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会場では手指の消毒や換
気が行われる中、子どもた
ちは少し緊張しながらも、
堂々と式に臨んでいました。
これからたくさんのこと
にチャレンジして、成功と
失敗を経験しながら、新た
な生活を充実させてほしい
と思います。

札弦保育所
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清里保育所

清里保育所
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Town Topics

・入所式が行われました

やまと幼稚園

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

令和３年度入学式・入園式

清里小学校
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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

商工会女性部がアルコールディスペンサーを寄付
4 月 5 日、コロナ禍でも子どもたちに安心して
生活してほしいと、商工会女性部が町へアルコー
ルディスペンサー（手をかざすとアルコールが自
動で吐出される機械）を寄付されました。

南出 博さんが高齢者叙勲旭日単光章
３月１日、元町議会議員の南出博さん（神威第 1）
が、高齢者叙勲旭日単光章を受章されました。
南出さんは、昭和 46 年に清里町議会議員に初
当選して以来、5 期 20 年在職し、その卓越した

このアルコールディスペンサーは、小中学校な

手腕と豊かな見識で地方自治の振興ならびに本町

どの教育関係施設に設置され、子どもたちが安心

の発展に大きな功績を残され、晴れての受章とな

して生活を送るために有効活用されます。

りました。

交通指導を行う9 名の
交通安全指導員の皆さんです

交通安全指導員任命式
4 月 1 日、交通安全指導員任命式が行われ、二
杉好郎部長（羽衣町第 3）をはじめ 9 名に対し、
櫛引町長から任命書が手渡されました。
交通安全指導員は、朝の登校時間や交通安全教
室などにおいて、主に児童生徒に対する交通指導
を行います。
任期は令和 3 年 4 月 1 日から令和 5 年 3 月 31
日までの 2 年間です。
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■清里地区
部 長 二杉
副部長 成戸
部 員 小坂
漆川
塩野
福原
■札弦地区
副部長 髙橋
部 員 谷澤
■緑地区
副部長 永吉

好郎（羽衣町第 3）
秀幸（新町）
昭雄（羽衣町南）
貞一（水元町第 2）
悦子（羽衣町第 2）
千恵美（羽衣町南）
幸子（札弦町第 1）
清治（札弦町第 1）
盛輝（緑）

※本ページの内容は各駐在所だよりから転載しています。問い合わせは各駐在所まで。

通学路の走行に注意！

新入学児童の登校が始まり
ました。小学校や幼稚園、保
育所付近を車で走行する際は、

子どもの急な飛び出しも考え

不安になったり、被害に遭
ってしまった時は、すぐに駐
在所または警察署へ連絡して
ください。

注意喚起
山菜よりも命が大事です
春らしい日々が続き、野山
に行く機会が増えてくると思
います。
山菜採りに行く方は、くれ
ぐれも無理はしないようにお
願いします。
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交通安全
自転車の安全利用の促進
清里町もようやく春になり、

通学路を走行の際は、特に

られます。

ると思いますが、近年は歩行
スピードダウンをお願いしま

自転車で出掛けることが増え
者と自転車との交通事故が増
す。

犯

悪質業者は「う・そ・つ・き」

防

加しています。
自転車に乗るときは、次の
自転車利用五則を守りましょ
う。
■自転車利用五則
①自転車は車道が原則、歩道

冬眠明けで、腹ペコの「熊

午前 10 時～

は例外

24 日

さん」がいることも忘れない

なし

コロナの影響で外出が減り、

24 日

②車道は左側を通行

でください。安全第一です。

27 日

午後 1 時～

インターネットでの買い物な

10 日

③歩道は歩行者優先で、車道

どの注文が増えています。
インターネットで注文する
際には、悪質商法に気をつけ
ましょう。
○悪質商法に遭わないための
ポイント

13 日

突然の電話やメールでお金を要求されたら、詐欺を疑いましょう

※事前に斜里警察署で手続きが必要です。

寄りを徐行
④安全ルールを守る
・飲酒運転、二人乗り、並走
の禁止
・夜間はライトを点灯
・交差点での信号遵守と一時

「う」︙ うまい話を信用しない！
「そ」︙そうだんする！
「つ」︙ つられて返事をしない！

違反等
講習

27 日

停止、安全確認
⑤大人も子どももヘルメット
を着用

午前 10 時～

○特殊詐欺被害防止

10 日

初回
講習

すぐ契約しない !
「き」︙きっぱり！はっきり！
断る！

夜間は人通りが多く明るい道を選んで歩きましょう

一般
講習

13 日

○女性の犯罪被害防止

24 日

児童にはブザーやホイッスルなどの防犯グッズを持たせましょう

27 日

午後 3 時
30 分～

○子どもの犯罪被害防止

10 日

■活動重点

13 日

5 月 11 日（火）～ 20 日（木）

優良
講習

■運動期間

時間

力を合わせて犯罪のない地域づくりを目指しましょう。

6月

活動期に入るこの時期は、例年犯罪が増加する傾向にあるため、

5月

「みんなで築こう、安全で安心な大地」
ゆめホール知床（斜里町）
講習場所

春の地域安全運動が実施されます

運転免許証
更新時講習の日程

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

くらしの情報広場

Town Information

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

「日本で最も美しい村」オンライン学習会の開催について
～ “ フランスの最も美しい村 ” サント・スザンヌ村の観光 / 景観美化活動を学ぶ～
清里町も加盟する「日本で最も美しい村」連合主
催で、フランスの最も美しい村に加盟する “ サント・
スザンヌ村 ” の村長および前村長を講師として、「サ

■参加申込期限
5 月 24 日（月）午後 5 時まで
※この学習会はオンライン ZOOM を使用して開催

ント・スザンヌ村の観光の取り組み」をテーマとし

します。参加には、ZOOM にアクセスできるイ

て下記の日程でオンライン学習会が開催されます。

ンターネット環境が必要となります。

町民の皆さんも参加いただける学習会ですので、ご
興味のある方はぜひご参加ください。

■サント・スザンヌ村とは？
サント・スザンヌは人口約 1,000 人の村です。モ
ルトヴェイユ元村長は、さまざまな観光ラベルを取

■開催日時
5 月 29 日（土） 午後 7 時 30 分～午後 9 時

得してむらづくりを進めたり、「先買権（都市計画な
どの際に、行政機関が有償譲渡されようとした不動

■開催方法
ZOOM ウェビナー（参加者にはお申込み時に記
入いただいたメールに URL を送付します）

産を優先的に買い取ることができる権利）」という都
市政策に関わってきました。
2020 年には隣接自治体のシャム村と合併して、

■講師
「フランスで最も美しい村」加盟村
サント・スザンヌ村

ガルヴァン村長

「サント・スザンヌ・エ・シャム村」となりました。
その他、サント・スザンヌは村の名前を冠したレ
モネードの製造・販売でも有名です。また、村の共

■講義テーマ
サント・スザンヌ村の観光施策について

有財産である城壁の一部は住民ボランティアによっ
て 1 枚 1 枚手作業で修復されています。

■参加申込
学習会に参加希望の方（未定も可）は、下記の

■問い合わせ

URL および QR コードで Google フォームにアクセ

「日本で最も美しい村」連合

スし、必要事項を記入の上、申込みをお願いします。

（企画政策課まちづくりグループ

○参加 URL と QR コード
https://forms.gle/6p9JFBMfGM9HErkC9

中世の姿をそのままに残すサント・スザンヌ村
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清里事務局
☎ 25-2135

税情報
今月は固定資産税と軽自動
車税種別割の納付月です

人権相談は、学校・職場で

自動車税種別割は、金融機

午前

時

分～正午

分～午後２時

○コミュニティセンター前
午後１時

○Ａコープきよさと前

午後３時～午後４時 分
■対象者

ただし、

歳以上の方は

分

歳までの間に献血経

ぜひ献血にご協力をお願い

は当日医師の問診により献血

をお休みいただく場合があり

ますのでご了承ください。

■詳細

３８４７

保健福祉課福祉介護グループ

☎２５

生活情報

道東一斉すずらん無料
法律相談を行います

弁護士不在地域における無

料法律相談を実施します。

借金、離婚、相続、悪徳商法、

ご近所トラブルなど、さまざま

また、新型コロナウイルス

この機会にご相談ください。

します。
保健センター研修室

のワクチンを接種された方に

な問題の相談に応じますので、

人権擁護委員

め、相談を希望される方は事

前に予約が必要です。

お気軽にお問い合わせくだ

さい（当日の依頼は相談時間

日

可能なお薬は次のとおりです。

月

時

階小会議室

時～午後

役場

無料

理矢子

弁護士

永井法律事務所

■対応弁護士

■相談料

■場所

午後

■日時

に余裕があれば対応可能です）。

○ 抗アレルギー薬・漢方薬全般

ール）

○中性脂肪の薬（コレステロ

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

■服薬について

をご遠慮いただきます。

なお、来所の混雑を防ぐた

畠山英樹氏・山本眞弓氏
■問い合わせ

３８４７

保健福祉課福祉介護グループ

ㅤ☎２５

移動献血車が巡回します

分

永井
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人権擁護委員は、町長が推薦
し、法務大臣から委嘱された

自動車税種別割は、４月１
のいやがらせや、家庭内の問

方です。

日現在の登録に基づいて課税
題、インターネットでの誹謗

５月 日 は自動車税
種別割の納期限です

される道税です。忘れずに納

歳未満の健康な

方で、輸血を受けたことのな

歳以上

しています。身近なことで、

い体重 ㎏（女性 ㎏）以上

中傷など、幅広い内容に対応

お困りのことはありませんか。

の方ならどなたでも献血でき

めてください。

この機会にお気軽にご相談く

ます。

５月は、固定資産税（１期）

ださい。

■納期限

関・総合振興局窓口のほか、

※相談は無料で、難しい手続

歳から

と軽自動車税種別割を納付す

なお、障害者手帳などをお
指定のコンビニエンスストア

きも必要ありません。相談

日

持ちの方で一定の要件を満た
から納税することができます。

てください。

す方は、軽自動車税種別割の
フォンなどを利用して

６月１日

験のある方に限られます。

ます。申請をされる方は、納

インターネット上の「Ｙａｈ

■場所

時間

期限までに必ず手続きをおこ

ｏｏ！公金支払い」サイトか

■日時

内容の秘密は守られます。

５月

30

また、パソコン、スマート

る月ですので、忘れずに納め

30

60

40

つきましては、当面の間献血

午後１時～午後４時

なってください。

■相談員

税務課納税係

オホーツク総合振興局

■問い合わせ

納付手続きもできます。

ら、クレジットカードによる
日

■納期限
５月
■納付場所
○役場出納窓口
○札弦支所

☎ ０１５２ ４１ ０６１６

65

2021.5

11
45

64

その他、服薬などについて

４（水）

○緑支所

福祉情報

日

■実施日
５月

時

40

○納付書記載の金融機関
■問い合わせ
２１３６

■場所と時間
○役場前

午前９時～午前
○保健センター前

19

２

町民課税務・収納グループ
☎２５

「特設なんでも相談所」を
開設します
人権擁護委員による特設相

（火）
10

31

談所を次のとおり開設します。

27

５

１

‒

（木）

24

‒

（月）

‒

10

10

70

31

減免を受けられる場合があり

16

（月）

（月）

‒

31
‒

くらしの情報広場
Town Information

時まで

■予約期限
午後
■その他

月

日

新型コロナウイルス感染防
止のため 、会場にご来場の際は
マスクの着用をお願いします。

■予約・問い合わせ
２１３１

総務課総務グループ
☎２５

イルドシートの確実な着用
○飲酒運転の根絶
■問い合わせ
２１３５

企画政策課まちづくりグループ

☎２５

清里消防団春季消防演
習を行います

は、新型コロナウイルス感染

分

記録を記載した「ねんきん定

毎年誕生月に、ご自身の年金

いただくことなどを目的に、

年金制度への理解を深めて

知らせし、年金給付と保険料

関する情報をわかりやすくお

付の実績や将来の年金給付に

おひとりに対して、保険料納

これは毎年度加入者お一人

ぜひご登録ください。

ビスです。

記録を確認できる便利なサー

ートフォンからご自身の年金

もどこでも、パソコンやスマ

ねんきん定期便が送付されます

期便」が送付されます。

○ねんきんネットＱＲコード

くことを目的としているもの

で、送付形式や内容は、年齢

によって異なります。

○「ねんきん定期便」に表示

されている氏名、住所が異

なっている場合

ねんきん定期便専用ダイヤル

（ナビダイヤル）

☎ ０５７０ ０５８ ５５５

偶者のお勤め先の会社などで

配偶者の方は、本人および配

厚生年金加入者とその被扶養

☎ ０３ ６７００ １１４４

けになる場合は

０５０で始まる電話でおか

国民年金加入者は役場窓口、

■問い合わせ

負担の関係を実感していただ

ポンプ操法・一斉放水訓練を

清里消防団による小隊訓練、

行います。

この季節は、観光やレジャ
防止のため、観覧をお控えい

春の行楽期の交通安全
運動が行われます

ーなどで車を利用して出かけ

ただきますようお願いします。

今年度の演習につきまして

る機会が多くなるとともに、

駐車場

午前９時 分～

■日時
日

プラネット

■招集サイレン吹鳴

■場所

５月

交通量が増加するほか、二輪
車や自転車利用が増えるなど、

交通事故の増加が懸念されま
す。

午前８時

‒

変更の手続きをしてください。

☎ ０１５７ ２５ ９６３５

北見年金事務所国民年金課

ンターネットを通じていつで

「ねんきんネット」は、イ

にご登録を

■便利な「ねんきんネット」

お問い合わせください）。

は、加入していた共済組合に

さい（共済組合記録について

下記までお問い合わせくだ

があった場合

記録」に「もれ」や「誤り」

○表示されている「年金加入

‒

‒

全町一斉

午前９時 分頃

■開始サイレン吹鳴
清里地区
■その他
当日は、札弦・緑地区の消

‒

‒

正しい交通ルールとマナー

日

で、交通事故防止の徹底を図
りましょう。
■運動期間
～

防車が清里地区に集合して演

日

■運動の重点

習を行いますので、火気の取

５月

○自転車の安全利用の推進と

扱いにはご注意ください。
■問い合わせ
斜里地区消防組合消防署

‒

59 歳
年金記録情報 年金見込額
封書

（日）

清里分署 ☎ ２５ ２１１０

これまでの加入実績に応じた年金額 35 歳、45 歳

節目の年

全期間の

50 歳以上
1 年間の情報 年金見込額

齢

30

97

23

歩行者の交通事故防止
○観光・行楽に伴う交通事故
防止
○後部座席を含むすべての座

2021.5
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これまでの加入実績に応じた年金額 50 歳未満

はがき

直近

毎年
（節目の年以外）

年

（水）

（月）

容
内
送付形式

12

24

30
30

‒

分
区

５
（土）

席でのシートベルトとチャ

■「ねんきん定期便」の通知内容

‒

５
‒

15

Town Information
くらしの情報広場

Town Information

日

12

（水）

居時の年齢が
歳以下の方

④世帯向け住宅については、

同居親族のある方

59

町営住宅の入居者を募集
します

1

～５月

（木）

■申込期間【一般募集住宅】

５月６日

※さっつる団地（ ＬＤＫ）は、

歳以上で体が虚弱な

⑤高齢者向け住宅については

概ね
65

随時募集しています（申込

期間の定めはありません）。

方を有する世帯

※これ以外にも入居資格があ

入居申込者に応じて、申込

み時に必要となる書類が異な

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

ペット（犬・猫などの小動

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。

物）の飼育は禁止しています。

また、駐車場は各戸につき１

4

段階の

住宅使用料が設定されます。

台分です。

また、所得に応じて

（入居後に所得が基準額を超え

■問い合わせ

町民課町民生活グループ

３５７７

‒

る場合は記載以 上 の 住 宅 使 用

料となります）

☎２５

団地のお部

※青葉団地・札進団地・札南

団地・羽衣第

カ月程

屋については、申込み後に

修繕を行うため、

度時間を要しますので、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

③ 単身向け住宅については、入

2

2

くらしの情報広場

■公営住宅
団地名

住所

青葉団地

緑町 22 番地 5

札進団地

札弦町 51 番地 2

札南団地

札弦町 36 番地 3

はごろも団地

さくらんぼ団地

さっつる団地

羽衣町 21 番地 10

水元町 35 番地 5

対象世帯

間取り

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

2DK

268 号

5,700 円～ 8,500 円

2DK

212 号

4,300 円～ 6,500 円

3DK

217 号

5,500 円～ 8,200 円

一般世帯向け
※単身入居要件有

2DK

02-72 号

15,500 円～ 23,100 円

一般世帯向け

2LDK

05-79 号

20,100 円～ 30,000 円

92-24 号

19,400 円～ 29,000 円

93-36 号

19,700 円～ 29,300 円

93-39 号

19,700 円～ 29,300 円

94-46 号

18,900 円～ 28,100 円

2LDK

96-61 号

17,700 円～ 26,400 円

3DK
一般世帯向け
※単身入居要件有

一般世帯向け

3LDK

札弦町 316 番地 5

一般世帯向け

2LDK

14-109 号

19,700 円～ 29,400 円

住所

対象世帯

間取り

部屋番号

月額住宅使用料

■特定公共賃貸住宅
団地名
さっつる団地
【随時募集住宅】

96-642 号
札弦町 316 番地 5

単身者向け

1LDK

96-644 号

21,000 円

97-647 号
羽衣町 39 番地 4

一般世帯向け

2LDK

00-736 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

92-504 号

41,000 円

ふれあい団地
■特別賃貸住宅

2021.5

広報きよさと

10

代検査を行ったはかり
■検査場所

分

③定期検査期日の１年以内に

されたはかり

小型はかりの定期検査を
行います
条第

取引・証明に使用している
はかりは、計量法第
項の規定により、２年に１度
の定期検査を受けなければな

時

町民会館正面入口付近
■検査日時

りません。
本町では、次のとおり検査
６月

分～

■詳細・問い合わせ

問い合わせください。

いては左記の連絡先までお

料がかかります。詳細につ

※検査を受けるには検査手数

通知書を送付します。

検査対象者には、後日受験

■その他

午前９時

日

を行いますので、該当するは

までに企

30
３６０１

企画政策課地域振興グループ

☎２５

ＦＭあばしりで﹁清里

％

４月から、清里町に特化し

ｉｓｔｅｎ Ｒａｄｉｏ」で

スマートフォンアプリ「Ｌ

たラジオ番組「清里

オ」が次の内容で放送されて
います。

聴きいただけます。

毎月、放送開始時のタイト

■タイトルコールについて

さを感じていただけるよう、

☎２５

４１１１

きよさと観光協会（斉藤宛）

■問い合わせ

月替わりで放送します。

園児さんにご協力いただき、

所、やまと幼稚園の年長組の

ルコールを、清里・札弦保育

毎月１回、清里の素晴らし

は、放送エリアの制限なくお

％ラジ

ラジオ﹂が放送されています

100

％で放送されて

清里の話題

時～

いますので、ぜひお聴きくだ
さい。
■番組名

「清里 ％ラジオ」

火曜日 午後

■放送日時
毎月第

分間（生放送）

時から再

・７ＭＨｚ

％物語

※翌火曜日の午前

放送
■放送局
ＦＭあばしり

■番組内容
清里

清里トピックス

網走市、大空町、小清水町、

■放送エリア

清里町の旬の話題をご紹介

○後半

宝をご紹介

毎回ゲストを迎えて清里の

○前半

3

かりをお持ちの方は受検して
ください。
なお、検査対象となるはか
日

りを新規に導入された事業所
などは、５月

画政策課地域振興グループま
でご連絡ください。
■検査対象のはかり
取引・証明に使用している

11

100

11

78

すべてのはかり

日までに検定証印ま

年７月から平成 年

■検査を免除されるはかり
①平成
２月

たは基準適合証印が付され
たものであって令和元年度
定期検査実施日（平成 年

６月６日）以降に購入した
はかり
②令和元年７月以降の検定証

100
清里町（一部）

‒

100
100

3

10

‒

30

30（木）

1

31
31

【寄付金】
前田 清治さん（羽衣町第 1）
中田 修さん（下江鳶）

清里町へ寄付

【お品物】
清里町商工会女性部

【寄付金】
佐々木 一則さん（向陽東）
中田 修さん（下江鳶）
野村 隆治さん（札弦町第 2）
【お品物】
美馬 廣子さん（向陽北）

19

（金）

特別養護老人施設へ寄付
社会福祉協議会へ寄付

（老健きよさと・ケアハウスきよさと含む）

あたたかなお気持ち
ありがとうございます

14

印または基準適合証印が付

2021.5
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28 30

Town Information
くらしの情報広場

令和３年度予算

予算質疑

予算質疑、総括質疑の内容を要約して掲載します。

質問

運営、住民理解など、しっか

全体戸数、解体戸数が

として補正予算の提案をさせ

教職員住宅として使用してお

質問

早急に売却する考えは

を行い、利用方法を検討する。

なく、町有地として維持管理

答弁

更地になった跡地の活用は。

旧光岳、旧緑町小学校

【緑清荘管理運営事業】

昼間、休業しているレ

質問

旧光岳小は、多目的な

答弁

ストランの再開の見通しは。

の利活用検討の進捗状況は。

質問

【旧小学校の活用】

ていない３戸を解体する。

り、現在２戸入居中。使用し

全体で７戸、内４戸は

りと精査を行う。

万

答弁

何戸で、現在の使用状況は。

千

旧新栄小を解体したが、

ていただく。

令和２年度の寄付額と、

【ふるさと納税】
質問

件、寄付額で

月末の寄付件数が

３年度の見込みは。
答弁
千
どを踏まえ１千

万円の歳入

答弁

予算を計上している。

再利用を考えており、現在、

答弁

もの、できないものを伝える

かを示し、地域にも、できる

をワンセットでどうあるべき

公共施設の修繕、管理、運営

設だけでなく、今抱えている

う一度議論すべき。旧学校施

いいが、地域の優先課題をも

には、時代に合った通信ツー

けなければならないが、実際

めている整備の目標値に近づ

答弁

実際に行うのか。

報系の防災行政無線の整備は

質問

【防災対策】

【マイナンバー普及事業】

計画としては、国が求

強靭化計画に記載の同

など、持続可能な行政運営の

ルの整備を検討したい。

につなげる活用ということで

質問

何が何でも地域活性化

はなく、各施設の状況、地域

和３年度の目標値は。

現在の普及率および令

性、費用対効果、今後の管理、

答弁

視点が必要ではないか。

を進めている状況である。

について、指定管理者と協議

コロナ禍で、宿泊者数

原案を作成中。旧緑町小は、

【旧江南小学校】

も減り、レストランだけでな

め。総合戦略費は、当初国の

地域の活性化協議会の解散以

質問

敷地内の解体物を確定

解体の方針だと思うが、

交付金に対応するために科目

どのように行う予定か。

く、経営そのものの立て直し

を設けていたのを今回整理し

答弁

質問

降、協議が進んでいない。

た。いずれも関連科目に振り

し、解体設計およびアスベス

【旧光岳小学校教職員住宅解
体工事】

地域の活性化に結びつ

替えて予算を計上している。
ただ単に科目をなくし

く具体的な活用ができるなら

質問

て事業を移行するだけでなく、

事業の統廃合などが必要では
事業の性質、効果、必

ないか。
答弁

要性を判断し、スクラップア
ンドビルドの検討を行う。

原因調査および職員の

【職員自死事案の関連予算】
質問

ケア関連の経費が、当初予算
本会期中に、追加議案

に計上されていない理由は。
答弁

12

広報きよさと

2021.5

一般会計・歳出

庭園のまちづくり事業

【予算科目】
質問
費、総合戦略費の科目がなく

1
8

千円。令和３年度は、実績な

396

1

費は、第６次総合計画の重点

なった理由は。

51

ト調査を同時に進めていきたい。

プロジェクトでなくなったた

庭園のまちづくり事業

1
100

議会通信
Town Council

予算質疑

令和３年度の町の予算を審議

令和 3 年第 3 回定例会（3 月 5 日～ 12 日）において、令和 3 年度各会計当初予算の審議を行いました。

編集

で使用できる千円のクーポン

含めて対応する。

が約
令和２年度からの事業

地域交通のあり方、こ

答弁

標値は令和４年３月末までに
・８％としている。

【ハイヤー利用助成事業】

【高齢者等の暖房費支援事業】

件の

券を発行し、宿泊需要と町内

質問

２月７日現在、
のハイヤー利用助成事業のあ

消費の喚起を図る。旅館業、

び３年度の対象見込み数は。

答弁
昨年度と比べ、予算額
り方など、町民の声、利用者

簡易宿泊所の許可を得ている

多くの方が受給できるよう努

質問
万円減の理由は。
の声、町民との懇談会も計画

７施設が対象予定。

％。目
答弁
し、多くの意見を聴く場を設

申請で、普及率は約

で、初年度どれぐらいの対象
け、清里町に合った地域交通

【日本で最も美しい村事業】

令和２年度は、申請が

ため認定は

世帯だった。予

件で、所得制限などがある

答弁

めてほしい。

令和２年度の実績およ

者、利用者を見込んでいいか、
施策、制度を構築したい。

国のコロナ対応交付金

わからない部分があり、３年

令和３年度に行われる

補正措置は行わないのか。

の３次補正について、３月に

質問

質問
度は現在までの実績を踏まえ
て予算を計上した。

【グリーンツーリズム事業】

再審査のクリアの見通しは。
景観だけでなく、生活、

算は、実績も踏まえて

答弁

答弁

とした。申請されない方がい

世帯

質問

は、本省繰越となるので、本

ないよう、周知の徹底・強化

と全く同じ形での実施か。

援事業】

【ワーケーション企業誘致支

策を行うのは評価するが、マ

約３千万円の伸び。新しい施

でみると、昨年度と比較して

国の３次補正について

がる戦略化が必要ではないか。

町においては、全額繰越しを

を図っていきたい。

雇用や地域経済につな

質問
答弁

行い、新年度の早い段階で、

答弁
答弁

質問

ンパワー、人材の確保が心配。

地域交通体系のまだ過

加盟することができたので、
渡的な制度として運用してい

協会とも連携し、交流・関係

必要なコロナ対策の補正を行

の影響で直接的な交流はでき

算を組んだのは事実。今後予

企業の誘致を考えているか。

早い段階で成果を求めず、熟

事業を検証の上、観光

持続的に展開していることを
く中、交通弱者に対する町の

人口の増、地域経済につなが

っていきたい。

他の加盟町村、サポー

ＰＲしていきたい。
基本姿勢として、こういった

る仕組みづくりを模索してい

質問

なかったが、サポーター企業

算の組み方は、十分検討し、

答弁

成させていくプロセス、プロ

障害者自立支援費全体

とのオンライン交流会で、清

必要、適切な予算を確保する。

や日本で美しい村連合のサポ

グラム、人材育成などの必要

質問

里焼酎のカタログ掲載の話を

事業内容は、基本的には同じ

ーター企業、ふるさと会にも

実績を考慮した中で予

進められた。通常は各種行事、

内容。利用者などの意見も聴

性を町と社会福祉協議会で共

道内外の都市圏の企業

どこから、どのような

交流会などに参加して、連携

呼びかけていきたい。
応を検討したい。

【難病者通院交通費扶助】

答弁

事業を行うには人材が

必要だが、資格職の確保が難

昨年度に比べて予算が

質問

質問

この事業は、地域交通

修繕の内容は。

質問

【新型コロナウイルス対策】

しく、合わせて、人を育てな
施策が構築されるまでの前段

減額になっている理由は。

総合計画のメインテー

ければならない。社会福祉協

答弁

答弁

人工透析の方の減など、

質問

宿泊１回に伴い、町内

宿泊需要喚起事業の内
的な側面があると思うが、町

議会との連携強化を行うが、

マが変わるため、テーマの書

対象予定者が減ったため。対

民の声を聴き、町民の望む地

容は。

替えおよび照明のＬＥＤ化を

事業展開は、４月からではな

答弁

有し、事業を進めてほしい。

き、可能な範囲で、柔軟な対

ター企業との連携は。

210

象者が増えた場合は、補正も

域交通の制度設計を。

【役場前の広告塔修繕事業】

を深めている。

令和２年度は、コロナ

【障害者自立支援事業】

予算計上の仕方が妥当と考え

きたい。

産業の営み、住民の関わりで

180

661

16

ているのか。内容は、前年度

191

250

77

行う。
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議会広報特別委員会

☎ 25-2188

予算質疑
議会通信

【子育て世代包括支援センター】

質問

【旧江南牧場施設撤去工事】

わりしており、今後の体系も
答弁

地の活用方策は。また、現在

からの派遣でなく社会福祉協

ないか。

重が生じる可能性を含んでい

て、４千万から５千万円の過

の数字は、実質的な収支とし

トの体制は。また、当初予算

けでなく、高齢者福祉施策と

て判断したい。単純に収支だ

あり、もう少し経営状況をみ

答弁

料の増額などを行う予定か。

のバランスをとるため、入居

ると思っていた。今後、経営

町からの負担がなく運営でき

質問

開所してまだ２年半で

て全てが機能するわけでなく、

門職が配置されたからといっ

の最適な対応が求められ、専

質問

を作っていきたい。

がワンストップでできる体制

発達段階に応じた指導・相談

整備、専門職の配置により、

の運営を考えている。施設の

業務の補助者２名の計６名で

業務も担う予定なので、保育

１名、子育て支援センターの

点や対抗植物の数的確保が難

検討はしたが、環境保全の観

答弁

を行う考えはあるか。

以外へ町独自の蔓延防止対策

質問

【植物防疫対策事業】

供用開始を検討している。

道との協議を行い、 年度の

住民への説明、７年度に北海

度に基本構想、６年度に地域

今後のスケジュールは、５年

答弁

質問

１年間通して安定的に

年間の売電収入予定額は。

そのうち清里町の負担額は８

市４町の地元負担額が

２年度の入牧頭数は

有林として植林を検討。令和

更となる。入所者

収支が合うように予算を組ん
でいる。
【社会福祉協議会運営事業】
町の大きな福祉の担い

すぐ行う必要のあるも

発生圃場への北海道か

らの補助はあるが、発生圃場

薬剤散布や対抗植物の

緑ダム小水力発電施設

【地域用水環境整備事業】

質問

の整備にかかる負担金だが、

今のところ総事業費は

完成までの本町の総負担額は。

答弁

万円の予定で、１

％、

万円の見込みである。

億９千

千

器具購入費の内容は。

鹿の捕獲の実績および

に、引き続き農機具の洗浄、

答弁

頭。器具購

令和２年度の今現在、

圃場からの土壌の移動の防止

鹿の捕獲頭数は

14

広報きよさと

ュールは。

く、遅くなる可能性もあるの
質問

令和８年度に満杯になる予定

の放牧受入れ頭数は。

工事内容および撤去跡

含め、町の施設の運営のあり
は。年代に応じた相談など十

だったが、町民のごみの分別、

牧区の牧柵、水飲み台、パドッ

町営牧野から除外した

調査の結果、４年間延命でき、

クの撤去を行う。今後は、町

現在の施設は、当初は

方、人材の確保など、役員の
分に機能できる窓口を構築し
保健師１名、社会福祉

職員の配置などの体制

でご理解いただきたい。
皆さんと十分に意見交換して

答弁

【介護老人保健施設運営事業】

減量化の協力もあり、残余量

令和２年度、コロナの
答弁

てほしい。

質問

影響もあり、厳しい経営状況

年度まで使用できる見通し。

議会のプロパーの職員になる

しての視点も加える必要があ

職員の研修、経験、体制など、

しく、令和３年度は町として

発電できれば、積算では５千

士１名、保育士１名、事務員

予定であり、給食は業者が変

答弁

名で、委

ると考えているが、いつまで

きめ細かく中長期的にプログ

の方策は持ち合わせていない。

万から６千万円の収入見込み。

【ケアハウス運営事業】

託料を算出している。結果は

もこの状況でいいと思っては

ラムを組んで行ってほしい。

国へは緊急防除に対する予算

になったが、３年度のスター

わからないが、 名の入所で、

おらず、十分検討する。

答弁

の確保、抵抗性品種の開発を

【有害鳥獣捕獲処理事業】

満床になった場合は、

質問

の、人材育成など中長期的な

要望する。また、今後、関係

質問

【最終処分場の整備】

頭。

手だが、施設運営や業務の委

視点で捉えるものなどを見極

機関と方策を検討するととも

事務長については、町

託が極めて多くなっている。

め運営していきたい。

し、本町の現況に合った運営

障がい児は、個人ごと

経営、マンパワーなど総点検

12

などの蔓延防止対策を行う。

入費は、キツネの罠の更新と

147

の仕組みづくりが必要では。

質問

最終処分場の現段階の

答弁

今後の整備の方向性、スケジ

法人として発足した当
時と現在の状況は大きく様変

500

13

70

25

14

932

70

70
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編集

順として、全体像を示して単

の後任の採用見通しは。

３年間、本町のまちづくりに

で起業とはならなかったが、

境整備など、しっかりと丁寧

らには家庭学習に向けての環

めてもらうための取組み、さ

カラスの罠を購入予定。
答弁

関わってくれたことは評価す

に推進してほしい。

だけでなく、囲い罠による対

万円で、現在のところ５年

も、今後、家庭学習での活用

修を開始し、保護者に対して

人件費については、事

年度予算を提案すべきでは。
務局長、専務理事、事務正職

べき。今後も、積極的に協力

答弁

策を行う考えはあるか。

全体経費は約１億２千
員、事務臨時職員の４名分。

隊を採用・活用し、人材を育

け、教職員、教育委員会の研

囲い罠は、設置場所や

答弁
地域おこし協力隊は、リモー

ててほしい。

鹿の駆除に際し、銃器
計画で改修を予定。業務の手
トによる面接を実施し、１名

答弁

質問

順、予算提案は、今後改善し

内々定ということで、採用に

採用人数に関わらず、必要な

も想定されているので、説明

学校現場での活用に向

答弁
ていきたい。

向け最終調整を進めている。

人材を求め、町も責任をもっ

会若しくは参観日での観覧な

観光振興、交流・関係

て人材の育成、支援を行う。

質問

り組んでいく課題と認識して

質問

【裏摩周展望台】

らう体制づくりを進め、保護

先生や子供たちに活用しても

ど、理解を深めてもらう機会

いるが、運営組織のあり方、

れるということだが、工期は。

者への説明機会、家庭でのタ

人口の拡大は、しっかりと取

人材の確保、業務の仕組みに

答弁

ブレット活用に向けての環境

環境省が直轄事業で整

【公園管理事業】

を持ちたい。まずは、授業で

ついて、一度リセットして再

備を行う。工期は未定だが、

新たな展望台が設置さ

構築が必要ではないか。
現状の観光協会との連

整備など、検討していきたい。

答弁

夏頃までの予定と聞いている。

地域おこし協力隊は、

大量に捕獲した場合の処理が

課題である。まずは銃器によ

る捕獲頭数の上限数引き上げ
の状況を見て、検討していき
たい。
【ポイントカードシステム行
行政連携事業で、実際

政連携事業】
質問
に付与されたポイント、金額
はどれぐらいか。施設利用者、

題を整理し、人材の確保、育

携事業、業務の委託などの課
【商工業者コロナ対策】

質問

事業参加者の増につながるの
で、予算額に実績が近づくよ

成、仕組みづくりに視点を置

【ＧＩＧＡスクール】

の塗装を予定している。

羽衣南児童公園のＳＬ

公園管理費の修繕費の

質問

中小企業安定化支援事

う進めてほしい。

【観光振興計画】

コロナの影響による商
工業者の現状を見て、実施す

質問

されていないが、委託でなく

質問

国の施策の前倒しで、
自前で策定するのか。

策定に係る予算が計上

るかどうか検討する。
【観光協会補助事業】

答弁

内容は。

令和２年度の今現在、

喚起へとつながるよう積極的
に周知を行っていきたい。

短期間の取組みとなり、大変
基本的には外部委託せ

答弁

令和３年度の観光協会

質問

【高校生海外派遣研修事業】

ジーランドは非常に厳しい外

コロナ禍により、ニュー

での活用、サポート体制、保

授業での活用手法の理解を深

質問

苦労されているが、学校現場

今の協力隊員は、町内

護者への教育環境の変化や、

ず、職員で策定する。

質問

【地域おこし協力隊】

の体制に対して、人件費分の
補助の積算内容は。併せて、

【コミット改修工事】
令和３年度工事の予算

観光業務に従事していて３月
に退任する地域おこし協力隊

万円だが、全体

額が約１千

質問

答弁

き、事業を展開していきたい。

500
業は、４月以降も行うのか。

答弁
万点、金

万円。行事などへの

ポイント付与が約
額で約

15

参加促進になり、それが消費

30

計画がわからない。業務の手
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年後 年後、焼酎事

が、研修事業が実施できない
個人利用での区分はな

直しの検討はされているか。

はあるか。また、使用料の見
か。段階的な軽減など、現段

避けては通れないのではない

になると、使用料の見直しが

経営分析による損益分岐点は

ずは経営分析に取り組んだ。

らいいかを検討するため、ま

業が存続するためにどうした

答弁

場合の対応策、代替案は。
答弁
階での使用料の見直しの考え

１億８千万円で、実際の売上

公営企業法適用化による運営

答弁
いが、団体利用では、減免規
方は。

は１億弱であり、その差をど

町民と町外者での差異、区分

渡航は非常に厳しい状況。中
定により町内団体の優遇措置
答弁

う埋めるかが課題。ただし、

国間旅行の規制をかけている

止の場合は、インターネット
がある。社会教育委員の中で、

向け、今年度、基本計画の策

常に重要と認識している。現

り、本町は過疎債の発行が非

質問

の検討については、固定資産

定で今進んでいる。料金改定

６年度から完全移行という予

事務作業、５年度に移行作業、

４年度には法適用化に向けた

台帳の整備を行う予定。令和

営波及効果の検証により、ど

に検証を行う。経営分析と経

経済波及効果を含め、多角的

事業の成果はもちろんだが、

で、令和３年度は、直接的な

う、焼酎事業の目的もあるの

普及、町の知名度の向上とい

ニュージーランドへの

通信でカメラを使った交流事
現行の使用料が妥当か議論し

地域振興対策、特産品の開発

質問
行の過疎法が３月末で期限を

台帳の策定後、４年度、５年

こが持続的な経営としてふさ

公営企業法の適用化に

業を準備。また、近隣ＡＬＴ

定を行い、来年度は固定資産

画していた事業か、それとも

迎えるが、新たな過疎法でも、

度に行い、６年度から料金を

わしいか、数値として示して

議中。５月の連休明け位まで

急遽危険性を感じてのものか。

過疎計画を策定し、過疎債を

改定していく考えである。な

繕で、雪解け後に早急に実施

ラスの被害を受けた部分の修

答弁

月議会への提案を目途に事務

画を策定することになり、９

過疎計画においても、過疎計

答弁

いきたい。

ないよう、段階的に対応して

利用者の負担が急激に上がら

お、料金の上昇については、

きたい。

検討を重ね、結論を出してい

外野芝補修事業は、計

【野球場外野芝補修事業】

には最終判断をしたい。

ダッグアウトなどの修繕の予

活用するという考えでよいか。

したい。ダッグアウトは、構

作業を進める。現状で、過疎
【焼酎事業】

様々な事業実施にあた

定は。

造的な調査も必要で、多額の

債の活用を予定している事業

質問

新たな過疎法に基づく

経費もかかるため、効果的な

については、当初予算で措置

簡易水道事業も含め、

ほしい。

持続可能な焼酎事業を進めて

上を少しでも伸ばし、今後も

厳しい現実は理解するが、売

和２年度に経営分析も行われ、

コロナ禍の影響で焼酎

方法を模索している。

質問

【農業集落排水事業】

特別会計

の売上が落ち込んでいる。令

芝補修は、昨年秋にカ

【町債・過疎計画】

ているところである。

20

反映し、予算計上している。

一般会計・歳入

スキー場のリフト、社

【体育施設使用料】

質問

会体育施設の使用料について、

16
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の協力を得ての新規事業を協
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町民の声を町政に !!

議会を傍聴しませんか。

定例会は、３月・６月・９月・１２月の年４回、また、臨時会も必要に応じて開催されます。

◇議会を傍聴する際は、新型コロナウイルス感染症対策として、マスクの着用と

手指の消毒をお願いしています。

◇本会議の開催日など、詳しくは議会事務局（☎ 25-2188）へお問い合わせください。

われ、村島議員、伊

藤議員、前中議員の

の機能、グラウンドも含めた

建設場所は未定だが、施設

本町のワクチン接種のスケジ

始が新聞に掲載されていたが、

ナウイルスワクチン接種の開

備する考えはあるか。

行ってきたが、今後新たに整

緑清荘の指定管理
規模など、全体的に検討し、

入浴利用者に対して丁

議員

ュールはどうなっているか。

令和３年度スタートの

適地を選考していきたい。

町長

寧な接客を心がけてほしい。

町長

促進団地の推進を位置づけて

移住、定住対策として、定住

「第６次総合計画」の中で、

事業主体が北海道で町は関わ

おり、また、策定中の「第２

また、現在休業中のレストラ
議員 神の子池のトイレ、駐

っておらず、本町の医療従事

期まち・ひと・しごと創生総

医療従事者の接種は、

車場などの整備が進んでいな

者は、小清水赤十字病院が接

合戦略」の中でも、定住施策

神の子池・さくらの滝整備

町長

い理由は。また、さくらの滝

種場所との連絡を受けている。

ンの昼の営業の再開を望む。

用者へ親切・丁寧な対応をす

の整備を早急にする考えは。

指定管理者に対し、利

るよう申し入れをしている。

旬以降とされているが、未確

高齢者の方が早くても４月中

営住宅跡地、民有地も含め、

今後、未利用の町有地、公

の一つとして、整備計画を盛

町長 神の子池は、多くの観

歳以上の方は、高齢

一般の町民の方への接種は、

指定管理者と協議を重ねてい

光客が訪れているが、現状は

定で、

昼のレストランの再開は、
るが、人員不足に加え、コロ

小さなトイレの設置のみのた

ナの状況もあるが、引き続き

要と聞いている。今後のコロ

施設全体の見直し、改善が必

計画していたが、様々な規制

管理署の作業行為での整備を

計画を策定。当初、南部森林

させないという考えで、整備

観光客にも極端な不便を感じ

め、自然環境の保全が図られ、

きよさとクリニックと町民会

は札弦センター、清里地域は

地域は緑センター、札弦地域

ワクチンの接種会場は、緑

るか想定できない。

ので、現段階ではいつ頃にな

者の方が終わってからになる

での事業の推進を。

くても、必要であれば町単費

用すると思うが、補助金がな

いて、財源として補助金を活

り込むこととしている。

ナ禍で宿泊者などが減少し、

早期再開に向けた協議を行う。

等でできなくなったため、現

館などを検討。今の段階では、

関に資金を預託し、原資の確
保による融資枠の拡大や、保

令和３年度中に基本構

での建設場所の考えは。

額補給を行っている。原資の

の後、基本設計、実施設計、

町長

備内容・手法などを検討する。

が、予算的なものもあり、整

議員

医療従事者の新型コロ

施策、事業の実施にお

施策・事業推進の財源

議員

町財源にも限りがある

助金などを有効に活用するが、

のではなく、必要性や状況な

補助金がないから実施しない
議員

どを判断し、町単費でも実施

していく。

は、これまで羽衣地区と新町

地区に３団地の整備・分譲を

定住促進団地について

場所や区画数などを検討する。

議員

在、新たな手法も含め、整備

ワクチンの配分、供給内容な

町長

他市町で、町が金融機

証協会の審査の免除等を行っ

想をまとめるということであ

の方向性を再検討している。

どが未定であるが、医療機関

ので、集中と選択で事業を進

議員

ている例があるが、本町の今

るが、早期に開設できるよう

さくらの滝も、展望場所や

との調整を進め、適切な接種

町の支援として、現在、

認定こども園の開設

後の制度見直しなどの考えは。

推進していただきたい。現状

駐車帯からのアプローチなど、

町長

資金提供は、償還不能となっ

そして着工となるので、土台

貸付利息の一部と保証料の全

た場合の町のリスクも大きい

となる基本構想は、時間をか

基本構想をまとめ、そ

ため、金融機関にも相談し、

けてしっかりと立てたい。

新型コロナワクチン接種

有効な手法などをみつけたい。

定住促進団地

める。健全財政の観点から補

村島 健二 議員

体制を整えていきたい。

３名が質問しました。

なるべく早く整備を行いたい

16

令和３年度予算

に予算総括質疑が行

中小企業融資制度

3 月 12 日（金）

総括質疑

☎ 25-2188
議会広報特別委員会
編集
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総括質疑
議会通信

とした。

合的に判断して建設すること

済への寄与の思いもあり、総

傾向であること、地域産業経

近の業務量や勤務の様子はど

亡くなられた職員のここ最

握している部分を聞きたい。

だが、現段階で事実として把

どの調査が行われるとのこと

案が起こった。今後、原因な

員が自死する大変痛ましい事

検討も必要ではないか。

に相談窓口を設置するなどの

しづらい。外部の第三者機関

っても、職場内のことは相談

議員

けていなかったと聞いている。

なられた職員からの相談は受

務課に設置されている。亡く

メント関係の相談窓口も、総

課の職員厚生であり、ハラス

ない。町としては、ご遺族の

くかということになる。

どのような対応を町がしてい

り、その結果を踏まえ、今後

る予定。調査期間は、目安と

面談や電話などにより実施す

基本的には全職員に対して、

回目の打合せは済んでおり、

依頼する。調査手法などの一

現在、その懸念が解消された

して考えるならば、多額の経

のような状況であったか。

町長

方に誠心誠意対応するのはも

住宅不足解消の施策と

況が２戸程度で、需要が増加

議員

役場職員の自死事案

議員 「公営住宅長寿命化計
費による新たな住宅１戸の建

メント関係は、相談する側も

とより、職員のメンタルケア

こと、世帯向け住宅の空き状

画」において、今後３戸の建
設よりも、空き家活用促進事
町長

受ける側も難しい面があるの

もしっかりと行ってほしい。

業務量については、特

日、庁舎内で職

設予定があるが、令和元年度
業の補助単価の拡大や、残り

に大きな変化はないと聞いて

かもしれない。職場の窓口以

また、弁護士による調査にも

２月

から事業を一旦凍結している。

３戸のひまわり団地の建設予

いる。時間外勤務については

時間電話で対応する

職場内の相談、ハラス

議員

この問題は憶測や偏っ

網走保健所にも心の相談窓口

心や身体の健康相談窓口や、

かりと検証していただきたい。

出される調査結果を基に、しっ

誠意を持って協力し、今後提

た考えで軽々に話すことでは

が開設されているので、しっ

ているが、全てが民間だけで

する負担は、仮に業務が同じ

議員

弁護士に調査依頼するとのこ

議員

への臨床心理士によるメンタ

既に、近くで働いていた職員

あり、職員は心を痛めている。

相談しながら進めるとともに、

18

広報きよさと
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議員

コロナ禍の中、凍結を解除し、
定地の宅地分譲の方が、町民

現在調査中であるが、勤務終

外に、
ただし、役場施錠後の午後
時以降は残られていない。

して３カ月程度と言われてお

約３千５百万円かけて一棟一

にとっても、費用対効果の面

了時刻の午後５時以降も勤務

空き家を含めた民間住

職場内に相談窓口があ

戸の住宅を建設する必要性は

でも、住環境施策として有効

公営住宅建設事業

あるのか。令和３年度は、住

している姿が見られている。

町長

いいとはならず、町として公

量だとしても、人それぞれ感

とだが、既に依頼はされたの

ルケアのカウンセリングを実

かりと周知していきたい。

町長

営住宅による住環境の整備を

じ方が違う。業務、職場環境

か。どのような形で、いつか

施しているが、全職員を対象

宅の利活用の必要性は認識し

は、民間の賃貸住宅の建設も

しっかりと行っていく必要が

に関して相談できる窓口は設

ら実施し、期間はどれくらい

に範囲を広げて行っていく。

本当に痛ましい事案で

あり、ある程度の住宅環境が

あると考えている。ひまわり

置されているのか。また、亡

になるのか。

町長

整備されたことを考慮、かつ、

団地の未整備用地は、現在の

くなられた職員が今まで相談

業務量や職務状況に対

建設した住宅の空き室が埋ま

ところは、今後の公営住宅の

されたことはあったのか。

今回の事案について、

らない状況が続き、公営住宅

建設予定地と考えており、定

町長

誠心誠意対応していきたい。

調査については、ご遺族に

を建設すると、さらに民間住

の顧問弁護士の法律事務所に

調査は、北海道町村会
住促進団地は他の用地で検討
相談窓口、担当は総務

宅への入居が滞る可能性があ

町長
したい。

建設を見送っていたの

10

24

26

るとの判断によるものである。

ないか。

１年かけても良かったのでは

あり、建設是非の判断をもう

ではないか。

伊藤 忠之 議員

生活基本計画の見直しの年で

議会通信
Town Council

総括質疑

は、あらかじめ申請書を提出

っている。そういう部分を今
回が大きな見直す機会と捉え

ハラスメント対応など

の気持ちを重んじ、町民の思

いも感じ、町民の負託に応え
議員

今回調査を依頼する弁護士

することになっている。
ており、是正する改善策を講

進法、通称ハラスメント法が

る町政執行をしてほしい。

職員配置は、人事異動の際
じていかなければならないと

は、利害関係のない公平中立

昨年、労働施策総合推

に業務量や時間外勤務の実態

改正され、町も種々対応して

の立場との認識でよいか。

考えている。

いるとのことだが、今回の事

を考慮し、配置を考えている。
会計年度任用職員の管理は、
議員

あれば、やはり義務違反。ど

衛生管理義務を遵守するので

所属事務所で、ご遺族とも相

北海道町村会の顧問弁護士の

町長

案は、職員を守る立場で安全

職と同じ管理、処理の流れで、

化の観点から、業務内容の見

のように認識しているか。

業務のアウトソーシング

パートタイム職員は、勤務体

直し、町内事業者等へのアウ

フルタイム職員は、ほぼ一般

系などに合わせた管理となる

トソーシングの検討をしてい
町長

の極みであり、管理者として

調査を依頼したのは、

議員
ため、原課の管理としている。

るか。町長自らが英断をしな

昨年国の指針が変わり、町も

の責任を重く受け止めている。

た、昨年の職員研修で、管理

説明、報告を行っている。ま

る職場づくりに努めるととも

起きないよう、安心して働け

明し、二度とこういうことが

今回の事案の発生は、痛恨

町長

職を対象に、ハラスメントを

に、町民の皆さんの信用を回

町の施策事業のスリム

用職員の時間外手当はどのよ
また、予算編成時に翌年度事

ければならない部分だ。サー

指針に基づき規定を改正し、

調査をもとに早急に全容を解

職員の労務管理

うに予算計上されているか。
業の内容や量などを勘案し、

ビスの低下もある部分払拭で

安全衛生委員会や課長会議で

議員 今回の悲しい職員の自

務について、アウトソーシン

テーマとした研修も実施して

復するため、全力で町政に取

一般職員、会計年度任

また、時間外勤務の申請の流
何人の会計年度任用職員を採

きないが、検証が必要では。

談の上でこの方を選んだ。

れ、各課の業務に応じた職員

用、配置するか決定している。

死の事案を目の当たりにした

グが可能ものは、指定管理や

いるが、改めて、研修内容な

り組んでいく覚悟である。

ハラスメントの関係は

配置の状況、会計年度任用職員

町長

とき、どうしても、職員の業

業務委託により事業を展開し、

どの検証を加え、今回のよう

の管理手法について伺いたい。

算において、一般職員は、管

務の加重はどうだったんだろ

民間のノウハウを活用してい

な事案が起きないよう、一層
道処理、ゴミ焼却施設等は業
議員

強く感じている。職員、町民

の事案の発生に対し、責任を

上しており、各課ごとに毎月

が、 時まで勤務している職

務委託方式をとっており、今

は、起こるべきして起こった

の皆さんに辛い、不安な思い

を命令簿に記載し、所属長の

しっかりとやっていく。

職員を守る立場として、今回

職員を管理する立場、

員がいるという実態など、実

後も残された分野の直営業務

のか、従来から役場内の事務

をさせ、心から深くお詫びす

副町長

の執行状況を確認している。

質的な時間外の実態は。

において、行政サービスの確

執行の中で問題があったのか、

る。今後は、公平中立な原因

町が行っている各種業

理職を除く職員の基本給の６

うかと思う。役場庁舎は午後

る。今までも、温泉施設や保

の研修に取り組んでいきたい。

時間外手当は、当初予

％、会計年度職員は３％を計

時で閉所するとのことだ

健福祉施設は指定管理、下水

時間外勤務は、所属長の命

町長

保と業務の軽減等も含め、総

そこも重々検討してほしい。

究明を行い、職員ケアをまず

一致団結し、町長自らが遺族

今回の職員自死の事案

の確認・決裁を受け、その後、

とのご質問と受け止めるが、

合的に検討し、アウトソーシ

合わせて、もう一度全職員が

令により行い、勤務した時間

総務課で手当額を算出し、翌

時間外勤務命令簿に記載がな

ングの手法を取り入れていき

サービス残業はあるか

月に支給となる。また、時間

くても、職場で仕事をされて

たい。

外勤務が長期間続くときや、

10

10

いる実態は否定できないと思
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前中 康男 議員
時間を超える場合

ひと月で
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生涯学習情報コーナー

掲示板
☎０１１
|

７０９

４７０４）

|

２３１１

●申込先・問い合わせ
生涯学習課 社会教育グループ

（内線

よりプラネット

（金）

多目的広場を開放します

５月７日

ボールを行うなど自由に利用

お知らせ

駐車場の一部を多目的広場と

「 さ ん ろ く 」 で は、 教 育 委

す る こ と が で き ま す。 ほ か の

Information

し て 開 放 し ま す。 バ ス ケ ッ ト

員会による行事のご案内など

利用者の迷惑にならな いよう

マナーを守りましょう。

ま た、 新 型 コ ロ ナ ウ イ ル ス

感染症対策として密集を避け

間の利用はご遠慮ください。

詳細

生涯学習に関する情報をお知

らせします。

歳未満のお子さんにス

２００５

お 知 ら せ情 報

て ご 利 用 く だ さ い。 な お、 夜

生涯学習課社会教育グループ

春のあんしんネット
新学期一斉行動

マ ー ト フ ォ ン な ど、 イ ン タ ー

☎２５
‒

満

ネット接続機器を利用させる

場 合、 イ ン タ ー ネ ッ ト に 関 す

野球場外野芝の一部張替工

町 営 野 球 場 の利 用 休
止について

り ま し ょ う。 ま た、 お 子 様 が

事 を 実 施 し ま す。 工 事 期 間 中

る 知 識、 情 報 モ ラ ル や コ ミ ュ

不 用 意 に 違 法・ 有 害 サ イ ト に

は野球場が利用できませんの

ニケーション能力を親子で身

アクセスしないように必ず

で、ご了承ください。

に つ け、 ご 家 庭 の ル ー ル を 作

フィルタリングを設定してく

【利用休止期間】

５月～８月

詳細

２００５

生涯学習課社会教育グループ

☎２５

Topics

ださい。

総 務 省 ホ ー ム ペ ー ジ「 イ ン

ターネットトラブル事例集」

をご活用ください。

詳細

北海道総合通信局情報通信部

電気通信事業課

‒
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さんろく

☎ 25-2005

「清里町教育推進計画」 を策定しました
教育委員会では、今後（令和３年度から令和７年度）の教育推進方策を定めた「清里町教育推進計画」を策定し
ましたので、その概要をお知らせします。
■基本目標 「未来を切り拓く力を育み、
持続可能なふるさとを創造する学びの推進」
■推進目標

①ともに学び・高め合いながら、しなやかな人材を育成する
②失敗を恐れずに粘り強く挑戦する人材を育成する
③愛と勇気に満ちあふれた人材を育成する
④まちへの愛着と誇りを育み、豊かな暮らしを創造する
⑤多様な価値観を認め合い、協働のまちづくりを推進する
⑥学びを促進する快適な学習環境を整備する

この計画は、学校長・PTA 会長・社会教育委員・スポーツ推進委員

計画の詳細は、ホームページをご覧

で構成する策定委員会からの答申を受けて策定しています。策定委員会

ください。また、計画書は図書館で閲

では、本町の教育課題を抽出し、解決のための主な取組を協議しました。 覧することもできます。
協議されたなかで、重点と位置付けられた課題は以下の４点です。
・ 幼稚園や保育所から小学校への円滑な引継ぎ （就学前後の連携）
・ 課題を抱えた子どもに対応する福祉や外部組織と連携した仕組みの充実

■清里町教育委員会のホームページ
「清里町教育推進計画」で検索！
QR コードで確認することもできます。

・ 地域コミュニティ活動の停滞
・ 家庭における教育活動への支援

2021.5
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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 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

読み聞かせ会

今月の本棚

ボランティアの方々による読み聞かせ会を行います。申
込みは必要ありません。お気軽にご参加ください。

大人の学び直し

午前 10 時～午後 5 時

春を迎え、なにか始めたいなと思っている方、この機会
に「学びなおし」を始めてみませんか。中学・高校で習っ
たあの科目、なんとなくしか知らなかったあのこと…。若
いときとは違う、経験を重ねた大人だからこそ、理解でき
ることもあるはずです。自分を「アップデート」してみま
しょう。

日時
場所
対象

5 月 20 日（木）午後 3 時 30 分～（約 30 分間）
プラネット ’97 音楽室
おもに 3 歳～小学校低学年

日時
場所
対象

5 月 26 日（水）午前 10 時 30 分～（約 20 分間）
プラネット ’97 和室Ａ
期間
おもに 0・1・2 歳
場所

5 月 1 日（土）～ 5 月 30 日（日）
図書館

●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。

●独学のススメ／若宮 正子 著
●流れが見えてくる日本史図鑑／かみゆ歴史編集部 編著
●知るほど面白くなる日本地理／地理教育研究会 著
●小学校 6 年分の算数が教えられるほどよくわかる
／小杉 拓也 編
●マンガで覚える元素周期／元素周期研究会 編
KIYOPON が５ポイントに
●恥ずかしい日本語／山口 謠司 著
図書館貸出利用のポイントが、１日１ポイントから５ポ ●小学１・２年生で習うのに大人も読めない漢字
／講 俊一 著
イントに増えました。貸出時に KIYOPON カードをカウ
●中学英語は
7 日間でやり直せる／澤井 康佑 著 ほか
ンターの職員にご提示ください。
貸出時当日に KIYOPON カードをご提示いただけない
※すべて貸出できます。
場合は、ポイントは加算されません。

ルーラル電子図書館を使ってみよう
図書館に設置のパソコンで農山漁村文化協会のルーラル電子図書館を利用してみませんか。病害虫情報や栽培方法、
全国の郷土料理等農業や家庭菜園などに役立つ情報がパソコンから簡単に調べられます。700 冊以上の本や 1,300 本
以上のビデオも収録。コツや裏技が満載です。

①検索

①

キーワードを入力して関連する記事を探すこと
ができます。

②収録作品

「現代農業」「農業技術体系」などから調べられ
ます。

③病害虫 ・ 雑草
病害虫や雑草を 8,000 枚の写真から診断。防除
方法を調べられます。

②
③
⑤
④

④ビデオ

農作業・土壌・病害虫などのビデオを閲覧でき
ます。

⑤今日のオススメ ・ 今月の話題

季節にあわせた話題が閲覧できます。
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ルーラル電子図書館の使い方講座
ルーラル電子図書館に興味はあるけどパソコンに自信がない方、図
書職員が使い方をお教えします。講座は図書館開館時間内で随時開催
します。お一人ずつの講座なのでお電話での予約が必要です。講座時
間は３０分～１時間程度です。申し込みは図書館へお電話ください。
清里町図書館 ☎ 25-2582

健康・子育て応援コーナー

日

・

日

６月４日

午前９時～ 時

こんにちは、会計年度任用職員およ

び作業療法士（リハビリ専門職）の海
下です。

入学就職シーズンが落ち着き、いか

がお過ごしでしょうか。そろそろ今ま

でのストレスが蓄積され、
「五月病」が

◎「五月病」の解消法

一緒に楽しみを感じる活動をしまし

ょう。少しずつ元気を取り戻していき

ます。それでも解決が困難な方は、専

門機関に相談しましょう。

たとえば、

○朝日を浴び、軽い運動をする

○好きなものを食べる
■「五月病」とは

○苦手なことはしない

発症しはじめる時期です。

「五月病」のほとんどは、うつ病です。

■早期発見と早期対処

☎２５

３８５０

保健福祉課保健グループ

■問い合わせ

談にお問い合わせください。

て詳しい知識があります。リハビリ相

子どもの精神発達やうつ予防につい

■リハビリ相談

けで考えないようにしましょう。

方は個人差があります。自分の尺度だ

になってしまいます。ストレスの感じ

をこじらせると何事も挑戦できない人

発見と早期対処が大事です。「五月病」

あらゆる病気にも通じますが、早期

うつ病は「心の風邪」といわれ、年齢

に関係なくどなたでもかかることがあ
ります。

世界保健機構（ＷＨＯ）によると、

％で、 人

人はわずらうとされています。

うつ病の生涯有病率は約
中

次に「五月病」のチェックをしてみ
ましょう。
■「五月病」のチェック
□元気がなく、食欲がない

□寝つきが悪く、夜うなされている
□帰宅後に疲れ果てている

チェックがひとつでも当てはまると

要注意です。もしかしたら、軽いうつ

状態に陥っているかもしれません。特

に言葉によるコミュニケーションが苦

手な子どもは、小さなことでもストレ

スを感じやすい傾向があります。身近
な大人が見守りましょう。
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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、話すことで
軽くしてみませんか。ご本人以外

日時

網走保健所

午後２時～午後５時
場所

担当医師
網走保健所健康推進課

北海道立向陽个丘病院医師
申込先

（網走市北７条西３丁目）
０６９７

〜過度なストレスは危険、対処法は楽しいこと〜

子育て情報
子育て支援センターの行事

５月

■ おひさま広場︵外遊び︶
日時
分～
の相談も受け付けています。なお、

時

清里保育所園庭

午前
場所
事前に申込みが必要です。
日

保健センター

５月

場所
臨床心理士

保健福祉課保健グループ
３８５０

こころの健康相談
︵保健センター︶のご案内

☎２５

申込先

担当

日時

保育所の園 庭 を 開 放 し ま す 。

０歳児～就学前のお子さん

分～

５月

午前９時

日時
子育て支援センター

網走保健所では、思春期に関わ

場所

親子交流などをします。赤ちゃん

３１９２

事前に申込みが必要です。

る相談や、こころの健康に関わる

カ月のお子さん

と遊んだり、気軽におしゃべりし

カ月～

バスタオル

子ども・子育てグループ

保健福祉課

詳細

持ち物

と保護者

対象

相談を受け付けています。なお、

ふれあい遊び・読み聞かせ・

12

たり、お友達を作りませんか？

内容

日

■赤ちゃん広場

と保護者

対象

う。

お友達と外遊びを楽しみましょ

内容

24

子育て支援センター
☎２５

４１

‒

12

（月）
30

（月）

（金）

‒

8

（月）

（水）

12

1

30 10
19

31

‒

☎０１５２

‒

子どもの「五月病」にもご注意！

特集

10
7
‒

５

月

日

イベントカレンダー
月

火

水

木

金

土

５

■成人式
11：00 ～
（プラネット）

2 ■憲法記念日 3 ■みどりの日 4 ■こどもの日 5 ■いきいき水中運動教室
6

7

1

■町民プールオープン
13：00 ～
（町民プール）

8

（町民プール）
13：30 ～

9

13

14

18
17 ■もぐもぐごっくん
19 ■乳幼児健診 20
■赤ちゃん広場

21

22

27
26 ■移動献血車巡回

28

29

2 ■いきいき水中運動教室
3

4

5

10

■おひさま広場（外遊び）
10：00 ～
（清里保育所園庭）

16

11

12

離乳食教室
（保健センター）

23

24

■おひさま広場（外遊び）
10：00 ～
（清里保育所園庭）
■ぴよぴよママの
リフレッシュ
13：10 ～
（保健センター）

25

31 ６月
30 ■こころの健康相談
1
■特設なんでも相談所
9：00 ～
（保健センター）

■いきいき水中運動教室
（町民プール）
13：30 ～

15

■「親子で遊ぼう」
土曜日開放
9：30 ～
（子育て支援センター）

13：00 ～
９：30 ～
（子育て支援センター） （保健センター）

■いきいき水中運動教室
（町民プール）
13：30 ～
■読み聞かせ会
（3 歳～小学校低学年）
15：30 ～
（プラネット）

■読み聞かせ会
（0・1・2 歳）
10：00 ～
（プラネット）

（保健センター研修室）
13：00 ～

9：00 ～
（町内各所）
■いきいき水中運動教室
（町民プール）
13：30 ～

（町民プール）
13：30 ～

※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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けん

いち

清里町の皆さまはじめまして︒
５月から清里町の地域おこし協力隊とし
て着任しました市川健一と申します︒出身
は愛知県岡崎市で︑趣味は登山やスキーな

入学式の取材で訪れた清里小学校では、

計 3,923 人（-17）

も桜の便りが届く時期が近づいてきました。

広

1,756 世帯（-2）

男性

新入生は手を挙げて元気に返事をしていま

女性

24

広報きよさと

した。

1,996 人（-8）

1,927 人（-9）

2021.5

新たな地域おこし協力隊が
着任しました

かわ

年前︑一人旅で北海道の道東地方を

どのアウトドア全般とカメラ︑旅です︒
約

訪れたのがきっかけで清里町を知りました︒

斜里岳の山容の美しさをはじめ︑この土地
の景観に惚れ︑次第に住みたい！という願
望が芽生え︑今回地域おこし協力隊として
着任いたしました︒旅としては何度か訪れ
ているのですが︑北海道での生活はほぼ未
経験ですので︑とても興味を抱いておりま
す︒
日常から湧いてくるアイデアを大切に︑
清里町の良い分野をさらに引き出し︑町に

人口と
世帯数

（3 月末日現在）

お知らせメール＠きよさと登録

そんな立派な子どもたちの姿に、私も元

Instagram

Facebook

ホームページ

先生が一人ひとりの名前を読みあげると、

議会中継 YouTube

気を分けてもらいました。

貢献できることを見つけたいです︒
清里町の皆さま︑分からないことがまだ
まだ沢山あると思いますので︑いろいろと
教えていただきたいと思っております︒
どうぞよろしくお願いいたします︒

〒 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

あっという間に 4 月が過ぎ去り、清里に

清里町の良い部分を
さらに引き出していきたい
いち

5

No.753

市川 健一さん

きよさと

報

2021 年 5 月号

５月に１歳のお誕生日を迎える
お子さんを紹介します

清里町の情報はこちらからチェック！

編集後記

加藤 想絆くん（上斜里中）
令和 2 年 5 月 12 日生まれ

島田 遼くん（向陽西）
令和 2 年 5 月 11 日生まれ

Kiyosato
Happy
Smile

5

