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令和２年１月２９日の計呂地における死亡事故以来、交通事故死ゼロ日数目標

を３００日とかかげ交通安全運動を進め、令和２年１１月２４日（火）に３００

日を達成することができました。 

これは、町民の皆さんや交通関係団体の方々の日頃からのご努力とご協力によ

るものです。また、新たに交通事故死ゼロ日数５００日《達成日：令和３年６月

１２日（土）》を目標に設定し、交通安全運動を推進してまいります。 

  町民の皆さまにおかれましては、これまで以上に「スピードダウン・シートベ

ルトの着用」を心がけ「安全運転」に注意され、職場・家庭・地域から交通安全

運動推進に、より一層のご協力をお願いいたします。 
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交通事故死ゼロ日数目標を５００日に設定しました 

○上住民税務課 住民生活G ２－５８６３ 

「新しい生活様式」を実践しましょう 
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年末年始のため、次のとおり営業時間を変更します。 
 

【営業時間】 

 

※１月４日（月）より、平常どおりの営業となります。 

温  泉 午前１０時～午後１０時（最終受付 午後９時３０分） 
 

ﾚｽﾄﾗﾝ・軽食 午前１１時～午後 ９時（ﾗｽﾄｵｰﾀﾞｰ 午後８時３０分） 

 

 
 

 

 

 

新型コロナウイルス感染症が再び猛威を振るいはじめ、地域経済にも影響が出

てきているなかこれから年末年始を迎えるにあたり、町民の皆さまやお店の方々

がコロナに負けないために、町内の商店で使えるコロナ対策「きずな５（ファイ

ブ）○冬 商品券」を全町民の方に送付しています。 
 

【内  容】１人５,０００円分の商品券（お食事券３,０００円分と商品券２,０００円分） 

【対 象 者】１２月１日現在で町内に住所を有する方または１２月中に本町へ転 

入された方 

【使用期間】２月２８日（日）まで 

【受取方法】世帯全員分をまとめて世帯主の方あてに「ゆうパック」で送付して 

います。町内全戸に送付しているため、届くまでに時間がかかる場 

合があります。ただし、転入者の方には転入手続き時にお渡しします。 

【使えるお店】お食事券飲食店のみ利用可能で、お持ち帰りや出前でも利用できます。 
 

商 品 券飲食店を含む町内すべてのお店で利用可能です。 

 

 

 

 

 

 

 

営業日 営業時間 備考 

１２月３１日（木） 

１月 １日（祝） 

   ２日（土） 

   ３日（日） 

温泉 午前１０時～午後５時 最終受付 

午後４時 
レストラン 

軽食 
午前１１時～午後５時 ﾗｽﾄｵｰﾀﾞｰ 

コロナ対策「きずな ５
ファイブ

○冬商品券」を送付しています 

○上商工観光課 商工観光Ｇ ２－５８６６ 

 

冬の５つのコロナ対策 
 

①マスクの着用  ②手洗い消毒の徹底 
 

③３密（密閉・密集・密接）を避ける 
 

④寒くても換気  ⑤湿度を保って、コロナに負けるな！ 

「かみゆうべつ温泉チューリップの湯」年末年始の営業時間を変更します 

○上商工観光課 商工観光Ｇ ２－５８６６ 
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冬期間に入り、新型コロナウイルス感染症が再び拡大しているなか、皆さまの

生活不安の解消や年末に向けた経済的支援のため、対象となる世帯に町内のお店

で使用できる「歳末福祉商品券」を送付しています。 
 

【内   容】１世帯あたり１０,０００円分の商品券（１,０００円券×１０枚） 

【対 象 者】次のすべてに該当する世帯 

●１２月１日現在で町内に住所を有する世帯または１２月中に 

本町へ転入された世帯 

●令和２年度分の市町村民税が非課税の世帯 

●下記のいずれかに該当する方がいる世帯 

 ・６５歳以上の高齢者の方 

・身体障害者手帳１級または２級の方 

 ・療育手帳（Ａ判定）を所持する方 

  ・精神障害者保健福祉手帳１級の方 

        ・ひとり親家庭の方 など 

【商品券の使用期間】２月２８日（日）まで 

【受取 方 法】対象となる世帯へ、「きずな５○冬 商品券」と併せて送付されます。 

転入された世帯には、申請手続き後に送付されます。 

 

◆転入者の方は申請が必要です 

１２月中に本町へ転入された世帯は、役場窓口で申請が必要です。商品券は後

日受取りとなります。 

【必要なもの】●給付申請書（転入手続き時や、申請先の窓口でお渡しします） 

●非課税証明書など、非課税であることを証明できる書類 

●身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳（該当する方のみ） 

 【申 請 先】○湧福祉課、○上住民税務課、中湧別出張所、芭露出張所 

【申請期限】２月１日（月） 

 

【問い合わせ先】○湧福祉課 ℡５－３７６１ 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

歳末福祉商品券を送付しています 

○湧福祉課 福祉Ｇ ５－３７６１ 

湧別町公式 インスタグラム yubetsu_town 

「フォロー」「いいね！」お願いします 
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湧別町観光協会では、「２０２１かみゆうべつチューリップフェア（５月１日～

６月上旬）」期間中の販売店舗等の出店希望者を募集します。 

 

◆新型コロナウイルス感染症対策について 
 

開催時期の状況や関係機関からの指導等に基づき必要な新型コロナウイルス感

染症予防対策を行います。出店を希望される方は、観光協会からの指示に基づき

感染症対策を行うことをご了承いただいたうえで、お申し込みください。 

なお、感染状況によりチューリップフェアを中止や早期終了する場合があります。 
 

【感染症対策の例】マスクの着用、手指アルコール消毒液の設置、店舗内消毒、ビニー

ルカーテン等の設置、従事者の体温測定など 

 

◆チューリップ公園販売店舗等の出店者募集 
 

【店 舗 数】（１）物販店舗（１間口：約９㎡）    ５間口 

          （２）飲食店舗（１間口：約１１．５㎡）９間口 計１４間口 

※流し台（ガス台兼用）、手洗い、給排水設備、ガス配管、 

 カウンター、換気扇などが設置されています。 
 

【応募資格】前年度の町税を完納し、次のすべてに該当する方 

①湧別町商工会員で、町内に店舗または工場、事務所、事業所等を 

 有する方 

②町内産業団体に属し、各団体の長が認める方で、地場産品の加工 

 および販売、普及を目的とする方 

③飲食関係については、通年で飲食業を営んでいる方か農水産物を 

 調理・加工し販売する方で、飲食店営業・食品販売の営業許可を 

有し、かつ遠軽地方食品衛生協会中湧別支部または湧別支部に加 

入している方 
 

【貸出条件】●飲食店舗内で使用する電気器具などは、１店舗あたり合計２０Ａ 

以内であること 

●飲食店舗内で使用するプロパンガスは、現在供給されているもの 

を使用すること 

●チューリップフェア終了後、期間中の販売実績を湧別町観光協会事 

務局に必ず報告すること 

  

２０２１かみゆうべつチューリップフェアの出店者を募集します 

湧別町観光協会 ８－７６１１ 
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◆球根乾燥貯蔵施設（チューピットショップ）内の出店者募集 
 

【貸出条件】●場所や面積などは後日協議します。風車管理棟は募集しません。 

      ●飲食物の提供を目的とした出店は認めません。 

      ●土日のみの営業も可とします。 
 

【応募資格】使用申請時までに前年度の町税を完納し、次のいずれかに該当する方 

①湧別町商工会員で、町内で製造または地場産品の販売を行っている方 
         ②町内産業団体に属し、各団体の長が認める方で、地場産品の加工 

および販売、普及を目的とする方（ただし、団体の会員が製作し 
た商品以外の品物（他から購入・仕入れた商品など）の販売は認 
めません） 

③町内でチューリップに関連した製品を製造または販売する方 

④趣味のサークルなど、営利を目的としない町内の団体 

 

◆共通事項 
 

【出 店 料】湧別町行政財産使用料徴収条例の定めにより算出した額。 

詳細は、○上商工観光課（℡２－５８６６）までお問い合わせください。 
 

【申込方法】観光協会事務局（役場湧別庁舎第２庁舎内）に備えてある申込書に

必要事項を記入のうえ、町税の完納証明書を添付し、観光協会事務

局までお申し込みください。 
 

【申込締切日】 １月２９日（金） 

 

 

 

 

 

１２月３１日（木）まで、歳末特別警戒を実施します。年末 

年始の準備が慌ただしく、火気の取り扱いが増えるこの時期、 

●ガスコンロの消し忘れ 

   ●電気器具のスイッチの切り忘れ 

   ●ストーブの消し忘れ 

など、「つい、うっかり」型の火災が多く発生しています。火の取り扱い、後始末

には十分注意し、お出かけ前やおやすみ前には、必ず火の元を点検しましょう！ 
 

期間中、消防署は警戒活動に取り組みます。火災予防にご協力をお願いいたします。 
 

【昼間広報啓発】１２月１０日（木）～３１日（木） 

【夜間警鐘啓発】１２月２１日（月）～３１日（木） 

【問い合わせ先】遠軽地区広域組合消防署 上湧別出張所 ℡２－４１１１ 

湧別出張所  ℡５－２３３８ 

 

歳末特別警戒を実施します 

遠軽地区広域組合 消防署 上湧別出張所 ２－４１１１・湧別出張所 ５－２３３８ 
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受診にあたっては、事前に症状等を電話でご相談ください 

 

①かかりつけ医がいる方は、かかりつけ医にお電話を。 

②かかりつけ医がいない方は、 

「北海道新型コロナウイルス感染症健康相談センター」にお電話を。  

 

 

 

 

 

 新型コロナウイルス感染症対策を強化しています。発熱外来を開設しています

ので、受診する際は事前にご連絡をお願いいたします。 

 

遠軽厚生病院では、院内クラスターが発生してから今日に至るまで、皆様より

たくさんの応援メッセージやご支援・ご協力をいただきました。心から深く感謝

申し上げます。 

 現在、新型コロナウイルス感染症は、北海道のみならず全国的に拡大しており

第３波の到来とも言われています。遠軽厚生病院では、すでに発熱外来を開設

し、発熱や風邪症状の方の診療を行っています。 

 発熱外来は、一般外来と診療場所を完全に分け、一般外来の患者様と接触しな

いよう分離しています。混み合う病院を敬遠して、全国的にも受診を控えている

患者様が多いとも言われています。受診しないことで病状が進行したり、症状が

悪化するケースもあります。 

当院では発熱外来の患者様と一般外来の患者様を完全に分けることで、すべて

の皆様が安心して来院できるよう努めております。 

 発熱や風邪などの症状がある、いつもと体調が異なるなどの場合は直接来院せ

ず事前に電話してから受診することへのご協力をお願いします。患者様一人ひと

りが安心して受診できる環境を築くため、住民の皆様にはお手数をおかけします

が、ご理解いただきますようお願い申し上げます。 

 今後におきましても、皆様に見守られ地域になくてはならない病院として、さ

らに成長していけるよう職員一同取り組んでまいります。 

遠軽厚生病院  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

遠軽厚生病院では発熱外来を開設しています 

遠軽厚生病院 ０１５８－４２－４１０１ 

発熱や咳などの風邪症状で医療機関の受診を考えている方へ 

０８００－２２２－００１８ （フリーコール・24時間） 

発熱、咳、のどの痛み、頭痛、寒気、倦怠感など、 

風邪の症状が見られるため医療機関を受診したい… 
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医療機関 休診日 

ゆうゆう厚生クリニック（℡２－２１８５） 12月３０日（水）   ～ 1月３日（日） 

曽我病院       （℡２－２００１） 12月３０日（水）午後 ～ 1月３日（日） 
※12月30日午後は、当番病院として急患の方のみ受け入れます 

上湧別歯科診療所   （℡２－２００２） 12月２８日（月）午後 ～ 1月３日（日） 

湧別歯科診療所    （℡５－２２４８） 12月３０日（水）   ～ 1月3日（日） 

佐々木歯科医院    （℡２－２０２４） 12月３０日（水）   ～ 1月４日（月） 

※ご不明な点は、各医療機関にお問い合わせください。 

 

 

 

 

月  日 内科当番 外科当番 

１２月３０日（水） 
遠軽厚生病院 

（℡0158-42-4101） 

曽我病院 

（2-2001） 

１２月３１日（木） 
遠軽厚生病院 

（℡0158-42-4101） 

遠軽共立病院 

（0158-42-5215） 

１月 １日（祝） 

  ～３日（日） 

遠軽厚生病院 

（℡0158-42-4101） 

１月１０日（日） 
遠軽厚生病院 

（℡0158-42-4101） 

１月１１日（祝） 
遠軽厚生病院 

（℡0158-42-4101） 

１月１７日（日） 
みずしま内科クリニック 

（℡0158-42-3214） 

遠軽共立病院 

（℡0158-42-5215） 

１月２４日（日） 
はやかわクリニック 

（℡0158-49-2525） 

遠軽厚生病院 

（℡0158-42-4101） 

１月３１日（日） 
瀧本皮膚科クリニック 

（℡0158-42-8048） 

遠軽厚生病院 

（℡0158-42-4101） 
 

 

 
 

 湧別高校は夢を育む高校です   
 

町は「湧別高校」の魅力向上のため、各種補助金の支給（通学費全額補助、部

活動補助、教科書代金全額補助、海外派遣費用補助、各種資格取得費用補助な

ど）やキャリア教育などへの支援を行っています。 
 

【問い合わせ先】教育委員会 教育総務課 ℡５－３１４３ 

年末・１月の当番病院のお知らせ 

○湧健康こども課 健康相談Ｇ ５－３７６５ 

 

町内医療機関 年末年始休診日のお知らせ 

○湧健康こども課 健康相談Ｇ ５－３７６５ 

 

 
地域の子どもは 

地域で育てる 
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償却資産の所有者は、地方税法に基づき毎年１月１日現在の償却資産の状況を

期限までに申告する必要があります。 

例年、事前に事業者へ申告書を送付していますが、新たに事業を開始された方

や１月以降申告書が届いていない方は、○上住民税務課までご連絡ください。 

なお、申告の際に個人番号（マイナンバー）と本人確認が必要ですので、確認

書類をお忘れないようお願いいたします。 
 

【申告対象者】●令和２年中に新しく事業を開始した方 

●個人・法人で事業をしている方（漁師・農家の方も対象です） 

●償却資産を第三者に貸与している方 

●廃業、解散、休業、移転等をされた場合 

※償却資産がない、増減や変更がない方も申告が必要です。 
 

【対象となる償却資産】●令和３年１月１日現在において、事業等を行うために使用する構築物・ 

機械・車両・器具備品等で、税務会計上減価償却となりうる資産 

●遊休資産（稼動を休止しているが、維持補修が行われ、使用できる状態 

にある資産） 

●償却済資産（減価償却を終え、残存価格のみ帳簿に計上されている資産） 

●売電や自己消費を行う目的で設置する太陽光発電設備（１０ｋＷ以上のもの） 

【確認書 類】 
 

（１）個人事業主の方 

①本人が窓口で提出する場合 
 

本人の番号確認書類 

＋ 
本人の身元確認書類 

【いずれか１点】 

●個人番号カード 

●通知カード（現在の情報が 

記載されているもの） 

●住民票（個人番号記載あり） 

【いずれか１点】 

●運転免許証等の官公署が発行した写真付きの書類 

●個人番号カード 

【いずれか２点】 

●健康保険証 ●年金手帳 ●社員証等 
 

②代理人（従業員、税理士等）が提出する場合 
本人（委任者）の番号確認書類 

＋ 

代理人の身元確認書類 

＋ 

代理権確認書類 

【いずれか１点】 

●個人番号カードの写し 

●通知カード（現在の情報が 

記載されているもの）の写し 

●住民票（個人番号記載あり） 

の写し 

【いずれか１点】 

●運転免許証等の官公署が発

行した写真付きの書類 

●個人番号カード 

【いずれか２点】 

●健康保険証 ●年金手帳 

●社員証等 

【いずれか１点】 

●税務代理権限証 

●委任状 

 

※郵送で提出する場合には、番号確認書類および身元確認書類の写し（委任 

状は原本）を同封してください。 
 

（２）法人事業者の方は、法人番号の記載のみで、上記の確認書類は不要です。 
 

【提出 期 間】１月５日（火）～２月１日（月）※期日厳守 

【提 出 先】○上住民税務課 ℡２－５８６３ 

事業を営む方は償却資産の申告をお忘れなく 

○上住民税務課 税務G ２－５８６3 
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新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止策に起因して厳しい経営環境に直面

している中小事業者等に対して、緊急経済対策として償却資産と事業用家屋に係

る固定資産税を軽減します。 

対象となる方は、償却資産の申告と併せて申告してください。 
 

※事前に、税理士や会計士、商工会などの認定経営革新等支援機関等の認定を受ける 

 必要があります。詳しくは税理士や会計士、商工会などへお問い合わせください。 
 

対象の資産 償却資産と事業用家屋（土地および事業用以外の家屋は除く） 

対象者 

令和２年２月から１０月までの間で、任意の３カ月間の売上高が前年の同期間と

比べて下記のとおり減少している中小事業者等。 
 

①３０％以上５０％未満の減少：固定資産税額を２分の１に軽減 

②５０％以上の減少     ：固定資産税額を全額軽減 

申告方法 
１月５日（火）から２月１日（月）までに、○上住民税務課へ償却資産の申告と

併せて申告してください。 

適用期間 令和３年度課税分に限ります。 

※町ホームページ（https://www.town.yubetsu.lg.jp/virus/koteikeigen.html） 

 でも詳細をお知らせしています。 

 

 

 

 

これから本格的な冬を迎え、寒さの厳しい日が続きます。特に１２月から２月

にかけて、水道凍結事故が多発していますのでご注意ください。 
 

◆凍結を防ぐために、次のときには水抜き栓で水を落としましょう 

 ●おやすみ前や、外出時など長時間水道を使用しないとき 

 ●真冬日が続いたとき 

●室内温度が低く、凍結しやすいところ（お風呂、トイレなど）は水道使用後 

 ●屋外に散水栓があるご家庭は、水が落ちているか必ず確認しましょう。 
 

◆水の落とし方 

 蛇口を全開にして、水抜き栓レバーを「止」または「閉」にして水を落としてください。 
 

◆もしも凍結してしまった場合は 

 水道のある室内を暖め、熱いぬれぞうきんで何回も水道管を温めます。 

※このとき熱湯をかけると、水道管が破裂したりヒビ割れしたりしますので、 

ご注意ください。 

自分でやってみても水が出ないときは、町内指定業者に修理を依頼しましょう。 

中小事業者等に対する固定資産税の軽減措置 

 ○上住民税務課 税務G ２－５８６３ 

水道凍結にご注意ください！ 

○上水道課 上下水道Ｇ ２－５８６７ 
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【募集住宅】 

団地名 

（場所） 
仕 様 建設年度 面積 間取り 月額家賃 

共益費 

（月額） 
主な設備等 

募集 

戸数 

芭露団地 
（芭露） 

世帯向 平成26年 66.17㎡ 2LDK 
19,700円 

～  
45,300円 

1,500円 
ユニットバス 

灯油ボイラー 
1戸 

上湧別団地 
（上湧別屯田市街地） 

世帯向 平成11年 61.5㎡ 2DK 
16,000円 

～  
36,700円 

1,000円 
ユニットバス 

電気温水器 
1戸 

泉団地 
（中湧別北町） 

世帯向 

単身向 

昭和52年建設 

平成23年全面

改善 
53.5㎡ 2LDK 

13,200円 

～  
30,500円 

300円 
ユニットバス 

灯油ボイラー 
1戸 

 

【入居資格】●公営住宅法により定められた所得制限を超えない方（世帯構成等 

により控除が異なりますので、詳しくはお問い合わせください。） 

●国税・地方税・町に支払うべき使用料等を滞納していない方 

●入居予定者が暴力団員でない方 

●入居に際しては連帯保証人２人が必要です。また、家賃の２カ月 

分相当額を敷金として納付いただきます。 
 

【申込方法】○上建設課、○湧福祉課に備えている申込書に必要事項を記入のうえ、 

住民票・所得証明書・完納証明書など必要書類を添付してお申し込 

みください。 

※１戸の住宅に２件以上のお申し込みがあった場合は入居者選考委 

員会より意見を聴取して、町長が住宅困窮度を判定して入居順位 

を決定します。 
 

【そ の 他】今回募集する以外にも、随時募集中の住宅もありますので、詳しく 

      はお問い合わせください。 
 

【申込期限】１２月２２日（火） 
 

【入居時期】１月中旬からの予定 

 

 

 

 

 

  

町営住宅等の入居者を募集します 

○上建設課 管理Ｇ ２－５８６９ 



- 11 - 

 

 
 

 

これまでは「湧別町自治会設置条例」に基づき町内に３０の自治会を設置して

いましたが、平成２６年に施行された「湧別町自治基本条例」との整合性を図る

ため、自治会の位置づけを精査した結果、住民自治の本旨に基づき自治会は自主

的に組織された任意団体であることを明確にするため、「湧別町自治会設置条例」

を廃止する必要があります。このため、この条例を廃止することについてパブリ

ックコメント（意見公募）を募集します。 

なお、この条例が廃止されても、現在の自治会がなくなったり、区域が変わっ

たりすることはありません。また、自治会が任意団体となっても、自治会は地域

コミュニティの基盤として地域の課題解決にあたる公共的団体であることから、

自治会に対しての町からの支援がなくなったり、町と自治会の協力関係が変わっ

たりすることはありません。 
 

【募集案件】「湧別町自治会設置条例」の廃止について 

【対 象 者】①町内に住所を有する方 

      ②町内に事務所、事業所を有する個人、法人、その他の団体 

③町内に所在する事務所、事業所に勤務する方 

      ④町内に所在する学校に在学する方 

      ⑤対象案件に利害関係を有する方 

【募集期間】１月１５日（金）まで 

【提出方法】指定様式に記入のうえ、持参、郵送、ファクシミリ、電子メールの

いずれかにより提出してください。 

①郵 送：〒０９９－６５９２湧別町上湧別屯田市街地３１８番地 

湧別町役場 総務課 

②Ｆ Ａ Ｘ：２－２５１１ 

③メ ー ル：somu＠town.yubetsu.lg.jp 

④直接持参：○上総務課 

【提出様式】○上総務課に「パブリックコメント手続意見提出用紙」を備えています。  

また、町ホームページ（https://www.town.yubetsu.lg.jp/40gyosei/ 

05policy/publiccomment/jichikaijorei-haishi.html）からダウン 

ロードできます。 

【留意事項】①ご意見等を提出する際は、氏名、住所および連絡先を必ず記載し 

       てください。 ※提出された方の氏名、住所は公表しません。 

②提出されたご意見等を反映できるかどうかを考慮したうえで、町 

議会の議決を得て決定します。 

③提出されたご意見等は個別の回答を行わず、類似の意見をまとめ、 

町の考え方を後日公表します。  

「湧別町自治会設置条例」を廃止することについて 

パブリックコメント（意見募集）を実施しています 

○上総務課 広報・自治会Ｇ ２－２１１２ 
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バランス丼はどんぶり１つで主食・主菜・副菜の目安量が分かるすぐれものです。 

１月は、体を温めるしょうがと、料理を冷めにくくするあんかけを使った寒い季節に

ぴったりの丼を作ります。新しいレシピを知る機会に、家族やご自身の食事を振り返る

機会として参加してみませんか。 

※新型コロナウイルス感染症の発生状況等により中止する場合があります。 
 

【日  時】１月８日（金）午前１０時～午後１時頃 

【場  所】保健福祉センター 調理室（栄町） 

【内  容】①ミニ講話 

②調理実習「ほかほか天津丼」 

【対  象】町民の方（託児はありません） 

【人  数】８人 

【持 ち 物】マスク、エプロン、バンダナ、上靴、筆記用具、食材費（６００円ほど）、  

チューリップカード（ない方は当日受付で配布します） 

【申込方法】１月５日（火）までに○湧健康こども課（℡５－３７６５）までお申 

し込みください。 

 
 

 

 

 

 令和３年は、２年に一度の「調理師業務従事者届」の届け出の年です。 

調理業務に従事している調理師の方は、次のとおり届け出をお願いします。 
 

【対 象 者】１２月３１日現在、下記の施設・店舗で調理の業務に従事している方 

●寄宿舎、学校、病院、事業所、社会福祉施設、介護老人保健施設、 

矯正施設、その他多数人に飲食物を調理して供与している施設 

●飲食店営業、魚介類販売業、そうざい製造業 

【届け出方法】届出用紙（下記の提出先に備えてあります）を提出するか、 

電子申請サービス（https://www.harp.lg.jp/SksJuminWeb/ 

EntryForm?id=uSEbFakL）にアクセスし必要事項を入力 

し送信してください。 

【提 出 先】●クワトロ 中内 行克（℡０１５８－２４－９１０６） 

〒０９４－０００４ 紋別市本町５丁目 

●海鮮遊食 Rin 林 明（℡０１５８－２４－９８７７） 

  〒０９４－０００５ 紋別市幸町６丁目 

【届け出期間】１２月３１日（木）～１月１５日（金） 

【問い合わせ先】●北海道全調理師会 ℡０１１－５１１－１３２６ 

      ●北海道紋別保健所 ℡０１５８－２３－３１０８ 

      ●上記提出先となっている事業所 

バランス丼料理教室を開催します 

○湧健康こども課 健康相談Ｇ ５－３７６５ 

 

調理師の方は届け出が必要です 

北海道紋別保健所 企画総務課 企画係 ０１５８－２３－３１０８ 

電子申請サービス 
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※１ 入所するには原則要介護３～５の認定が必要な施設です。 

※２ 入所するには要介護認定が必要な施設です。 

※３ 地域密着型施設のため、湧別町民の方のみが入所できる施設です。 

※４ 日常生活で自立している方が入所できる施設です。（要介護者は入所できない場合があります。） 

 

 

 

１１月２５日現在の町内高齢者福祉入所施設の空き状況等は次のとおりです。

詳しくは各事業所へお問い合わせください。（現在の空き状況等は変更となってい

る場合があります。） 
 

 

分類 事業所名 住所 電話番号 
定員 
･ 

室数 

空床 
･ 

空室 

待機者 

すぐに 

入居を希望

する方 

すぐに 

入居を希望

しない方 

合計 

特別養護 

老人ホーム 

※１ 

湧別オホーツク園 

東 5-3660 

４０人 0 8 23 31 

湧別オホーツク園 

リラの杜 ※３ 
２０人 0 2 2 4 

湖水の杜 ※３ 芭露 4-5525 ２０人 0 1 1 2 

湧愛園 
上湧別 

屯田市街地 
2-3151 

４０人 0 15 29 44 

湧愛園ちゅーりっぷ 

の里 ※３ 
２０人 0 13 9 22 

グループホーム 

※２ 
上湧別館 ※３ 中湧別北町 4-2070 １８人 0 6 14 20 

有料老人 

ホーム 

小規模多機能 

向日葵 
中湧別東町 8-7725 ２２人 ０ 3 ０ 3 

リビングケア･ 

オリーブ 
中湧別中町 4-1760 

１人用 

１３室 
0 ０ ３ ３ 

夫婦用 

２室 
0 ０ １ １ 

高齢者 

賃貸住宅 

在宅支援型住宅 

湖水の杜 
芭露 4-5525 ５人 ０ 3 0 3 

ケアハウス来夢 

※４ 

上湧別 

屯田市街地 
4-1100 

１人用 

２４室 
０ １１ ９ ２０ 

夫婦用 

３室 
0 ２ ４ ６ 

 

 

 

 

待機者がいても空床・室数に空きがある施設については、入所できる場合があ

りますので各施設にお問い合わせください。 
 

 

 

 
 

介護職員が不足しています 
 

湧別福祉会（オホーツク園）、上湧別福祉会（湧愛園）では介護職員を募集しています。ご興味 

のある方は湧別福祉会（℡5-3660）、上湧別福祉会（℡2-3151）にお問い合わせください。 

町内の高齢者福祉入所施設の空き状況 

○湧福祉課 高齢介護Ｇ ５－３７６１ 
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町内小・中・高校および遠軽高等学校が冬休みのため、次の便を運休します。 

なお、１２月３１日から１月３日までは、年末年始のため町営バス全便が運休

となります。 
 

 

区 分 便 数 時 間 運休日 

富美線 第4便 
上湧別中学校発：午後５時３９分 

12月26日から 1月 11日まで運休 
上富美発：午後６時１９分 

旭・川西線 第4便 
上湧別中学校発：午後５時３９分 

旭   発：午後５時５７分 

三里浜線 

第1便※ 

(増車分) 

湧 別 発：午前７時００分 
12月26日から 1月 17日まで運休 

竜宮台発：午前７時３０分 

第3便 
湧 別 発：午後２時４０分 

12月26日から 1月 12日まで運休 
竜宮台発：午後３時１０分 

第5便 
湧 別 発：午後６時0０分 

竜宮台発：午後6時3０分 

東・福島線 

第1便 湧 別 発：午前７時２４分 

12月 26日から 

1月 12日まで 

運休 

火・木曜日は 

事前予約により運行 

第3便 湧 別 発：午後２時４２分  

第4便 湧 別 発：午後３時４２分 
火・木曜日は 

事前予約により運行 

第5便 湧 別 発：午後６時0２分  

川西・信部内線 

第1便 湧 別 発：午前７時１３分 

12月 26日から 

1月 12日まで 

運休 

月・金曜日は 

事前予約により運行 

第3便 湧 別 発：午後２時４１分 

 
第4便 湧 別 発：午後３時４１分 

第5便 湧 別 発：午後６時0１分 

計呂地・中湧別線 

第1便 計呂地発：午前６時３０分 

12月26日～1 月12日まで運休 
第6便 

芭 露 発：午後3時３７分 

１９号線発：午後４時１２分 

第9便 
中湧別 TOM 発：午後７時４０分 

計呂地発：午後８時１３分 
 

※三里浜線第１便は通常２台運行していますが、冬休み中は増車分１台のみ運休となります。 

町内小・中・高校等の長期休業に伴う町営バスの運休について 

○上住民税務課 住民生活Ｇ ２－５８６３ 


