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駐在所だより

さんろく

学ぶため、斜里岳登山口で地域
ます。

国際理解教育に重点を置いてい

夢を追い求め︑高き目標をめざす︒
「叶える」きっかけ︑ここにある！
年に斜里
巡検を行いました。
ほかにも、「フードデザイン」
を選択した生徒によるうまいも

北海道ハイテクノロジー専門学

清里町役場・小清水町役場・斜

生徒会長
酒田 結さん︵２年生︶

私が清里高校への進学を決め

た理由は︑少人数ならではの学

習環境と︑ニュージーランド研

修を通して世界を肌で体感でき

るという点でした︒

実際に︑ニュージーランド研

修に参加したことで︑物事の見

方や考え方が大きく変わりまし

たし︑英語の授業もこれまで以

上に楽しく取り組むことができ

ています︒

また︑これからの高校生活で

は︑生徒会長として︑学校をよ

り快適に過ごせるよう︑生徒の

みんなが不便に思っていること

を少しでも減らせるように取り

組んでいきたいと思います︒

最後に︑私たちが参加させて

いただく各種地域行事は︑普段

お世話になっている町民の皆さ

んに恩返しできる貴重な機会と

捉えています︒今後も地域の皆

さんや保護者︑先生方への感謝

を忘れず︑１日１日を大切に過

ごしていきたいです︒
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北海道清里高等学校

清里高校は、昭和

年に道立に移管されまし

地元や全国での卒業生の
活躍
■過去５年間の進路状況︵抜粋︶

ん甲子園や、おにぎりアイディ
アコンテストへの参加、「生涯

【大学・短大】

現在は、全日制の普通科、１
スポーツ」を選択する生徒が企

名の生徒が

はこだて未来大学・釧路公立大

学年１クラスで、

バルなど、積極的に体験活動を

学・札幌大学・札幌学院大学・

北見工業大学・帯広畜産大学・

取り入れ、地域との交流を深め

北翔大学・獨協大学・東海大学
ほか

清里町は平成２年度から、友

校・釧路労災看護専門学校・札

【専門学校】

好都市であるニュージーランド

グローバルな人材を育成
する国際理解教育の充実

北海道科学大学・北星学園大学・

画運営するスポーツフェスティ

地域活動などに励んでいます。

ふるさとに根差した
豊富な体験活動
生徒は２年生になると進路に
応じて「国際理解コース」と「地
域連携コース」のどちらかを選
択することになります。

報ビジネス専門学校・札幌放送

幌こども専門学校・吉田学園情
しており、令和元年度までに

のモトエカ町に毎年生徒を派遣

神社祭や各種地域行事への参加

芸術専門学校
また、モトエカ高校との交換

里町役場・陸上自衛隊・日本郵

ほか

名の清里高校生がニュージーラ

今年は、「音楽」を選択してい

留学や、町からの外国人英語講

便株式会社・清里町農業協同組

【就職】

る生徒がやまと幼稚園で訪問演

師（ＡＬＴ）の派遣、英検の検

ンドで学んでいます。

奏会を行ったり、
「環境科 学 」 を

合・小清水赤十字病院

ほか

定料補助などもあり、英語教育、

しています。

など、清里高校生は町内で活躍

ＪＲ清里 町 駅 の 清 掃 や 花 植 え 、

ています。

高い目標を 掲 げ て 学 習 や 部 活 動 、

た。

昭和

昭和 年に 町 立 清 里 高 校 と な り 、

高校上斜里 分 校 と し て 認 可 さ れ 、

26

103

選択している生徒が植生などを

383

地域ボランティアの方々とともに、ＪＲ清里町駅の清掃・花植
えを実施

音楽の授業ではやまと幼稚園を訪問し、子どもたちが楽しめるように
工夫を凝らした音楽演奏会を開催

特集
54 30

年に始ま

「清里高等学校総合支援
対策事業」について
この事業は、平成
り、入学者数の減少により閉校
の危機にあった清里高校の存続
を図ることを目的として、数年
に一度内容を見直しながら実施

再編の基準の見直し、そして町
の支援の効果もあり、当面は清
里高校が存続していける見通し
となり、当初の事業目的をおお
むね達成することができたもの
と判断しました。
そこでこの度、事業の目的を、

「より質の高い教育活動を行う

令和４年度入学者から
「ニュージーランド海外
派遣研修事業」の内容も
変わります
○参加対象が清里中学校と清里
高校の２年生になります。
○参加希望者は、事前の面接や
レポート提出があります。

○大学等入学資金貸付事業など

ための支援」にシフトし、左記

○国公立大学入学者補助

してきました。

○入学支度金（きよさと商品券）補助事業

斜里岳登山口で行った地域巡検では、斜里岳
の植生について学習

フードデザインの生徒が考案したオリジナルメニュー「シャケのカラフル巻き」が、リ
モートで参加した「絶品うまいもん甲子園」で北海道選抜大会に出場

○参加定員が決まっていますの

を学校に補助します。

のとおり内容の見直しを行いま

より充実した質の高い授業を行うために必要な経費

クラ

で、希望者が多い場合は選考

○魅力ある授業づくり支援事業

した。

のうえ参加者を決定します。
し、高校のほか現地家庭も訪

令和４年度入学者から補助対象とならない主な事業

問します（ホームステイでは

地域の教育資源や人材を活用した授業が行われます。

ありません）。

教諭
内山

賢矢さん

清里高校の生徒たちは︑普段

の授業はとても真面目に取り組

んでおり︑その一方で︑スポー

ツフェスティバルなどの行事に

なると︑高校生らしくハツラツ

と楽しむ姿が印象的です︒

清里高校は︑地域コーディネー

ターの存在や各種行事への参加

など︑地域との関わりが深い学

校です︒こうした活動を通して︑

自分たちを支えてくれる方たち

への恩返しの気持ちを育み︑卒

業後も故郷を思える大人になっ

てほしいと願っています︒

また︑選択授業では︑無料バ

スをはじめとする町の各種支援

のおかげで︑生徒たちの学びの

質や幅が広がるとともに︑都会

にはない清里ならではの授業が

展開されています︒

今後も︑新北海道スタイルを

実践し︑我々教員も常に新しい

考えを取り入れながら︑生徒た

ちをサポートしていきたいと思

います︒
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○モトエカ町の滞在日数を増や

○コミュニティ・スクールコーディネーター派遣事業

学年

○国際理解教育推進事業

なお、見直しされた支援内容

令和４年度からはじまる支援（一部は既に実施）

当初は、定員が

などの検定料を全額補助します。

月に入学される

円）で提供します。

名まで

模擬試験や学力テスト、英語検定、漢字検定、簿記

年

希望する生徒に学校給食を実費（令和２年度は 290

クラスに減少し、入学

○進路選択支援事業

は、令和

○学校給食提供事業

スから

へいする場合の経費を補助します。

4

水町からの通学バス経費の一部を補助します。

者数も最も少ない年で

部活動の各種大会参加経費の全額や外部指導者を招

4

ＪＲの定期代の２分の１、保護者会が運行する小清

減少していました。

○部活動支援事業

生徒から適用されます。

○通学支援補助事業

2

12

しかし、オホーツク東学区内

ジーランドモトエカ高校との交換留学制度があります。

16

1

の中学生の減少、小清水高校の

町から外国人英語講師（ALT）を派遣します。ニュー

1

閉校、北海道教育委員会の高校

清里高校を対象とした主な支援内容

令和元年度 決算報告
町の１年間の予算がどのように使われたのか、その収入（歳入）と支出（歳出）の内容を明らかにしたものが決算です。
令和元年度の一般会計及び特別会計の決算が、９月に開催された町議会定例会において認定されました。
今月号では、決算の公表とともに、納められた税金がどのように使われ、どのような財政状況なのか、財政指標とあ
わせてお知らせします。

一般会計

歳入

交付金
1 億 728 万千円
（2.0％）

地方譲与税
9,928 万円
（1.8％）

国庫支出金
2 億 1,030 万 3 千円
（3.9％）

町税
4 億 7,254 万 8 千円
（8.7％）

後 期 高 齢 者 医 療 特 別 会 計

7,142 万 6 千円

7,131 万 4 千円

簡 易 水 道 事 業 特 別 会 計

6,575 万 7 千円

5,890 万 4 千円

農業集落排水事業特別会計

1 億 2,421 万 2 千円

1 億 1,761 万円

焼

1 億 2,105 万 4 千円

1 億 2,030 万 2 千円

酎

事

業

特

別

会

計
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■特別会計

6 億 7,211 万 1 千円

歳入総額は、前年度と比べて１億６０５０万５千円減少しました。

6 億 8,550 万 3 千円

特別会計は、特定の事業を行

国民健康保険事業特別会計

減少となった要因として、町が国や金融機関から借り入れる町債が、

4 億 3,734 万 7 千円

うために一般会計と区分する必

4 億 7,018 万 9 千円

ケアハウス整備事業の完了に伴い、前年度より４億８４２０万円減

介 護 保 険 事 業 特 別 会 計

要がある場合に設けられる会計

歳出

少しました。国から交付される地方交付税は、５５６１万５千円増

入

です。清里町では、清里焼酎の

歳

加しています。

分

31.8

会計があります。

区

製造および販売を行うための焼

地方交付税
24 億 4,124 万 3 千円
（45.0％）

68.2

歳入の内訳（左の円グラフ）を見ると、町税や使用料など、町が

使用料および手数料
1 億 4,118 万円
（2.6％）

％となりました。

2,425 万
1 千円

酎事業特別会計など６つの特別

分担金および負担金など
3 億 8,220 万 2 千円
（7.0％）

％、地方交付税や国・道交

54 億

独自に確保している自主財源の割合が

町債
2 億 2,710 万円
（4.2％）

繰入金
2 億 5,988 万円
（4.8％）

付金などの依存財源の割合が

諸収入
4 億 7,112 万 5 千円
（8.7％）

道支出金
6 億 1,211 万円
（11.3％）

4

1,480 万 8 千円

業務委託事業

清里中学校冷房設備設置工事
2,397 万 6 千円

613 万 8 千円

一般会計

商工費
1 億 782 万 6 千円
（2.1％）

議会費
4,268 万 2 千円
（0.8％）

消防費
1 億 9,719 万 4 千円
（3.8％）

資金不足比率

別

会

簡易水道事業特別会計

－

農業集落排水事業特別会計

－

5
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経営健全化基準
20.0％

■健全化判断比率

計

特

51

億２５７３万４千円で、前年度より１億４１０４万

基準なし

歳出総額は

35.0％

「財政健全化比率等」が法

30.0％

３千円減少しました。

20.0％

律で定められた基準値を上回

再 生 基 準

目的別で見た内訳（左の円グラフ）は、総務費が最も多く、歳出

350.0％

ると、国の指導・監督の下で

25.0％

13

億２１０５万１千円でした。

20.0％

の約４分の１を占める

15.0％

財政の再建を行うこととなり、

早期健全化基準

清里町の令和元年度決算に

－

基づく数値は、いずれも基準

9.5％

値以下であることから問題は

－

ありませんが、健全財政維持

－

里

将来負担
比率

のため、引き続き限られた財

町

清

実質公債
費比率

源を有効に活用していく必要

連結実質
赤字比率

分

があります。

実質赤字
比率

区

また、農林水産業費は、地域の営農戦略に基づき行う産地の高収

民生費
7 億 3,322 万 5 千円
（14.3％）

厳しい財政運営をしなければ

衛生費
4 億 6,371 万 3 千円
（9.0％）

公債費

8 億 1,600 万 3 千円
（15.9％）

益化に向けた取組みを支援する、産地パワーアップ事業補助金の交

2,573 万
4 千円

農林水産業費
6 億 3,992 万 5 千円
（12.5％）

なりません。

総務費
13 億 2,105 万 1 千円
（25.9％）

付などにより、前年度と比べて２億５２４７万７千円の増加となり

51 億

ました。

土木費
3 億 3,904 万 6 千円
（6.6％）

教育費
4 億 6,506 万 9 千円
（9.1％）

■令和元年度の主な事業

清里町洪水ハザードマップ作成

歳出

学校給食費補助事業

Town Topics

福田一成さんが教育委員に再任
9 月に開催された定例議会において、町議会か
ら選任の同意を受け、福田一成さん（向陽北）が
清里町教育委員に再任されました。
10 月 1 日には、櫛引町長から任命書が手渡さ
れました。
福田さんの任期は、令和 2 年 10 月 1 日から令
和 6 年 9 月 30 日までの 4 年間となります。

まちの話題

「森のアート作品」探索森林ウォーク
9 月 27 日、きよさと観光協会とオホーツク観
光連盟主催による「森のアート作品」探索森林ウ
ォークが開催されました。
このイベントは、森の中に散在する自然が創り
出した「アート作品」を発掘・撮影しながら森林
ウォークを楽しむもので、参加者たちは、ウォー
キングを楽しみながら、思い思いの被写体にカメ
ラを向けていました。

清里中学校吹奏楽部定期演奏会
10 月 4 日、プラネットにて清里中学校吹奏楽
部による定期演奏会が開催されました。
今年は新型コロナウイルスの影響で各種コンク
ールが中止となる中、生徒たちはこの日のために
練習を続けてきました。
3 年生にとっては最後の演奏会となった当日は、
約 200 名の観客が集まる中、音楽の楽しさとたく
さんの笑顔を届けてくれました。

2020.11
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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

☎ 25-2135

野崎さんが清里高校で教育実習
10 月 12 日～ 23 日の 2 週間、高校教諭を目指
している野崎泰雅さん（江南第 3）が、清里高校
で教育実習を行いました。
野崎さんは、北星学園大学文学部英文学科の４
年生で、「学校の先生にとって、コミュニケーショ
ンが最も大切なスキルだと考えます。今回の実習
を通して、教育現場で生徒とコミュニケーション
を取る精神力が鍛えられたと思います。」と、実習
を終えての感想を述べてくれました。

清里高校ユネスコ部生徒らが街頭啓発
10 月 15 日、清里高校のユネスコ部と有志の生
徒らによる交通安全街頭啓発が行われました。
当日は、約 20 名の生徒たちが参加し、ドライ
バーに向けて横断幕を掲げたり、交通安全旗を振
るなどして安全運転を呼びかけました。また、停

楽しいキッズスクール農園で収穫作業
10 月 6 日、JA 清里町と町が連携して実施して
いる食農教育活動「清小楽しいキッズスクール農
園」で、待ちに待った収穫作業が行われました。
参加した子どもたちは、土の中で大きく成長し
たじゃがいもを見つけては、一つひとつ丁寧に掘
り上げていました。
収穫したじゃがいもは、学校給食用の食材とし
て使用される予定です。

清里ロータリークラブが街頭啓発
10 月 8 日、農作物の収穫などにより、貨物輸
送の交通量が増えるこの時期に合わせて、清里ロー
タリークラブと建設産業交通安全部会斜里支部主
催による街頭啓発が行われました。
当日は、商工会女性部と青年部、建設業協会な

車してくれたドライバーには、飲酒運転根絶のリー

ども参加する中、安全運転の呼びかけを行いなが

フレットなどを手渡し、
「安全運転をお願いします」

ら、100 名のドライバーに対して啓発資材を手渡

と声をかけていました。

しました。
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清里駐在所 ☎ 25-2010

札弦駐在所 ☎ 26-2050

斜里警察署ホームページ

日、やまと幼稚園に

交通安全

交通安全教室の実施

月

おいて、交通安全教室を実施

しました。交通安全の DVD

教材を見たり、実際に横断歩

ません。逃走中の指名手配犯

わずに 番し、最寄りの警察

人に関する情報は、どんな些

物損事故が２件発生してい

署、交番、駐在所にご連絡頂

物損事故発生

ます。早めのタイヤ交換を行

きますようお願いします。

110

細なことであっても、ためら

い、路面の凍結に注意しまし

■重要指名手配犯人

犯

ょう。

防

（水）
は「女

時間

優良
講習

12 日

10 日

26 日

24 日

午後 3 時
30 分～

一般
講習

12 日

10 日

午前 10 時～

違反等
講習

12 日

10 日

26 日

24 日

しんでいることが少なくありません。このような被害者の現状を理
解し、社会全体で支援の輪を広げていきましょう。
事件や事故でお悩みの方は、一人で悩まずに勇気を出してご相談
ください。
11 月 25 日（水）～ 12 月 1 日（火）

■犯罪被害者週間
■警察相談電話

〇性犯罪相談 110 番

☎♯ 8103

※上記に繋がらない場合
午後 1 時～

〇少年相談 110 番

午前 10 時～

※事前に斜里警察署で手続きが必要です。

☎ 0120-677-110

〇暴力団相談電話

☎ 0120-677-110
☎ 011-222-0200

〇一般相談専用電話
24 日

道を渡る練習をしたりと、園

25

日

日は、女性

女性に対する暴力撤廃

（木）
～

月

12 月

無し

児たちは交通安全についてし

っかり学んでくれました。

性に対する暴力をなくす運動」

日

皆さんにおかれましては、子

期間です（

月

どもに対するいたずらなどを

に対する暴力撤廃国際日）。

なお、ドライバーや住民の

防止するための見守り活動に

ストーカー、配偶者などから

25

12

2

犯罪被害者は、被害後もさまざまな問題を抱えながら、一人で苦

11 月

初回
講習

11

11

10

～社会に広げよう被害者支援の輪～

ゆめホール知床（斜里町）

26 日

もご協力をお願いします。

講習場所

QR コード

その他

冬山登山の遭難防止

運転免許証
更新時講習の日程

の暴力、性的画像に関する被

害に悩んでいませんか ?

一人で悩まず、相談しまし

ょう。

「登山計画書」を提出しましょ

冬山登山をする場合は、無

全国警察の総力を挙げ、指

う。単独の登山は避け、万全

番！

名手配犯人の追跡捜査を行っ

の装備と余裕のある食糧を準

ピンときたら

ていますが、一人でも多くの

備しましょう。

理のない計画を立て、事前に

指名手配犯人を早期に検挙す

るためには、捜査に対する皆

様のご理解とご協力が欠かせ

110

駐在所だより

緑町駐在所 ☎ 27-5011

☎♯ 9110

■民間被害者相談電話
〇オホーツク被害者相談室

☎ 0157-25-1137
2020.11
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ただければと思います︒

バンク﹂への登録をご検討い

持ちの方には︑ぜひ﹁空き家

して︑町内で空き家などをお

が現状です︒この場をお借り

なかなか物件が集まらないの

録をお願いしておりますが︑

空き家などの持ち主の方に登

会では町の広報などを通じて

物件がない状況です︒観光協

だいてもすぐにご案内できる

せっかくお問い合わせをいた

登録件数︵物件数︶が少なく︑

数に比べ︑﹁空き家バンク﹂の

は購入希望のお問い合わせの

ありました︒そのため︑現在

特に昨年度はかなりの成約が

購入を希望される方は多く︑

しています︒清里町の物件の

光協会が連携し︑事業を実施

ステムは︑清里町でも町と観

なげる﹁空き家バンク﹂のシ

し︑所有者と購入希望者をつ

決のため︑空き家情報を登録

ながります︒空き家問題の解

化など︑近隣住民の不安につ

加は︑倒壊の危険や治安の悪

が増えています︒空き家の増

家バンク﹂へのお問い合わせ

最近︑観光協会では﹁空き

とても大変なことだと思いま

社会で人が生きていくことは

とはよくあることで︑そんな

人と人とが理解しあえないこ

たちの思いや感情がぶつかり︑

立場も異なります︒そんな人

も性格も違いますし︑職業や

はそれぞれ生まれ育った環境

になるようになりました︒人

な思いでここに来るのか︑気

住したいと考える人は︑どん

私は︑清里町に興味を持ち移

験﹂などの事業に関わる中で︑

﹁空き家バンク﹂や﹁移住体

だと感じます︒

決を難しくしている原因なの

ざまな事情が空き家問題の解

かにも税金の問題など︑さま

スもあると聞きます︒そのほ

登記の状況もわからないケー

が誰か︑面積がどれくらいか︑

置された場所などは︑所有者

また︑相当前から使われず放

いことなのかもしれません︒

譲ることは︑簡単にはできな

なったからといって他の人に

そういった場所を︑使わなく

い思いが詰まっているもので︑

にとって︑他人にはわからな

は︑所有者やゆかりのある人

まくいかない︑というように︑

に合う仕事がない︑事業がう

が見つかっても﹁何かをして﹂

からない︑さらに︑住む場所

も︑その町で住む場所が見つ

そして︑﹁ここだ！﹂と思って

場所︵市町村︶が見つからない︑

そもそも﹁どこかで﹂という

ハードルがあります︒例えば︑

っても︑実際にはさまざまな

聞きますが︑移住したいと思

対する関心が高まっていると

コロナ禍で地方への移住に

ならないと思います︒

めの選択肢を用意しなければ

人たちが安心して生活するた

特に︑働き盛りの若い世代の

ということを書きましたが︑

前に﹁観光を清里町の産業に﹂

ざまな選択肢が必要です︒以

かをして﹂生きるためのさま

えるためにも︑清里町で﹁何

す︒そのような方の思いに応

たのだとしたら嬉しいことで

して清里町を選んでいただい

こかで﹂にふさわしい場所と

のくらい大きな選択として﹁ど

大げさかもしれませんが︑そ

ん︒人生の選択などと言うと

生きていかなければなりませ

誰かと関わり﹁何かをして﹂

思います︒

がないか︑考えていきたいと

ベルでも︑もっとできること

す︒そのために︑私個人のレ

を増やしていければと思いま

援人口﹂を大切にし︑その数

私は︑こうした清里町の﹁応

の数が少しずつ増えています︒

つれ︑フォロワーや﹁いいね！﹂

ちスタッフの投稿が増えるに

会のインスタグラムも︑私た

ら個人でもできます︒観光協

ます︒一方︑ＳＮＳの発信な

増やす取組みには限界もあり

ですが︑実際の移住者の数を

き家バンク﹂の充実は不可欠

呼ぶのがいいと思います︒﹁空

すから︑私は﹁応援人口﹂と

町を応援してくれる人たちで

税﹂がその一例ですが︑清里

ことはできます︒﹁ふるさと納

まな方法で清里町を応援する

ても︑離れた場所からさまざ

すが︑清里町に住んでいなく

﹁関係人口﹂などと言われま

感じています︒

うまくいかないからだと私は

﹁何かをして﹂のマッチングが

世代にとって︑﹁どこかで﹂と

ます︒その原因は︑特に若い

さまざまな難問に突き当たり

︵小島︶
す︒それでも人は﹁どこかで﹂

難しいのは︑土地や建物に

2020.11
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Town Information
くらしの情報広場

地域おこし協力隊活動レポート
No.20

Town Information

冬の交通安全運動が実施
されます

罪であるという認識を持ち、

ようにしましょう。

■問い合わせ

冬は路面凍結や吹雪などに

（金）

二日酔い運転を含め、飲酒運

また、同乗者は運転者の飲

日

13（日）

よる運転環境の悪化に伴い、

より安全な運転を意識し、路

酒状況を確かめ、二日酔い状

日

月

11 22

転は絶対にやめましょう。

面状況に応じた速度を心がけ

態も含めて、酒気を帯びてい

～

（金）

交通事故の要因が増加します。

ましょう。

る人には絶対に運転させない

日

13

■運動期間

月

企画政策課

※統一行動日

■運動の重点

美しいまち通信

まちづくりグループ

☎２５ ２１３５

‒

〇子どもや高齢者をはじめと

する歩行者の安全確保

自動車運転者は、子どもや

※踏切事故に係る注意喚起※

日、札弦駅～緑駅間

踏切において、列車

158 19

高齢者の道路横断にも対応で

の青葉

月

ょう。また、信号機の設置さ

とタンクローリーが衝突する

きる安全な速度で運転しまし

れていない横断歩道では、歩

重大事故が発生しました。

遮断機や警報器の有無に関

わらず、踏切を渡る際は必ず

一旦停止し、しっかりと安全

確認を行いましょう。

行者優先を守り、安全通行を

確保しましょう。

〇スリップ事故防止

早朝、夜間は路面凍結の恐

れがあるため、早めにスタッ

ドレスタイヤに交換し、スピ

ードを抑えた安全運転に努め

ましょう。

〇飲酒運転の根絶

飲酒運転は悪質で重大な犯

10

11

くらしの情報広場

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

日本で最も美しい村ビューティフルデー開催！
10 月 4 日（日）に町内の生活圏域の清掃活動を
行うビューティフルデーでの団体活動を呼びかけた
ところ、5 団体より 55 名の方々が取組みに参加い
ただき、それぞれごみ拾い活動などを行いました。
このほかにも、個人での参加として、それぞれの住
宅周辺などでの清掃活動にもご協力いただきました。
また、9 月 29 日から 10 月 11 日までの２週間、

ボランティア団体による清掃活動

プラネットロビーにて、「日本で最も美しい村」連
合加盟団体の取組みを紹介するパネル展を行い、多
くの来館者にご覧いただきました。
今後もさまざまな活動を通して、清里町が「美し
い村連合に加盟している」という実感と誇りを町民
の皆さんに持っていただけるよう、活動を展開して
いきます。
■問い合わせ
「日本で最も美しい村」連合

清里事務局

（企画政策課まちづくりグループ

☎ 25-2135）

「日本で最も美しい村」連合加盟団体パネル展

2020.11
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町特産品「清里焼酎」をご愛飲ください

○清里焼酎の醸造・販売など

に関する問い合わせ

清里焼酎醸造所

２２２７

10/30 ～道路閉鎖

☎２５

吉倉商店（裏摩周展望台）※

「引換券」と「購入券」の使用方法について

☎ 25-2411

て使用することは構いませ

リカーショップ湯浅

の協力店に提出してください。

☎ 27-5815

年にじゃがいもを使

みどりマートオオタ

昭和

☎ 27-5511

ん。

緑の湯

㎖ミニボトルセット」を

☎ 25-2281

「

ホテル緑清荘

った町の特産品を模索し始め

☎ 26-2288

お渡しします。

パパスさっつる

日本初のじゃがいもを使った

☎ 25-2160

本格焼酎を発売したのが昭和

セブンイレブン清里羽衣店

年のこと。以降、じゃがい

☎ 22-4111

も焼酎は町の特産品として、

セイコーマート清里水元店

現在の醸造所は町の観光地と

☎ 25-4111

して地域振興に大きく貢献し

きよ～る

てきました。

☎ 25-2421

現在、新型コロナウイルス

おおやま商店

■「購入券」の使用について

☎ 25-2959

感染症の影響が売り上げに大

る購入券（１枚千円の額面）
■共通事項

②店舗で一時的に在庫切れの

エーコープきよさと店

清里焼酎の購入に使用でき

町一番の特産品を守り継ぐ

を 歳以上の町民１人あたり
３枚交付します。協力店での

品代に使用できます。箱代

場合は、お手数ですがほか

☎ 26-2411

‒

岩佐商店

きく影響しています。
ためにも、今一度、町民の皆
さんに愛される「清里焼酎」

期間は令和２年 月１日～

①引換券・購入券ともに使用

さい。

清里焼酎の購入にご利用くだ

歳以上の町民に「引

であることを再認識いただく
ため、

令和３年１月 日までです。

や郵送料、対象外商品の購

の店舗か、後日改めて引き

①券は「清里焼酎」の税込商

ぜひとも、ご自身でのご愛

入には使用できません。

換券」と「プレミアム購入券」

飲や親戚、知人、友人などへ

換えまたはご購入ください。

■問い合わせ

②「清里焼酎」の購入代金以
内でご使用になれます。代

のお土産、ご紹介などにご利
用ください。

○本事業に関する問い合わせ
まちづくりグループ

企画政策課

金以内であれば複数枚を同
時に使用できます。
③券の売買は禁止しています

引換券は「清里焼酎に関す

■「引換券」の使用について

を先月末に郵送しました。

11

31

２１３５

※吉倉商店では引換券・購入券は使用できません

20

るアンケート」を兼ねていま

☎２５

2020.11
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電話番号
店
扱
取

50

50
20

が、ご家族分などを集約し

■町内で清里焼酎を取り扱う小売店

54
す。回答を記入のうえ、下表

‒

Town Information
くらしの情報広場

税情報
家屋の届出はお済みで
すか？
年の途中に取り壊した家屋
については翌年度以降の固定

〇

％以上

％未満の場合は

％以上の場合は全額

２分の１の額
〇

軽減を受けるには、認定経

■申請方法
新型コロナウイルス感染症

営革新等支援機関等による確

新型コロナウイルス感
染症等に係る固定資産
税の軽減措置について

％以上

と固定資産税（３期）
、国民

今月は、町道民税（３期）
り壊し届」に必要事項を記載

ームページ内にある「家屋取

家屋を取り壊した場合は町ホ

固定資産税の課税標準額を軽

償却資産にかかる令和３年度

の所有する事業用家屋および

減少している中小事業者など

できる書類を提出し、次の

に申告書、申告内容を確認

①認定経営革新等支援機関等

する必要があります。

認を受けた申告書を町に提出

の影響で事業収入が

健康保険税（６期）を納付す
のうえ提出いただくか、町民
減します。

資産税が課税されませんので、

る月です。忘れずに納めてく
課税務・収納グループまでご

今月は町道民税・固定資
産税などの納付月です

ださい。

〇軽減の対象となる個人・法

確認を受けてください。
月まで

■軽減を受けられる方
令和２年２月から

連絡願います。
また、売買や贈与、相続な

の任意の連続する３月間の事

〇事業収入額が減少したこと

日
どで未登記の家屋の所有者が

業収入が前年の同時期と比べ

月

■納付場所
変わった場合は、
「家屋名義変

人であること

○役場出納窓口

〇 対象となる家屋の事業用割合
の事業者

門的知識や一定の実務経験

とは、税務、金融などの専

※認定経営革新等支援機関等

％以上減少している左記

町ホームページ内にある「家

○札弦支所
○緑支所

〇常時使用する従業員の数が
千人以下の個人

屋名義変更届」に必要事項を
記載のうえ提出いただくか、

■申告の時期

日まで

令和３年１月６日から令和

３年１月

■申告先・詳細

２１３６

町民課税務・収納グループ

☎２５

福祉情報

清里町生活応援事業の申
請を忘れていませんか？

住民税非課税世帯にきよさ

■交付対象世帯

１万円分を交付します。

を持つ支援機関です（税理

町民課税務・収納グループま

〇資本金または出資金の額が

と固定資産税（１・２期）、国

※申告書については町民課税

と商品券を世帯員１人につき

でご連絡願います。

〇資本または出資を有しない

士、会計士、商工会など）。

民健康保険税（１～５期）
、軽

※法務局にて滅失登記・所有

務・収納グループにお問い

令和２年 月１日時点、清

事業用家屋および償却資産

の確認を受けた申告書（原

②認定経営革新等支援機関等

ムページをご覧ください。

世帯。

世帯員全員が住民税非課税の

た世帯員で構成された世帯で

里町住民基本台帳に登録され

合わせいただくか、町ホー

※土地および事業用以外の家

本）と同機関に提出した書

※進学等で本町に住所を有し

■対象となる資産

屋は対象外です

類の写し、償却資産申告書

ていない学生などは対象と

業員が千人以下の法人

１億円以下の法人

自動車税（全期）
、後期高齢

法人のうち常時使用する従
「家屋取り壊し届」「家屋名
義変更届」の提出は不要です。

■詳細
２１３６

町民課税務・収納グループ
☎２５

■固定資産税の軽減額

を町民課税務・収納グルー

なります

事業収入の減少割合に応じ

プに提出してください。

て軽減します。

12
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31

50

権移転登記をされた場合は

また、町道民税 （１・２期）

○納付書記載の金融機関

30

者医療保険料（１～３期）の
納期限が過ぎています。
納め忘れている方は、早急
に納めてください。
■詳細
２１３６

町民課税務・収納グループ
☎２５

‒

‒

30
50

■納期限

30
10

て

（月）

更届」の提出をお願いします。

30
‒

10

11

くらしの情報広場
Town Information

○試験日

月

日

○試験会場

ご利用の皆さんにはご迷惑
をおかけしますが、ご理解と
■ 陸上自衛隊高等工科学校︵男︶

世帯の構成員から除外する方
○介護保険施設入所者
ご協力をお願いします。

日

月

日

日

～令和

歳未満の方

自衛隊美幌駐屯地

○措置を受け入所している者
歳以上

○応募資格
終日

■臨時休業日
日
○受付期間

月

※入浴・レストラン・宿泊の
月

月

日

令和２年
月

全部門を休業します。
３年
○試験日
１次試験
令和３年
２次試験
令和３年
○試験会場

１次試験 美幌商工会議所
２次試験 自衛隊美幌駐屯地
■問い合わせ
自衛隊帯広地方協力本部
網走地域事務所
☎０１５２ ４４ ５７４３
自衛官募集ホームページ

http://www.mod.go.jp/
gsdf/jieikanbosyu/

回目の特別

定額給付金の給付を決定した

国では現在、

国の特別定額給付金に便
乗した詐欺にご注意を！

月に入ってから、新型コ

ロナウイルスに係る国の特別

事実はなく、こうしたメール

定額給付金（国民

万円の給付）に関する詐欺

のフィッシングメールが確認

ていると考えられます。

にアクセスすると、特別定額

メールに掲載されたリンク

ようご注意ください。

アップロードは絶対にしない

イトでは、個人情報の入力や

このようなフィッシングサ

給付金のオンライン申請を装

☎２５ ２１３５

まちづくりグループ

企画政策課

☎１８８（局番なしの３桁）

消費者ホットライン

■「怪しいな？」と思ったら

シングメールの内容

■実際に送られてきたフィッ

するよう要求されます。

トの写しなどをアップロード

キャッシュカード、パスポー

さらに進んでいくと、通帳や

話番号などの入力が求められ、

示され、氏名や生年月日、電

ったフィッシングサイトが表

されています。

は個人情報の搾取を目的とし

人当たり

2

（土）

○障がい者支援施設入所者
○令和２年１月２日以降に新
規正規雇用者として雇用さ
れている者
ホテル緑清荘

■問い合わせ

す。申請される方は、印鑑を
2281

☎ 25

その他
自衛官採用試験が実施さ
れます

歳未満の方

■自衛官候補生︵男女︶
○応募資格
歳以上

ホテル緑清荘では、館内清

○受付期間

ホテル緑清荘臨時休業
のお知らせ

生活情報

☎２５ ３８４７

保健福祉課福祉介護グループ

■問い合わせ

内）までお越しください。

介護グループ（保健センター

お持ちのうえ保健福祉課福祉

申請は随時受け付けていま

（月）

年間を通じて行っています

2020.11
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1

11

掃のため次の日程で休業させ
ていただきます。

‒

23

（日）

（土） （土）
‒

10

5
6

‒

10

12
1

15
1

17
11
（水）
1

6
2

23
‒
33

‒

18
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世帯当たり

万円を給付

歳以上の世帯
級または
日

■申請場所と申請期間

～

日

分～午後５時

日

月

○保健センター
令和２年
３年３月
日

午前８時
月

は午後

７時まで受け付けます。

※

～令和

高齢者等の暖房費等支援事業を実施します
今年度に限り
帯全員が満
③身体障害者手帳
級を保持している方がい

る世帯
④療育手帳を保持している方
がいる世帯
⑤精神障害者保健福祉手帳

日

○札弦センター（特設日）
月

午前９時～午後７時
日

○緑センター（特設日）
月

午前９時～午後７時

日以降に清里町
年金証書、令和元年分年金
振込通知書、令和元年分年
金源泉徴収票、年金などの

収入がわかる令和元年分の

記帳がある預金通帳など

☎２５ ３８４７

保健福祉課福祉介護グループ

清里町保健センター

■問い合わせ

入がを確認できるもの

控えや源泉徴収票などの収

令和元年分の確定申告書の

年金以外に収入がある方は

（イ）

14

広報きよさと

2020.11

高齢者等世帯の冬期間の暖
房費などにかかる費用の一部
を助成します。
今年度は新型コロナウイル
ス感染症の影響により、自宅
で過ごす時間が増えたことに
伴う暖房費などの増額が懸念
級または

級を保持してい

されます。そのため、１世帯
る方がいる世帯
歳以下の児童を扶養し

月 日現

■ 申請時にお持ちいただくもの

※土日・祝日を除きます

世帯要件

○身体障害者手帳、精神障害

○印鑑

うち、所得税の算入となる収

者保健福祉手帳、療育手帳

月

に転入された方）

年

入の分かる次の書類（令和

○申請する世帯員全員分の収

該当する方）

など（障がいなどの要件で

入において、次の収入額以下
万円以下
万円以下
万円を加算した額

人世帯以後は世帯員一人

人世帯

人世帯

の世帯
①
②
※

につき

かれます。

‒

（月）

（月）

昨年（令和元年）の収入の

歳以上の世帯

年

歳以下の児童を扶養し

在で満

ている令和

⑦満

ているひとり親家庭世帯

⑥満

につき１万円分としていたき
よさと商品券の給付を、今年

収入要件をど

世

度に限り１世帯につき５万円
分とします。
■給付の要件
対象となる方は、次の
帯構成要件と

日から令和

ちらも満たす方です。
収入要件
月

日までの期間に清

年

月

令和

年

（木）

（金）

1

里町に住所があり、生活され

日現在で世

1

ている方 入
( 院や施設などに
入所されている方、生活保護

月

月

収入については算定から除

※障害年金や遺族年金など、

年

31
（火）15
11
（水）
30
16
24

26

1

の要件のいずれかにあたる世帯

②令和

2
（ア）

受給世帯は除きます で
) 、次

15

11

1
11

11

5
65

租税公課から除かれている

年

15

15

27

18
18

日現在で満

①令和

11
11

歳以上の単身世帯

2
2

11

2

1
（１）

2
2
240 120

15

65
120

（２）

11

31

2

3

（２）
1

2

3

（１）
3
65
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■訪問員のご紹介

高齢者等訪問事業を実施
しています
これまで町では、身内の方
歳以上の

歳以上

社会保険料︵国民年金保険料︶
控除証明書が送付されます

月上旬に送付される方

を添付して申告してください。

○

第２土曜日

午前９時

分～午後４時

～年末調整・確定申告まで大切に保管してください～
国民年金保険料は、所得税・
町道民税の申告において全額

日～１月３日はご利

用いただけません。

月

※祝日（第２土曜日は除く）、

30

がお近くにいない
１人暮らしの方や、

日までの間で、保

月曜日～金曜日

29

令和２年１月１日から令和
２年９月

険料を納付された方

月１日から令和

○ 翌年２月上旬に送付される方
令和２年

ねんきん加入者ダイヤル

（ナビダイヤル）

０５０から始まる電話でお

かけになる場合

☎ ０３ ６６３０ ２５２５
ることができますので、ご家

午前８時 分～午後７時

○受付時間

族宛てに送られた控除証明書

12

が社会保険料控除の対象とな
ります。
月

令和２年中に国民年金保険
料を納付された方には、

または翌年２月に「社会保険

日までの間に、今

年初めて保険料を納付された

月
明書」が日本年金機構から送

方

２年
付されますので、年末調整や

月に送付された方は、翌

※

年２月には送付されません。

基礎年金番号が分かるもの

■問い合わせ
「控除証明書」に記載されて

をご用意のうえお問い合わせ

いる月分以外の保険料を

日までの間に納付して、今
年分として控除の申告をする

☎ ０５７０ ００３ ００４

険料を納付された場合にも、

なお、ご家族の国民年金保

ます。

領収書を添付する必要があり

場合は、後から納付した分の

ください。

月

してください。

明書（または領収書）を添付

確定申告の際には必ずこの証

料（国民年金保険料）控除証

30

の方がいる２人暮らしの世帯
などに対して安否確認や相談
を行う訪問サービスを、社会
福祉協議会へ委託して実施し
ています。
現在、新型コロナウイルス
感染拡大防止のための外出自

■詳細
保健福祉課福祉介護グループ

11

粛などにより、人と接する機
会が大きく減少しています。
こうしたことから、次のと
おり対象者の範囲を広げ、町
において訪問事業を実施して
います。訪問員がご自宅に訪
問しますので、心配事などが

歳の１人暮らし

歳の２人暮らし

３８４７

‒

ありましたらご相談ください。

歳から

■新たに訪問対象となる方
○
の方
歳から

☎２５

12
納付した方が控除の申告をす

‒

‒

○
の方

○障害者手帳などをお持ちの

11

11

12

10

31

‒

30
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31

広美
大友
睦
松木

70
75

方で入院・入所されていな
い方

‒

70
75

65
65
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～
月

11

日

11

同居親族のある方

⑤高齢者向け住宅については

65

町営住宅の入居者を募集
します

日

■申込期間

月

2

（水）

歳以上で体が虚弱な

水元町 35 番地 5

11

（月）

概ね

さくらんぼ団地

入居申込者に応じて、申込

羽衣町 21 番地 10

方を有する世帯

はごろも団地

み時に必要となる書類が異な

羽衣町 39 番地 173

※上記以外にも入居資格があ

羽衣第 2 団地

りますので、お早めの相談を

札弦町 36 番地 3

りますので、詳しくは窓口

札南団地

お願いします。

札弦町 51 番地 2

でご相談ください。

札進団地

3DK

公営住宅は一定所得を超え

緑町 22 番地 5

間取り

■住宅使用について

青葉団地

対象世帯

る場合は申込みできません。

物）の飼育は禁止しています。

住所

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

団地名

4

段階の

（入居後に所得が基準額を超え

台分です。

公営住宅

また、所得に応じて

る場合は記載以 上 の 住 宅 使 用

■問い合わせ

３５７７

町民課町民生活グループ

☎２５
‒

料となります）

団地のお部屋

2

青葉団地・札進団地・札南

団地・羽衣第

カ月程度時間

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。

■入居資格

①収入基準を満たしている方

②住宅に困窮していることが

明らかである方

歳以下の

③単身向け住宅については、

入居時の年齢が

方

④世帯向け住宅については、

59

2

くらしの情報広場

部屋番号

月額住宅使用料

238 号

8,600 円～ 12,800 円

242 号

8,800 円～ 13,100 円

一般世帯向け

2DK

268 号

5,700 円～ 8,500 円

※単身入居要件有

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

3LDK

05-79 号

20,200 円～ 30,100 円

92-24 号

19,700 円～ 29,300 円

一般世帯向け

一般世帯向け

3LDK

93-39 号
93-43 号

19,900 円～ 29,600 円

95-56 号

20,300 円～ 30,300 円

さっつる団地

札弦町 316 番地 5

一般世帯向け

2LDK

14-109 号

19,900 円～ 29,600 円

特定公共賃貸住宅
団地名

住所

対象世帯

間取り

部屋番号

月額住宅使用料

さっつる団地

札弦町 316 番地 5

1LDK

96-641 号

21,000 円

リバーサイド団地

羽衣町 37 番地 3

1LDK

94-625 号

21,000 円

1LDK

98-654 号

21,000 円

ふれあい団地

単身者向け

羽衣町 39 番地 4
羽衣町 39 番地 3

一般世帯向け

2LDK

00-738 号

36,000 円

団地名

住所

対象世帯

間取り

部屋番号

月額住宅使用料

さくら団地

羽衣町 27 番地 14

一般世帯向け

3LDK

92-503 号

41,000 円

地域優良賃貸住宅
団地名

住所

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

特別賃貸住宅

08-749 号
08-750 号

23,000 円
2020.11
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お気持ち

ありがとう

ございます

特別養護老人施設へ寄付
（老健きよさと・ケアハウスきよさと含む）

社会福祉協議会へ寄付

月は児童虐待防止推進月間です

親など現に子どもを監護し

社会全体で子どもを守ってい

ることがあります。私たちは

を孤立させ、問題を悪化させ

子ども・子育てグループ

保健福祉課

■通告先・問い合わせ

決して漏らしません。

■児童虐待とは
ている保護者が、子どもに対

かなければなりません。

２１００

拒否的な態度をとったり、わ

こと、言葉によるおどかしや

■虐待に気づいたり、次のよ

体を救うのです。

報が子どもの命を救い家庭全

児童相談所全国共通ダイヤル

☎ ０１５７ ２４ ３４９８

北海道北見児童相談所

☎２５

いせつな行為をすること（さ

うなことを見たり聞いたら

※通話料がかかります

子どもを助けたいと思う一

せること）などによって、子

次の通告先までご連絡くだ

っていても、虐待かどうか、

つも極端に汚れている」
「車

○ネグレクト「衣服や体がい

がりません

☎１８９

どもの心身を傷つけ、健やか

※一部のＩＰ電話からはつな

○身体的虐待「不自然な傷が

多い」
「叩く音や泣き声が聞

その行為が子どもにとって有

内に子どもが放置されてい

こえる」

害かどうかで判断します。

る」「小さな子どもを置いて

○心理的虐待「しつけの程度

しょっちゅう外出している」

子どもへの虐待については

を超えて叱っている」「こと

○性的虐待「子どもにわいせ

虐待をしてしまう保護者の側
ろな事情があり、家庭全体が

つな行為をしている（させ

ばによる脅し」

多面的な悩みをかかえ、援助

相談や通告した人が誰か特

ている）」など

周囲から保護者だけへの一

定されてしまうような情報は

を必要としています。

にも、子育ての不安やいろい

つめないで見守ってください

■虐待してしまう家庭を追い

たとえ親などがしつけと思

■しつけとの違いは？

をいいます。

さい

‒

な成長、発達をそこなう行為

適切な保護や養育を行わない

して身体的な危害を加えたり

11
方的な非難は、かえって家庭

2020.11
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【寄付金】
前田 清治さん（羽衣町第 1）
土橋 喜美男さん（斜里町）
【お品物】
水元町第 1 自治会女性部
こども農園
【寄付金】
橋本 悟さん（羽衣町南）
正木 敏さん（羽衣町第 1）
新輪 信雄さん（江南東）
野崎 初雄さん（江南第 3）
本庄 滿さん（札幌市）
大島 数枝さん（札幌市）
【お品物】
美馬 廣子さん（向陽北）
樫村 スミ子さん（札弦町第 1）
塚田 武子さん（札弦町第 1）
外川 千代子さん（札弦町第 1）
水元町第 1 自治会女性部
こども農園

あたたかな

Town Information
くらしの情報広場

‒

‒

夫議員が質問をしました。

施策展開の方向性について
議員

総合計画の実態として

古谷 一夫
議員

総花的にならざるを得ない部

への投資が今後増大する。
一方では、コロナ禍で国に

分もあるが、人口減少と超高
齢化により生じている課題や

よる財源手当てはされている
が、近い将来、この反動とし

住民不安への取組み戦略の明

見据えた中での持続可
能なまちづくりの基本
て地方財政の引き締めにより

住み続けることができるとい

確化が必要であり、この町に

される。清里町の自主財源の

地方交付税の圧縮が強く予想
第６次総合計画が策定

う「住民の安心感」に軸足を
置くべきではないか。
町長

人口の減少が続き既に

可能なまちづくりを目指すう

４千人を割っている。今まで

地方自治体を取り巻く環境が

識したまちづくりが求められ

町長

止めることができるのか考え

が人口減少や高齢化の進展を

評価をした中でどういう対策

は止まらなかったという反省

の施策展開においても減少率

年々変化し複雑かつ多様化す

また、高齢化は年々進んで

ていかなければならない。
まちづくりを推進していく。

いて２年もすると団塊世代が
歳に到達する。町を離れず
し持続可能なまちづくりを推

をしっかり整えることが役目

安心して地域で暮らせる体制

環境と地域資源の特性を生か

基本的には、清里町の自然

る行政課題を的確に把握し、

今まで以上に経営を意

の視点をどこに置くのか。

えで基本戦略と施策的な展開

さが一段と増してくる。持続

実態からも財政運営上の厳し

戦略と施策展開
議員
中であり、人口減少と超高齢
化における経済振興や雇用、
医療、福祉、介護のあり方、
地域公共交通対策の喫緊性に
ついては町長と基本的に課題
を共有していると考えるが、
町の現況は深刻度が急速に増
している。農業関連と公共サ
ービス、公共投資、年金経済
だけが地域のフロー経済とし

て動いているのが現実で、医

療、福祉、介護、教育や観光

など独自施策や対策により制

度的・義務的な負担以外の支

進するための施策を確実に実

また、若い人達が持続的に

となっている。

札弦、緑地区については生活

今後の地域振興対策 として、

環境の構築が次の戦略の大き

維持機能の確保対策 を優先し、

働く環境を得て生活していく
な課題である。

温泉、学校跡地、観光資源な

ど、それぞれの地域の特色あ

る資源を活用した持続可能な

清里・札弦・緑３地区

の地域振興対策ビジョ

携を一層深めてまいりたい。

発展のために商工会等との連

環境づくりと生活の場の維持

合わせた生活と経済を支える

による自然景観の形成整備に

活用方策、郊外には景観計画

計画による空き店舗などの利

また中心商店街には商工振興

の設備や機能の充実を目指す。

れており今後も町の顔として

して施設の整備、充実が図ら

まで町の中心となる市街地と

清里地区については、これ

とともに進めていきたい。

取組みについて地域の皆さん

従前は３地区の均衡し

ンの構築
議員

た振興が図られてきたが現在

の緑・札弦地区の人口減少と

高齢化の厳しい実態は生活維

持機能を確保していくことす

ら困難な状況である。清里市

街地区においても空き店舗対

策が進まない中で木材関連製

造事業所の清算閉鎖により空

洞化だけではなく美観・治安・

防災上の懸念も新たに生じて

いる。こうした地区の地域振

興対策ビジョンの構築の必要

性をどのように認識され施策

清里町全体で人口減少

に取り組まれるのか。
町長

と高齢化が進み、特に札弦と

緑地区の人口減少と高齢化は

著しい。高齢化率は８月末現

％、

％、緑自

在で札弦第１自治会で

札弦第２自治会は

治会は ％と超々高齢化社会

18
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2020.11

地域振興対策の基本的な考え方と

内容を要約して掲載します。

人口減少と超高齢化を

で一般質問が行われ、古谷一

出も肥大化し、大規模施設の

である。

45.8

75
行してまいりたい。

69.3

第７回定例会（9 月15 日）

老朽化による長寿命化と改築

53.7

議会通信
Town Council

一般質問

編集

地域振興対策に向けた

定こども園など大型事業も予

寿命化に向けた改修整備や認

成され、現在は公共施設の長

画、主な施策事業の内容で構

計画と景観計画が施設整備計

間として策定され、土地利用

どを取り扱う現況にある。窓

種の届出、戸籍や印鑑証明な

ては支所機能としては現在各

町長

は。

か。具体的な取組みの考え方

動的な見直しが必要ではない

齢者見守りという観点から能

生活維持機能や住民自治、高

議員

の５ヵ年計画とし総合計画と

和３年度から令和７年度まで

画期間を合わせる観点から令

第６次清里町総合計画との計

現在策定作業を進めており、

ひと・しごと創生総合戦略は

町長

べき施策をどう捉え直すのか。

か、加えて重点的に取り組む

置き換えた行政計画とするの

効性や地域の実態的な課題に

ていくのか、視点や観点を実

襲を前提とした行政計画とし

期計画を先の第１期計画の踏

そうしたなか清里町は第２

を図っていくべきと考える。

治やコミュニティ機能の再生

環の仕組みをつくり、住民自

組み合わせたり、地域経済循

女性など多様な異なる能力を

性化に繋がる。高齢者や若者、

をつくり上げてこそ地域の活

人や情報、お金の流れ、雇用

け取り組んでいく。

ものと考えて内容の精査に向

ための施策事業が基本になる

の生活と健康、いのちを守る

しっかり見据えたうえで町民

と人口減少社会という現実を

現在の清里町グランドデザ

定されており、土地利用計画

口対応だけなく幅広く地域に

並行し策定作業を進めている。

第２期総合戦略は新しい仕組

画と連動するものとして平成
年から令和２年度を計画期

土地利用計画はいつど

札弦、緑地区

を含めたグランドデザインの

直接関わっていくスタイルに

次期の総合戦略はまち・ひと・

みをベースに検討、推進され

インは、第５次清里町総合計

策定について十分に検討した

切り替えていかなければなら

しごと創生法に基づき、４つ

町長

札弦、緑の支所につい

支所の機能については、

役場支所機能の見直し

い。

ない。新年度に向けて見直し

るのか。

目標のもとに地方版総合戦略

示す総合戦略の４つの基本目

具体的な仕組みの中に

のような形で策定するのか。

議員

総合計画の概要版の策

の基本目標と２つの横断的な

を策定する。また実効性も総

標に取り組まなければならな

議員

町長

を進める。

合計画の方向性や協働と行政

い。清里町独自の計画のあり

めに若い人たちの雇用の確保

人口減少の流れを緩和するた

取り組む施策は少子高齢化、

また、２期計画で重点的に

かり内容の精査をさせていた

的な展開、戦略についてしっ

いても検討をいただく。具体

な方向性、戦略のあり方につ

ととなる。そのなかで具体的

方についてご審議いただくこ

による地域経済の活性化、生

だきまとめていきたい。

題となってくる。少子高齢化

活社会基盤の整備、充実が課

手法について検討したい。

今後の策定の中で国の

第２期総合戦略

の補完性の観点から導かれる

東京圏への一極集中を

いとの評価だと認識する。

画は目標達成には及んでいな

て実行された第１期５ヵ年計

済・雇用の活性化を目的とし

脱却し、地方の人口維持や経

議員

重点的な取り組み施策

まち・ひと・しごとの

本町の第２期のまち・

定とともに令和３年度中には
きたい。

策定に向けて作業を進めてい

23

土地利用計画とまちづ

人口減少や超高齢化が

くり機能の再編と集約

議員

今後も進展するとコンパクト

で機能性を備え、行政サービ
スの連携が集約的に図られる
まちづくりが重要。コンパク
トタウン化が町民生活や防災、

行政運営とコスト管理の面か
らも強く求められる。町有地
の利活用も含めたまちづくり
計画のグランドデザインとし
て、土地利用計画のマスター
プラン策定は総合計画と連動

本町においても地域特

して必要とされるのではない
か。
町長
性を最大限に生かしながら利
便性が高く住み続けられる、
コンパクトでコスト管理の面
からも効率的なまちづくりの
必要性が重要と認識する。公
共施設管理計画のもと機能が
類似した施設を集約し連携し
て活用することで、まちの魅
力や利便性の高いまちづくり
を進めたい。

2020.11
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議会広報特別委員会

☎ 25-2188

一般質問
議会通信

チョイス」の両方のサイトで

質問 「さとふる」、「ふるさと
ウム灯などの防犯灯が多かっ

質問

【道路防犯灯】

すぐ使えるような形をとって

有化を図り、いざという時に

配備を受ける側とで意識の共

答弁

リットルのタンクが整備され

舎暖房灯油と共有でき、１万

答弁

来年２月完成予定で庁

焼酎２本組が受付期間外にな
たが、移設工事に伴って全て

いきたい。

である。

採計画について。

質問

る計画である。

体験住宅について何件

用後に清里に移住された方は

減額となっているのはなぜか。

20
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発電機を配備した側と

っている。昨年同様、今年も
ＬＥＤ化されたのか。

【町有林管理費】

が作成されて町民に配布もさ

答弁

町内における防犯灯は

【洪水ハザードマップ】

従来は蛍光灯やナトリ

チェックが適切に行われてい
答弁

時間は発電機を回せるもの

ないのでは。

すべて、ＬＥＤ化が完了して

れた。周知活動はどのように

終処分場の周辺の木を伐採す

在庫がないものについ

答弁

質問

【自治振興費】

行っているか。

青葉地区のカラマツ伐

いる。

質問 「まちづくり住民大会」

答弁

立派なハザードマップ

て完全に削除はせず取り扱い

がなくなるなど、地域課題を

に町広報でもお知らせした。

【清里町移住定住促進補助事業】

商品を表示する目的で残して
いる部分もあるが、町として

共有しながら、共生・共創型

札弦、緑、清里の３ヵ所で説

質問

昨年度に引き続き、最

サイト管理、チェック体制を

の地域社会、自治会を作って

明会をやる予定をしていたが、

一般会計

らしは令和元年度の実績が

ハザードマップ作成後

改めていく。

いく営みがかなり衰退してい

の利用があったか。体験後、

【ふるさと寄附金】
寄附をされる方の内訳

質問

組で 名であった。昨年度、

移住体験のちょっと暮
町民の方と共通認識を持つ場

で行ったか。

実際に移住に繋がった方はい

【釧網本線利用促進】
質問

は必要である。町民の活動を

答弁

後も今の流れを変えずにやっ

小型モビリティ、アイロード

きちんと支援できる形を積極

ないが、過去に体験住宅を利

WiFi 整備は何ヵ所

令和元年度の金額の実

の利用実績は。導入当初は説

札弦センター、緑センター、

保健センターの５ヵ所のエリ

いる。

緑の湯に配備した電動

万５千円で、ふる

的に進めていきたい。

ていく予定か。
績は１千

明があったがその後の説明が

アで使える配備である。

【清里高校支援事業】

答弁
さと会に加入されている方や

ない。今年度の予定は。
質問

【総合庁舎発電機設計】

役場庁舎、町民会館、

斜里岳ロードレース大会に参

弱であった。今年度も連携し

事業所や各施設で咄嗟の事態

質問

昨年の利用件数は

附いただいている。前年度と

ながら行いたいということで

質問

進、通学バス運行補助を計画

【防災対策費】

答弁
万円程増

に対応できるよう、毎年１度

る発電機は国が求める非常用

発電機を設置している

比べて寄附金額が

進めていたが、企業側からオ

は発電機を使用するような形

リアできるものなのか。

特色ある学校づくり推

えており、今後も現状をベー

リンピックの予定があったこ

と実績を比較すると、大きく
きたい。

今年度予算で整備され

スに進めていく予定である。

電源の備蓄時間 時間分をク

16
を行政として企画していただ

20

56
と、また新型コロナの流行に
より実行できなかった。

72

400

件

加された方などを含めてご寄

具体的な案は出ていな

コロナの影響で開催できずに

審査期日
142

2020.11

74.6

るが、今後の具体的な取り組

昇

清里町に興味を持って住んで

池下

至っている。

副委員長

みを検討しているのか。

忠之

質問

伊藤

みたいとの意見はあったか。

委員長

答弁

決算審査特別委員会

は。また、返礼については今

9 月16 日

答弁

令和元年度決算質疑

いが、地域課題を共有する場、 【防災 WiFi】

議会通信
Town Council

決算質疑

編集

【きよさとポイントカード】
質問

文房具の１つのような認識で、

答弁

【国民健康保険税】

考え方について。

答弁
質問
は賃貸や売買など有効に活用

児童がタブレット上で回答を

質問

【空き家対策】

進事業は毎年同じ事業をやる
過する「きよポンカード」に
されているか。町内には沢山

して全員の回答を先生がタブ

数は。収納率をあげる努力を

特色ある学校づくり推

のではなく、その都度高校側
対する評価は。
の空き家があるので今後もリ

レットで確認しながら授業を

していただきたい。

特別会計

が選択をして実施しているも
答弁
フォームや家具の片付けなど

行うことも可能である。

カードの会員数もかな

タブレットはいわゆる

ので一定の予算の中で実施し
り増え、町内消費を図る地元

のＰＲも積極的に行っていた

パソコンについてはワード

やエクセル、インターネット

接続などコンピューターを学

リフォーム後は有効に

空き家のリフォーム後

ていただいている。通学バス
通貨として、町内消費の拡充
だきたい。

スタートして１年が経

については運行の日数、吹雪
が図られていると考えている。

答弁

活用されている。清里町全体

ぶための使い方に特化してい

名、 万３千

円。

万１千 円である。収納対

滞納繰越分は、実人員

名、

現年度課税分は実人員

国民健康保険税の未納

などで休校となっていること
商工会とも連携しながらさら
に事業展開できるよう進めて

に空き家が増えている実態は

くと考える。

いきたい。

把握している。ご意見を参酌

答弁

があり運行日数実績による差
である。
【高齢者等暖房費支援事業】
【神の子池整備】

検している。草刈りは地元事

【町民活動施設使用料】

策チームをつくり今後も情報

件の意見書

だいた把握ができていない部

態は。

保を求める意見書について

な悪化に対し地方税財源の確

７千円︑５千円︑３千

答弁

答弁

昨年度の町民活動施設

分について改めて点検をして

名、休憩室

名、

463

を求める意見書について

▼種苗法改正案の慎重な審議

整備等に関する意見書について

▼国土強靱化に資する道路の

円と区分が分かれており９名

の影響に伴う地方財政の急激

▼新型コロナウイルス感染症

提出いたしました。

が原案どおり可決され、国に

９月定例会で

意見書提出

共有を図りながら徴収事務に

質問
質問

た用地も含め全体的な構想に

業者かシルバーセンターに委

質問

春先の使用開始時期に

ついてもう少し考えていかな

託をしているが、ご指摘いた

以前に比べて観光客が

しながら空き家対策を行って

はあるが、今年度は対象者の
状況について。

【公園管理】

申請制度ということで

皆さんに、しっかり支給され
答弁

質問

当たる。

るよう努力していただきたい。

増えたことにより、利便性も

き届いていないのでは。点検

いきたい。

答弁

考えてトイレや駐車場、園地

や補修修繕の 取り組み実態は︒

神の子池の整備の進捗

法上の個人情報保護の観点か

も含めて整備が必要と考え協

答弁

公園や緑地の管理が行

ら、あくまでも申請主義とな

議を進めてきた。その中で課

点検を行い、また終了時に点

申請者数は増えた。税

ることをご理解いただきたい。

題が多く出てきたため測量し
質問

ければならない状況にある。

歳入

423

3

の利用数は、手工芸室 名、

町民活動施設の利用実

入居者支援事業の支援数は。

【ケアハウスきよさと】

153

737

いく。

ケアハウスの低所得者

15

20

248

の方が支援を受けている︒

【小学校教材等整備事業費】

室内遊技場

名、農畜産加工室

パソコンとタブレット

名、研究室
質問

名であった。

名の合計１千
の学校現場での使い分け方、

59 167

陶芸室

382
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66

229
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議会広報特別委員会

☎ 25-2188

決算質疑
議会通信

総括質疑

内容を要約して掲載
します。

議員

加盟して丸４年が経つ
道内連携町村を中心と

が、成果は現れたのか。
町長
した研修会、ふるさとＰＲス
テージ、東京の北海道物産、
加盟地域やサポーター企業と
情報交換など清里の認知度向

上に向け取組みを進めた。特

に北海道連携会議において一

宅地としての整備や若者の定

毎年繰入れが６千万、７千万

名以上の方が清里町を

になっても継続させるのか。

し、

住用の用地にするなどの対応

町長

公営住宅エアコン設置

が考えられる。今後の整備計

影響でほとんどの飲食店が営

連合に対する町民の認

訪れた。
議員

画や第６次総合計画の中で整

業を停止し清里町の焼酎だけ

であり次の手を考えなくては

でなく他の酒類も厳しい状況

新型コロナウイルスの

設置を希望する方には設置可

理し前向きに進める。

公営住宅、特公賃に町

公営住宅にエアコンの

議員
能な整備をしてはどうか。
町長

焼酎事業について

識は薄い。加盟後の具体的な
交流人口の推移は。

でエアコンの整備はしていな

広報にて町の取組みや

町長

人３千円のプレ

ミアム焼酎券を交付し、改め

ならない。

で設置をして退去の際に壁に

て町の特産品としてのイメー

い。設置希望者には、ご自身

しているので一定程度の認識

開けた穴など現状修復をして

連合の事業概要について報告
はしていただいていると思

ジを町民に再確認してもらう

万人以上

万人、 年

もらうことを前提に相談のう

年は

万人、以降も

う。平成

ための事業展開である。大幅

は
全体として関係人口や交流人

態にしたら良いのでは。

らエアコンの設置が可能な状

定３戸分について、はじめか

議員

となる製品になり今日を迎え

あったが清里の特産品、誇り

町長

議員

これまで幾多の苦難が

焼酎事業の構想は。

将来展望は。

民は納得できるのか。町長の

資金に約３億円というのは町

議員

な予算の見直しを含めて次へ

口は増加していると捉える。

町長

ている。長い歴史をかけて積

町長

の方が清里町を訪れている。

議員

建物や配線などへ影響を及ぼ

み上げてきた実績であり、収

に気をつけ安全を確保した上

えて欲しい。
徐々に地域振興、活性

のステップにしたい。

連合に加盟したことをもっと

す可能性があるため入居者と

支が合わないだけで切り捨て

で少しでも施設の寿命を延ば

ひまわり団地の建設予

利用した方が良い。交流人口

相談のうえで設置場所を選定

はしない。町民が育ててきた

す方向を模索し、当面はでき

る限り修繕が可能なものは修

衛生面、安全面は最大

今後の焼酎事業の整備

が目に見えて増える方策を考

する。今後も同じように対応

誇りに思う特産品として今後

清里町の PR のため、

町長

していきたい。

も継続をしていきたい。
議員

余りに大きくなるとそうはい

議員

に活用しながら効率的に進め

源措置のある起債などを十分

修となる場合は補助事業や財

繕する方向でいく。大規模改
して整地になっているが跡地

かないのでは。今回の町民１

たい。

公営住宅跡地について

設置場所については、

化している。連合への加盟が
１つのきっかけとなり移住に
繋がる事業を展開したい。

に対する考えは。

人に対し３千円の購入券配布

収支が合わない金額が

町長

は、町がお金を出して焼酎を

古い公営住宅を取り壊

に沿って建替用地、不用地の

買っているのと同じである。

基本的に長寿命化計画
処理を行う。不用地は分譲住

22
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500

え対応している。

1

が質問をしました。

町村で行い、昨年は清里

29

が行われ、池下議員

昨年からスタンプラリーを加

盟

38
42

28

に決算審査総括質疑

町が当番町として事業を展開

9

45

9 月 18 日（ 金 ）

日本で最も美しい村連合

昇

議員
池下

議会通信
Town Council

総括質疑

☎ 25-2188
議会広報特別委員会
編集

緑町、札弦町の活性化

化率の現状を認識し対応策の

考えなければならない。高齢

か、生活機能の向上を第一に

的な高齢者対策をどう考える

療、福祉、介護など地域包括

域交通、自治会活動機能、医

すための対策が急がれる。地

までも地域で安全安心に暮ら

なると思うが。

る支援の方が地域を守る糧と

と人とのつながりを大事にす

はどうか。地域活性化より人

対して色々な役割を果たすの

れていくなど、地域の方々に

添いや週に２回程度病院に連

援員を配置して買い物の付き

議員

議会活動報告

斜里郡３町議会連絡会議

10 月 2 日（金）に役場 3 階各種委員会室において「斜

里郡３町議会連絡会議」を開催しました。

斜里町、小清水町、清里町の議会から 15 名が参加し、

①選挙公営について②新型コロナウイルスの影響によ

る状況と対応について③敬老会の開催状況と記念品に

ついてを協議、その他情報交換を行いました。

産業福祉常任委員会

10 月 16 日（金）に宇遠別川地区と札弦クリーンセ

ンターの現地調査を行いました。

◀宇遠別川

札弦クリーンセンター▲▶

札弦と緑地区に地域支

検討を加えていきたい。

高齢者が大きな不安を感じて

今年はコロナの影響で

議員

いる。その不安を解消するた

町長
く今ある商店もいつまで続け

めに見守りや相談の目的で２

緑地区も高齢化率が高

議員
ていけるかわからない。地域

緑町小学校や光岳小学

校の跡地活用について、今後

る事業を始めた。地域の方々

名の職員を臨時的に採用し高

地域の商店がなくならないよ

が生活維持機能を維持するた

の足がいかに大事か、商店が

町長

うに行政が応援をする方法も

めに新しい体制が必要となれ

も地域住民からの要望がない

会の役員の方を中心に今まで
あるのでは。

齢者のお宅を定期的に訪問す

話し合いをしてきた。コロナ
町長

無くなった時どうなるのか。

の影響で今は中断しているが

マッチした地域であり温泉付

場合はどう考えているか。

落ち着いた段階で再開する。

き分譲地ということで移住さ

光岳小学校は、４自治

時間に余裕はなく早い段階で

れる方もかなり多く、そこで

ばしっかりと検討していく。

構想を示せるよう検討を加え

起業された方へ支援をしてき

緑地区は自然と本当に

る。

た経過もある。
品が買えるお店が、仮に畳む

また、緑地区で唯一、日用

非常に高い。活性化というよ

ということになれば無店舗地

札弦地区の高齢化率が

り日常の生活維持をどうする

区となり大変な事態である。

議員

かが先決である。今後の展望

町としては地域を守るための
施設として考えていかなけれ

は。
町長

ばならない。

札弦地区は高齢化が一
番進んでいる。高齢者がいつ

2020.11
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総括質疑
議会通信

生涯学習情報コーナー
「さんろく」では、教育委

員会による行事のご案内など

生涯学習に関する情報をお知

Information
お知らせ
掲示板

●申込先・問い合わせ
生涯学習課社会教育グループ

お 知 ら せ情 報

自治会対抗 歳バレーボ
ール大会を中止します

歳バレーボー

300

例年 月に開催しています

「自治会対抗

ル大会」は、新型コロナウイ

ルス感染症対策のため中止す

ることといたしました。

詳細・問い合わせ

清里町バレーボール協会事

務局 長屋（保健福祉課福祉介

３８４７

護グループ内）

☎２５

多目的広場の使用について

‒

らせします。

プラネットステージ
スタッフを募集します

内多目的広場

97

プラネットで開催するステ

プラネット

10

ージ公演や文化祭、各学校吹

は冬季期間準備のため、 月

日をもって閉鎖いたしまし

た。

詳細

31

奏楽部の定期演奏会などの運

営にご協力いただくステージ

スタッフを募集します。

音響や照明、舞台装置など

２００５

Topics

生涯学習課社会教育グループ

☎２５
‒

の操作や舞台の演出を行いま

す。また、観客とは違った角

度からコンサートなどを楽し

む機会にもなります。

興味のある方はお問い合わ

せください。

詳細

２００５

生涯学習課社会教育グループ

☎２５
‒

さんろく

11

300

☎ 25-2005

生涯学習総合センターの利用について
清里町生涯学習総合センターでは、新型コロナウイ
ルス感染症対策として、各部屋の利用人数を制限して
います。また、ロビーを長時間利用することはご遠慮
ください。
※多目的ホールは可動席を使用する場合、197 人程
度利用が可能です。
上限人数は、今後変更となる可能性がありますので
ご了承ください。
令和２年度おとなの部活動

部屋名

利用上限

部屋名

利用上限

多目的ホール

87 人 和室 C

ステージ

64 人 小ホール

75 人

研修室Ａ

14 人 会議室

16 人

研修室Ｂ

14 人 調理自習室

17 人

和室Ａ

24 人 音楽室

24 人

和室Ｂ

8人

9人

◆ジョンとクレイトンの英会話教室◆

英語が分かれば見る世界が変わり、自分が変わります。新しいワクワクの扉を開きませんか？本教室では、日常会話
や間違えやすい英語、外国人にもしも道を聞かれたら？などのテーマを設定して初心者向けに開催します。
日

時

11 月 27 日（金）、12 月４日（金）、12 月 11 日（金）
午後 7 時～午後 8 時 計 3 回

講

師

清里町 ALT

ジョン

フレドリック

クレイトン

ダフィー

レック（写真 右）
ビービ（写真 左）

内

容

自己紹介・日常会話・間違いやすい英文ほか

場

所

生涯学習総合センター

対

象

中学生以上、町内在住の方

申込期限

11 月 20 日（金）

主

清里町教育委員会

催

2020.11

広報きよさと

24

生涯学習情報コーナー
編集

生涯学習課

Library

さんろく
☎ 25-2005

図 書 館 情 報

●開館時間
●休 館 日

平日

図書館利用 Q&A
Ｑ．図書館で借りた本を破いてしまった
Ａ．そのまま図書館へお持ちください。専用のテープや
のりで職員が修繕します。セロハンテープは貼らな
いでください。劣化して本が傷みます。
Ｑ．図書館で借りた本を汚してしまった
Ａ．そのまま図書館へお持ちください。職員ができる限
り修繕しますが、修繕不可能な場合は弁償していた
だく場合があります。
Ｑ．図書館で借りた本を紛失してしまった
Ａ．弁償していただきます。まずは図書館へお申し出く
ださい。

午前 10 時～午後 5 時

清里町図書館

☎ 25-2582

今月の本棚

除籍本のリサイクル

雑誌提供期間
11 月 1 日（日）～ 11 月 12 日（木）
一般書・児童書提供期間
11 月 20 日（金）～ 12 月 20 日（日）
時間 午前 10 時～午後 6 時（火～土）
午前 10 時～午後 5 時（日・祝）
※月曜日は休館します（祝日の場合は開館）
場所 図書館内

日曜・祝日

毎週月曜日（祝日の場合は開館）

●お問い合わせ

図書館で除籍した雑誌と書籍を無料提供します。バッ
グなどをご持参ください。来館の際は、マスクの着用と
手指の消毒にご協力ください。

午前 10 時～午後 6 時

詩・短歌・俳句を読もう！
普段あまり読んだことのない詩・短歌・俳句。川柳はわ
りと馴染みがあるけど、詩や短歌はあまり目にする機会が
なく、面白さがよくわからない。そんな読まず嫌いをして
いませんか？詩とは自然や人間社会の出来事などから受け
る感興・感動を、リズムをもつ言語形式で表現したもので
す。短歌は「5・7・5・7・7」の 31 音で構成されるもの
です。季語を取り入れ「5・7・5」の 17 音で構成されて
いるものは俳句で、季語を入れなくてよいのが川柳です。
これらは短い言葉でさまざまな気持ちや情景を表現してい
るとても奥が深いものです。ぜひ、お気に入りの作品を見
つけてみてください。
期間
場所

11 月 3 日（火・祝）～ 11 月 29 日（日）
図書館内

●ことばのしっぽ／読売新聞生活部 監修
●たぬきのたまご／内田 麟太郎 著
●詩を書くということ／谷川 俊太郎 著
●短歌ください／穂村 弘 著
●マンガで覚える俳句・短歌／齊藤 孝 著
●俳句、やめられません／岸本 葉子 著
●俳句がうまくなる 100 の発想法／ひらの こぼ 著
●猫踏んぢゃった俳句 / 松村 友規 著
●愛と別れ / 内田 康夫・早坂 真紀 著
●蕎麦湯が来ない / せきしろ・又吉 直樹 著
ほか
※すべて貸出できます。

Ｑ．借りたい本が図書館になかった
読み聞かせ会
Ａ．借りたい本がないときはリクエストすることができ
ます。購入したり、ほかの図書館から取り寄せます。
ボランティアの方々による読み聞かせ会を行います。申
図書館へお申込みください。ただし、予算の関係や 込みは必要ありません。お気軽にご参加ください。
収集基準に沿わず購入できない場合や他の図書館か
ら取り寄せることができない場合がありますのでご 日時 11 月 4 日（水）午前 10 時 30 分～（約 20 分間）
了承ください。
会場 プラネット ’97 和室 A
対象 おもに 0・1・2 歳
Ｑ．図書館に本を寄贈したい
Ａ．基本的に寄贈をお受けしています。図書館までお持 日時 11 月 26 日（木）午後 3 時 30 分～（約 30 分間）
ちいただくか、ご連絡いただければご自宅までお伺 会場 プラネット ’97 和室 A
いします。
対象 おもに 3 歳～小学校低学年
寄贈後の取扱いについては、図書館に一任ください。
すでに図書館にある本の場合は、古本市に出品する ●三密を防ぐため、会場での換気を十分に行い、参加者同
場合があります。また、発行年の古いものや傷みが
士の距離を確保します。
激しいもの、ページが変色しているものなどは、寄 ●マスク着用・手指消毒・検温・お名前の聞き取りにご協
贈をお受けできない場合もありますのでご了承くだ
力をお願いします。
さい。
● 0・1・2 歳のお子さんには、検温のみ実施します。
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健康・子育て応援コーナー

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

日減っています。具体的な腸内細菌の

こんにちは、作業療法士の海下です。 含まれており、あなたの腸内細菌は毎

今回も便秘の解消法についてお話しま

つ提案させてい

育て方はたくさんありますが、今すぐ

に取り組める方法を

には

兆個以上の腸内細菌が生きてい

話させていただきます。私たちの大腸

最近話題となる腸内細菌についてお

は安価で安全で時間短縮できる食品ば

い物質が添加されています。現代社会

作られた食品には、細菌が繁殖しにく

食品防腐剤を食べない。工場などで

ページをご

ただきます。

ます。菌が減るとヒトの身体の害とな

かりです。注意しないと防腐剤を食べ

月号の

す。便秘解消の「運動」について興味
のある方は広報
覧ください。

る病原菌を退治することができず、病

過ぎてしまい、腸内細菌が減ってしま

①市販品を食べ過ぎない

気が発症しやすくなります。また便秘

います。外食も同様です。
●便の解剖学

年以前に食べられていた

ター内） ☎２５ ３８５０

保健福祉課保健グループ（保健セン

■問い合わせ

ついて分かりやすく説明します。

付けています。食事や身体の仕組み に

おり、栄養やリハビリのご相談を受け

保健センターには栄養士も在籍して

●栄養相談とリハビリ相談のご案内

くれるでしょう。

るとあなたの腸内細菌は喜び、増えて

なるべく旬のものを食べましょう。す

食べ物を食べましょう。簡単に言うと、

及する昭和

器官は変わっていません。冷蔵庫が普

食生活が変化しても、私たちの消化

②なるべく旬の食品を食べる

や肥満にもなりやすくなります。

●腸内細菌とは

2
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子育て情報
子育て支援センターの行事

分～

■「パパと遊ぼう」土曜日開放
午前９時
とで軽くしてみませんか。ご本人

日

子育て支援センター
以 外 の 相 談 も 受 け 付 け て い ま す。

月

場所
支援センタ ー を 開 放 し ま す 。

日時

内容
なお、事前に申込みが必要です。
午前９時～

時

お父さんとお子さんで遊びに来
日

保健センター

月

日時
場所
臨床心理士
３８５０

保健福祉課保健グループ

担当
申込先
☎２５

思春期・こころの健康相談
︵網走保健所︶のご案内

日

30g（15%）

てください。ご家族での参加も
０歳児～就学前のお子さん

分～

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、
月

事前に申込みが必要です。
日時

分～午後５時

●腸内最近の死骸

受け付けています。
対象
と父親

時

まで

午後１時

網走保健所

30

■子育て講座「発熱・体温の計り
午前

日

場所

北海道立向陽个丘病院医師

網走保健所健康推進課

担当医師
申込先

●腸内細菌を育てよう

40g（20%）

％も腸内細菌の死骸が

●腸細胞の死骸

方・脱水」
日

子育て支援センター

月

場所
子どもが発熱した時の体温

日時
内容

月

清野 美奈 氏

小清水赤十字病院幼児安全

の計り方や対応を学びます。
講師
指導員
申込期限
申込先・詳細

３１９２

子育て支援センター

保健福祉課子ども・子育てグル
ープ
☎２５

０６９７

24
腸内細菌
100 兆個

120g（60%）

12

10

●水分
15

30
４１

便の中には

‒

10g（5%）

30
30

（月）

30（金）

10

（木）

100

●食べ物残りかす

（土）

（水）

19

11
12

☎０１５２

‒

1 日の便を 200g とすると…

14
25
11

‒
4

‒

便秘の解消法その２ 〜今すぐ取り組める腸内細菌の育て方〜
特集

11
11
‒

11

月

日

イベントカレンダー
月

1

火

2 文化の日

水

木

金

5
3 ■読み聞かせ会 4 ■いきいき健康セミナー

土
6

7

11
8 ■はじめてのお誕生会
9

9：00 ～
（子育て支援センター）

15

16

（0・1・2 歳児）
① 13：15 ～
10：30 ～
② 14：15 ～
（プラネット和室Ａ） （清里トレセン）
■さわやか健康講座
19：30 ～
（清里トレセン）

11 ■いきいき健康セミナー
12 ■食べよう・遊ぼう
13 ■「パパと遊ぼう」
14
10 ■子育て講座「手作り
ひよこクラブ
おもちゃを作ろう」 ① 13：15 ～
9：30 ～
10：30 ～
② 14：15 ～
（子育て支援センター） （清里トレセン） （保健センター）
■さわやか健康講座
19：30 ～
（清里トレセン）

17

18 ■乳幼児健診 19

土曜日開放
9：30 ～
（子育て支援センター）

20

21

27

28

13：00 ～
（保健センター）

22

29

勤労感謝の日

23

30 12 月

24

1

■こころの健康相談 ■ミニドック検診
9：00 ～
6：30 ～
（保健センター）
（札弦センター）
■結核肺がん検診
17：00 ～
（札弦センター）

7

6

8

25

■いきいき健康セミナー
① 13：15 ～
② 14：15 ～
（清里トレセン）
■さわやか健康講座
19：30 ～
（清里トレセン）

26

■子育て講座「発熱・ ■いきいき健康セミナー
体温の図り方・脱水」 ① 13：15 ～
② 14：15 ～
10：30 ～
（子育て支援センター） （清里トレセン）

2

■読み聞かせ会
（3 歳～小学校低学年）
15：30 ～
（プラネット和室Ａ）
■さわやか健康講座
19：30 ～
（清里トレセン）

3

4

■ミニドック検診
■ミニドック検診
■ミニドック検診
6：30 ～
6：30 ～
6：30 ～
（保健センター）
（保健センター）
（保健センター）
■すくすく健康相談 ■いきいき健康セミナー
① 13：15 ～
9：30 ～
（子育て支援センター） ② 14：15 ～

9

（清里トレセン）
■さわやか健康講座
19：30 ～
（清里トレセン）

10

11

5

■ミニドック・
レディース検診
6：30 ～
（保健センター）
■レディース検診
13：00 ～
（保健センター）

12

※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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No.747

若い力で
まちに活気を！

〒 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

ゆいま〜る清里
ゆいま〜る清里は平成 24 年に設立した
青年によるまちづくり団体です。現在は
主に町のゆるキャラの「きよっぴ」やご
当地ヒーロー「セイリュウジン」のショー
の運営や、各イベントでのご当地グルメ
販売のお手伝い、町の啓発用品の販売な
どを行っています。ほかにも会員の自主
的な研修や独自のイベントなど、若者が
町を活気づけるための取組みを行っています。
私たちの取組みについては Facebook や YouTube で動画などを配信しておりますので下記のＱＲコードから
ご覧ください。

発行 / 北海道清里町
編集 / 企画政策課まちづくりグループ

清里町で仲間や友達を作り、つながりを持ち、清里を盛り上げたい！と思う方、あなたの柔軟なアイデアが
必要です！ぜひゆいま〜る清里に加入し、一緒に活動しましょう！！
興味のある方は以下のメールにご連絡を！
yuimaaru2014@yahoo.co.jp
ゆいま～る清里
Facebook

人口と
世帯数

（9 月末日現在）

Kiyosato
Happy
Smile

計 3,951 人（-1）

1,748 世帯（-4）

11 月に 1 歳のお誕生日を迎える
お子さんを紹介します

編集後記
今月の特集では、地域に根差したさまざ

ゆいま～る清里
YouTube

西舘 美結ちゃん（新町）
令和元年 11 月 27 日生まれ

清里町の情報はこちらからチェック！

まな教育活動を展開している清里高校の取
組みについてお伝えしました。

男性

女性

表紙の写真は、生徒会役員の皆さんが考

ホームページ

Facebook

Instagram

案し、今期のスローガンをパネルにして表

1,946 人（-2）

2,005 人（+1）

現したもの（他人に優しく、自分に厳しく
という意味）で、高校生らしいアイデアあ
ふれる 1 枚となりました。

議会中継 YouTube

お知らせメール＠きよさと登録
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