○年に１団体１回とする

2020.8
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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

８月
日
午前９時〜

保健センター

日時
場所
臨床心理士

時

保健福祉課保健グループ

担当
申込先
☎２５ ３８５０

思春期・こころの健康相談
︵網走保健所︶のご案内
網走保健所では︑思春期に関わ
る相談や︑こころの健康に関わる
相 談 を 受 け 付 け て い ま す︒ な お︑
９月４日

事前に申込みが必要です︒
日時
午後１時

分〜午後５時

網走保健所健康推進課

１横向きで肘に上半身をのせます
︵左図①︶

こんにちは︑
作業療法士の海下です︒
﹁緊急事態宣言﹂の解除後も運動不足

秒保持します

秒保持します

︵左図②︶

２腰を浮かせ︑

す︒今回はお腹の引き締め運動につい
３反対側も同じように

になっている方が多いような気がしま
てお話しします︒

■おなか周りの相談
リハビリテーション専門職にはよく

あることですが︑﹁このおなかを引き

締めたい﹂︑﹁ぜい肉をなくしたい﹂と

相談されます︒結論から申し上げると

﹁おなかを引き締める﹂のは難しいです︒

○おなかは最後
太ももがやせ︑背中がやせ︑胸がや
■本格的な筋トレへ
体幹は身体の中心です︒体幹が不安

せてから︑お腹が引き締まります︒健

康的に引き締めたい方は︑ぜい肉がつ
定でグラグラしていると腕や足の力も
定していない状態での筋トレは︑長期

いた期間と同じ期間がかかります︒
また︑腹筋だけを鍛えてしまう人も
的にみるとケガをする可能性が高くな

出しにくくなります︒また︑体幹が安

います︒ほとんどの人は３日と続かず
ります︒

■腹筋だけを鍛えてはいけない

に挫折したことでしょう︒挫折せずに
■最後に
さらに体幹の安定について知りたい

続けた人も︑腹筋で腰を痛めてしまう

悲劇が起きます︒

また︑リハビリに関連する相談も受け

方は︑お気軽にお問い合わせください︒

腹筋だけ鍛えてしまうと︑アンバラ

つけています︒あなたの身体やこころ

○腹筋よりも体幹の安定

ンスな身体になってしまいます︒背中

の置かれている状態を一緒に考えるお
手伝いをします︒

やわき腹もまんべんなく鍛えることで︑

体幹が安定します︒
■問い合わせ

保健福祉課保健グループ

○サイドブリッジ
体幹の安定にはこの運動です︒左右

︵保健センター内︶

24
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2020.8

子育て情報
子育て支援センターの行事

午前

時集合

■おひさま広場﹁親子ピクニック﹂
日
とで軽くしてみませんか︒ご本人

月

ふれあい広場︵きよ〜る横︶
以 外 の 相 談 も 受 け 付 け て い ま す︒

日時
場所
外遊びを楽しんでから︑み

の子育て講座﹁嘔吐・

なお︑事前に申込みが必要です︒

内容
お弁当・飲み物・敷物・

んなでお弁当を食べます︒
持ち物

日

０歳児〜就学前のお子さん

着替えなど
対象
と保護者
８月
子育て支援センター

申込期限
申込先
※雨天の場合は支援センター内で
行います︒また︑参加人数が多
い場合は場所を変更する場合が
あります︒
※当日は支援センターの自由開放
はお休みとなります︒
日

■子育て講座延期のお知らせ
８月
場所

網走保健所

下 痢 を お こ し た 時 の 対 処 法 ﹂ は︑
担当医師
申込先

北海道立向陽ヶ丘病院医師

新型コロナウイルス感染防止の観
点から９月以降に延期します︒
保健福祉課子ども・子育て
の﹁サイドブリッジ﹂をすることで︑

9：00 ～
（保健センター）
■結核肺がん検診
7:30 ～
（町内各所）
※詳細は 7 月お知らせ
版折込チラシ参照

26

詳細

図② 左手に力を入れないように

※日程は変更になる場合がありますので、ご確認ください。

︵網走市北７条西３丁目︶

5

子育て支援センター

4

1

31 ９月
30 ■こころの健康相談

■結核肺がん検診
17：30 ～
（保健センター）

■おひさま広場
■いきいき水中運動 ■ 2 歳児健診
「親子ピクニック」 13：30 ～
9：30 ～
10：00 ～
（町民プール）
（保健センター）
（ふれあい広場）
■スイミング教室
19：00 ～
（町民プール）

24

25

■はじめてのお誕生会
9：30 ～
（子育て支援センター）

■スイミング教室
19：00 ～
（町民プール）

18

17

14

13

12

19：00 ～
（町民プール）

グループ

20

20

☎２５ ３８５０

2 ■いきいき水中運動
3

10

８

︲

永遠の悩み「おなかのぜい肉」
〜腹筋よりも、まず体幹を安定させよう〜
背中やわき腹の筋が鍛えられます︒

29

12

15

☎０１５２ ４１ ０６９７

28

（月）

30（金）

図① 左手の位置は自由です
13：30 ～
（町民プール）

27

31
︲

（金）

休業
（8 月 16 日まで）
■清里高校夏季休業
（8 月 19 日まで）

︲

校夏季休業
（8 月 16 日まで）

︲

22

（水）

21

1
■やまと幼稚園夏季

☎２５ ３１９２

13：00 ～
19：00 ～
（保健センター） （町民プール）
■いきいき水中運動
13：30 ～
（町民プール）
■清里高校始業日

19 ■乳幼児健診 20 ■スイミング教室
21

23

2020.8
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4 ■すくすく健康相談5 ■いきいき水中運動6 ■スイミング教室7 ■清里小学校・中学8
9：30 ～
13：30 ～
（子育て支援センター） （町民プール）
■スイミング教室
19：00 ～
（町民プール）

土
金

木

水

火

月

11

10

山の日

9

■やまと幼稚園・清
里小学校・中学校
始業日

16

26
（水）

︲

日

特集

8
12

月

イベントカレンダー

８

3

2

健康・子育て応援コーナー

広

報

きよさと

2020 年 8 月号

Team 清里 100％
チ

ー

ム

8

No.744

雄大な自然に囲まれて、
仲間とともに。

〒 099-4492 北海道斜里郡清里町羽衣町 13 番地
☎ 0152-25-2131 ㈹ ℻ 0152-25-3571
Mail g-machizukuri@town.kiyosato.hokkaido.jp

清里町パークゴルフ協会

斜里岳のすそ野から延びる知床連山。初夏の江
南パークゴルフ場から一望できる景観は、ダイナ
ミックな装いを感じさせてくれる。早春のパーク
場は、朝露の向こうにカッコウの声、そしてウグ
イス、初夏の高温と同時にセミの声。自然と調和
する、オホーツク地域でも好評な素晴らしいパー
ク場、私たちパークゴルフ協会の活動の拠点である。
協会の会員は 48 名、うち女性 8 名、毎月の例会をはじめ、町長杯、会長杯、３年に一度の３町交流大会、道
新杯など、多くの大会が開催される。それを目指し、会員の皆さんは練習に励んでいます。東屋での休憩のひと時、
お互いの健康の喜びを語り合い、練習の成果を話し合うくつろぎのひと時である。令和４年、協会は発足 30 周
年を迎える。先輩の皆さんに感謝しつつ、今、記念誌の作成に向け取り組み中であります。今日、生涯スポー
ツの取組みが言われて久しい時、農業を経営移譲された方々、お勤めを退職された方々、パークゴルフはすぐ

発行 / 北海道清里町
編集 / 企画政策課まちづくりグループ

に始められるスポーツです。多くの皆さんの入会をお勧めし、一緒にパークゴルフを始めませんか？そしてパー
クゴルフ場を中心とした町の活性化につながる催しが生まれればと思うところです。
終わりに、コース整備に汗を流しておられるシルバーセンターのスタッフの皆さんに感謝したいと思います。
清里町パークゴルフ協会

人口と
世帯数

（６月末日現在）
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Happy
Smile

計 3,984 人（-4）

1,767 世帯（-4）

８月に１歳のお誕生日を迎える
お子さんを紹介します。

会長

岡本 年行

西舘 明莉ちゃん（羽衣町第２） 伊藤 日向美ちゃん（向陽北）
令和元年 8 月 2 日生まれ
令和元年 8 月 7 日生まれ

髙野 愛稀くん（羽衣町第 3） 伊藤 茉白ちゃん（羽衣町第 1）
令和元年 8 月 8 日生まれ
令和元年 8 月 11 日生まれ

編集後記
今月の特集では、江南パークゴルフ場を

谷本 芽結ちゃん（江南東）
令和元年 8 月 14 日生まれ

清里町の情報はこちらからチェック！

ご紹介しました。パークゴルフはプレーす
る楽しさのほかにも、健康面などでさまざ

男性

女性

まな効果が期待されます。

ホームページ

Instagram

Facebook

取材中も、コミュニケーションをとりな

1,973 人（+4）

2,011 人（-8）

がら楽しくプレーされる皆さんから、元気
をもらうことができました。

議会中継 YouTube
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