
- 1 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

  

 
 

 

 

 

 

 

８月１８日（火）に開催を予定していました「令和２年度湧別町戦没者・機雷

殉難者追悼式」は、新型コロナウイルス感染症の拡大防止および参列者の安全面

を考慮し、中止することとしました。 

 ご参列を予定されていた方々には、大変申し訳ありませんが、ご理解いただき

ますようお願いいたします。 

 

 

 

 

 

 本年もツリーイングなど森とふれあう事業を予定していましたが、新型コロナ

ウイルス感染症の収束が見込めないことから、参加者の皆さまの健康および安全

面を考慮し、中止することとしました。開催を楽しみにされていた皆さまには大

変申し訳ありませんが、ご理解いただきますようお願いいたします。 

  

令和 2年 7月豪雨災害義援金        ９ 
バランス丼料理教室            10 
加工実習講習会 
８月子育て支援事業            11 
オンライン英会話教室 
フリーダムラックを設置しました      12 
高齢者福祉入所施設 空き状況        13 
遠軽地区広域組合消防職員採用試験     14 

〈目次〉 
 

戦没者・機雷殉難者追悼式 中止       １ 
げんきの森で遊び隊 中止 
各種検診費用 助成             ２ 
橋りょう補修・道路舗装工事に伴う交通規制 ４ 
公立保育所等再編計画基本方針 ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸｺﾒﾝﾄ ６ 
町営バス運行区分見直し・予約運行便拡大 ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸｺﾒﾝﾄ ７ 
町営住宅等 入居者募集           ８ 
家畜商講習会 

「令和２年度湧別町戦没者・機雷殉難者追悼式」を中止します 

○湧福祉課 福祉Ｇ ５－３７６１ 

 

令和２年８月１１日発行 
湧別町役場上湧別庁舎 ２－２１１１ ・ 湧別庁舎 ５－２２１１ 

Ｎo.261 
４ 
 
 

担当課表記 ○上＝役場上湧別庁舎（上湧別屯田市街地） ○湧＝役場湧別庁舎（栄町） Ｇ＝グループ 

「げんきの森で遊び隊事業」を中止します 

○湧水産林務課 水産林務Ｇ ５－３７６３ 
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町では、各種検診を受けられる方に助成を行っています。生活習慣病や病気の

予防・早期発見のためにも、ぜひご利用ください。 
 

◆脳ドック検診 

 脳梗塞や脳動脈瘤
りゅう

など、脳の病気を早期発見できます。 
 

【概  要】 

区  分 町指定の医療機関 町指定以外の医療機関 

医療機関 

●網走の丘総合病院（網走市） 

●道東の森総合病院（北見市） 

●北星記念病院（北見市） 

●遠軽厚生病院（遠軽町） 

左記以外の医療機関 

検査項目 

●問診 ●診察 ●尿検査 ●心電図検査 

●血液検査 ●頸部ＭＲＡ（頸部の血管撮影検査） 

●頭部ＭＲＡ（脳の血管撮影検査） 

●頭部ＭＲＩ（脳の断層撮影検査） 
 

●認知機能検査 

●頸動脈超音波検査 

●頸部・頭部Ｘ線撮影 

下記の項目は必ず受診してくださ 

い。検査項目を事前に医療機関へ 

確認されることをおすすめします。 
 

●問診・ＢＭＩ／腹囲 ●診察 

●尿・血液一般・血液生化学検査 

●頭・頸部ＭＲＩ 

●頭・頸部ＭＲＡ ●心電図 

対 象 者 

令和３年３月３１日現在、４０歳以上の方。 

※５年に一度の助成のため、平成２８年４月以降に町の脳ドック検診費用助成を受けて 

いない方が対象です。 

助  成 

助成額２０,０００円を差し引いた、下記の額を

お支払いください。 
 

●網走の丘総合病院：１８,５００円 

●道東の森総合病院：１８,５００円 

●北星記念病院  ：１３,０００円 

●遠軽厚生病院  ：１０,８００円 

医療機関で全額お支払い後、 

自己負担額のうち２０,０００円を 

助成します。 

申込・ 

申請方法 

お電話にて随時受け付けています。 
 

①事前に町へ助成のお申し込みをしてください。 

その際、希望の病院をお聞きします。 

②受診者本人が希望の病院に直接電話をして受診 

の予約をしていただきます。 

③受診日のおよそ１週間前に、町から『受診券』 

を郵送します。受診日に、その受診券を持参し 

受診してください。 

右記の◆共通事項をご覧ください。 

 

  

各種検診の費用を助成しています 

○湧健康こども課 健康相談Ｇ ５－３７６５ 

 

遠軽厚生病院では 

実施していません 
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◆人間ドック 

 生活習慣病の予防・早期発見につながります。 
 

【概  要】 

医療機関 指定はありません 

対象となる 

検査項目 

●健康診査（必須）…問診、診察、身体計測（身長・体重・腹囲測定）、 

血圧・血液検査、尿検査、貧血検査、心電図検査、眼底検査 

●胃がん検診  ●肺がん検診  ●大腸がん検診  ●腹部超音波検査 
 

※健康診査（必須）を受けていない場合、助成の対象外となります。 

対 象 者 

町の総合健診を受けていない（受ける予定のない）、次のいずれかに該当する方。 
 

①令和３年３月３１日現在、３０歳以上３９歳以下の方。 

②令和３年３月３１日現在、４０歳以上７４歳以下で、かつ受診日において 

国民健康保険被保険者の方。 

③受診日において後期高齢者医療被保険者の方。 

助 成 額 

医療機関で全額お支払い後、自己負担額のうち１６,０００円を限度に助成します。 

ただし、他の制度の助成金を受ける場合は、それを差し引いた額を自己負担額とします。 
 

※年度内に１回の助成となります。 
 

◆乳がん・子宮頸がん検診 ※２年に一度、検診の対象となります。 

 町が行う集団検診を受診できず、医療機関で行う乳がん・子宮頸がん検診を受

診した方へ、受診費用の助成を行っています。 
 

【概  要】 

検  診 乳がん検診 子宮頸がん検診 

医療機関 指定はありません 

対象となる 

検査項目 

●マンモグラフィー 

 

●子宮頸がん検査（細胞診） 

●経膣超音波検査 

対 象 者 
前年度に町の乳がん検診を受けていな

い、４０歳以上の女性の方 

前年度に町の子宮頸がん検診を受けていな

い、２０歳以上の女性の方 

助 成 額 

医療機関で全額お支払い後、自己負担額

のうち１方向は４,０５０円、２方向は 

５,１００円を限度に助成します。 

医療機関で全額お支払い後、自己負担額のう 

ち子宮頸がん検査（細胞診）は４,９６０円、 

経膣超音波検査は５５０円を限度に助成します。 

 

◆共通事項 

【申請方法】※脳ドック検診（町指定の医療機関を除く） 

下記の書類等を持参し令和３年３月３１日までに申請してください。 

●医療機関が発行した領収書と明細書（自己負担額が分かるもの） 

●医療機関が発行した検査結果の写し（検査項目が確認できるもの） 

●助成金の振込先が確認できる通帳等  ●印鑑 

【申 請 先】○湧健康こども課、○上住民税務課、中湧別出張所、芭露出張所 

【問い合わせ先】○湧健康こども課 ℡５－３７６５ 
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町道の橋りょう補修工事および道路舗装工事のため、下記の区間が一時通行止

めまたは片側交互通行となります。ご迷惑をおかけしますが、ご協力をお願いい

たします。 

なお、工事進捗状況により、規制期間が変更になる場合がありますので、ご了

承ください。 

 

◆ヌッポコマナイ川「東橋」 
 

【期    間】９月３０日（水）まで一時通行止め（現地の案内標識をご確認ください） 

      ※迂
う

回路をご利用ください。 

【施工業者】㈱渡辺組 ℡０１５８－４２－３１３７ 
 

 
 

◆サナブチ川「３２号橋」 
 

【期    間】１０月１５日（木）まで一時通行止め（現地の案内標識をご確認ください） 

      ※迂
う

回路をご利用ください。 

【施工業者】㈱渡辺組 ℡０１５８－４２－３１３７ 
 

 

橋りょう補修工事・道路舗装工事に伴う道路交通規制のお知らせ 

○上建設課 建設Ｇ ２－５８６９ 

一時通行止め 
９月３０日まで 

迂
う

回路 

一時通行止め 
１０月１５日まで 

迂
う

回路 

遠軽町学田 

開盛小学校↗ 

五鹿山 



- 5 - 

 

◆富美川「岩渓橋」 
 

【期    間】１１月２０日（金）まで一時通行止め（現地の案内標識をご確認ください） 

【施工業者】㈱渡辺組 ℡０１５８－４２－３１３７ 
 

 
 

 

◆計呂地１１号線道路 
 

【期    間】８月１７日（月）から９月１０日（木）まで 

片側交互通行または一時通行止め（現地の案内標識をご確認ください） 

【施工業者】遠軽舗道㈱ ℡２－３８５３ 
 

 
  

一時通行止め 
１１月２０日まで 

富美 

片側交互交通または一時通行止め 
８月１７日～９月１０日 

計呂地市街↑ 

佐呂間町若里 

佐呂間町若佐↓ 



- 6 - 

 

 

 

 

町では、児童数の減少や老朽化した保育施設の更新をはじめとした本町の幼児

教育・保育を取り巻くさまざまな状況を総合的に勘案し、将来にわたり安全で安

心な幼児教育・保育を提供するための環境の整備に向けた町としての基本的な方

向性として「湧別町公立保育所等再編基本方針（案）」を策定し具体的な計画を推

進することとしました。 

つきましては、本基本方針について次のとおり皆さんからのご意見を募集します。 
 

【募集案件】湧別町公立保育所等再編基本方針（案） 
 

【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町内の事務所、事業所に勤務する方 

      ④町内の学校に在学する方 

      ⑤対象案件に利害関係を有する方 

【資料の閲覧場所】湧別庁舎（１階ロビー）、上湧別庁舎（１階ロビー）、中湧別図書館、 

町ホームページ（https://www.town.yubetsu.lg.jp/40gyosei/05policy/ 

publiccomment/hoikushosaihen.html） 

【募集期間】８月２８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 

いずれかの方法で提出してください。 

①持 参：○湧健康こども課 

      ②郵 送：〒０９９-６４０４ 湧別町栄町１１２番地の１ 

           湧別町役場 健康こども課 

      ③ＦＡＸ：５－２２８３ 

      ④メール：kenko@town.yubetsu.lg.jp 
 

【提出様式】「パブリックコメント手続意見提出用紙」は資料の閲覧場所に備え 

てあります。また、町ホームページからも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は、基本方針案に反映できるかどうかを考慮 

したうえで、最終的な基本方針を決定します。 

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。 

  

「湧別町公立保育所等再編基本方針（案）」について 

パブリックコメント（意見募集）を実施します 

○湧健康こども課 児童支援Ｇ ５－３７６５ 
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町では、町営バスの効率的な運行を図るため、令和３年４月から、一般利用者

のいない路線のスクールバス運行への変更と、利用者の少ない区間・時間帯の予

約便の拡大を予定しています。 

つきましては、次のとおり皆さんからのご意見を募集します。 
 

【募集案件】町営バス運行区分見直しおよび予約運行便の拡大 

【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町内の事務所、事業所に勤務する方 

      ④町内の学校に在学する方 

      ⑤対象案件に利害関係を有する方 

【資料の閲覧場所】○上住民税務課、湧別庁舎（１階ロビー）、湧別・中湧別図書館、 

町ホームページ（https://www.town.yubetsu.lg.jp/40gyosei/05policy/ 

publiccomment/bus_minaoshi.html） 

【募集期間】９月９日（水）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 

いずれかの方法で提出してください。 

①持 参：○上住民税務課 

      ②郵 送：〒０９９-６５９２ 湧別町上湧別屯田市街地３１８番地 

           湧別町役場 住民税務課 

      ③ＦＡＸ：２－２５１１ 

      ④メール：jumin@town.yubetsu.lg.jp 
 

【提出様式】「パブリックコメント手続意見提出用紙」は資料の閲覧場所に備え 

てあります。また、町ホームページからも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。 

  

町営バス運行区分見直しおよび予約運行便の拡大について 

パブリックコメント（意見募集）を実施します 

○上住民税務課 住民生活Ｇ ２－５８６３ 
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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 

青葉団地 

（栄町） 

若 年 

単身向 
平成9年 45.48㎡ 1LDK 

18,000円 

～  
22,300円 

500円 
ユニットバス 

電気温水器 
1戸 

あさひ団地 

（栄町） 

若 年 

単身向 
平成15年 45.36㎡ 1LDK 

18,000円 

～  
28,900円 

なし 
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】８月２５日（火） 

【入居時期】９月中旬からの予定 

 
 

 

 

 

家畜の取引業務に従事しようとする方を対象とした家畜商講習会が、次のとお

り開催されますのでお知らせします。 
 

【開催日時】第１回：１２月２４日（木）と２５日（金）の２日間 

      第２回：翌年１月２５日（月）と２６日（火）の２日間 

      いずれも午前９時から午後５時までの講習となります。 

      ※今年度は新型コロナウイルス感染症まん延防止のため、２回の開 

催となります。どちらか希望する日程を選択し受講してください。 

      ※獣医師および人工授精師の方は、講習時間の一部免除あり 

【開催場所】第１回：北海道庁別館 地下１階 大会議室（札幌市） 

      第２回：北海道第２水産ビル８階８ＢＣ会議室（札幌市） 

町営住宅等の入居者を募集します 

○上建設課 管理Ｇ ２－５８６９ 

 

令和２年度家畜商講習会のお知らせ 

○上農政課 農政Ｇ ２－５８６１ 
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【提出書類】●受講願書 正・副 各１部 

      ●講習時間の特例措置適用申請書ほか 

※提出書類は、北海道のホームページ（http://www.pref.hokkaido. 

lg.jp/ss/jsk/elg_soshiki_list.htmlのページにある農政部の生 

産振興局畜産振興課のリンク）からダウンロードできるほか、 

○上農政課でもお渡しできます。 

【受講手数料】３,５５０円（北海道収入証紙） 

【申込期間】８月１７日（月）～１１月１６日（月） 

【申込・問い合わせ先】〒０９３－８５８５ 網走市北７条西３丁目 

北海道オホーツク総合振興局 産業振興部農務課畜産係 

     ℡０１５２－４１－０６６５ 

 

 

 

 

令和２年７月３日からの大雨により、九州を中心として広域にわたり甚大な被害

が生じています。この大雨で被災された方々を支援するため、次のとおり義援金を

受け付けています。皆さまの温かいご支援をよろしくお願いいたします。 
 

【義援金名称】令和２年７月豪雨災害義援金 

【受付期間】１２月２８日（月）まで 

※役場への持参の場合は、１２月２１日（月）まで 

【受付口座】 

（１）郵便振替 ※郵便局窓口での取扱いの場合、振替手数料は免除となります。 

●加入者名：日赤令和２年７月豪雨災害義援金 

  ●口座番号：００１１０－８－５８８１８９ 

※受領証を希望される場合は、通信欄に「受領証希望」と記載してください。  

（２）銀行口座 ※ご利用の金融機関によっては、振込手数料がかかる場合があります。  

口座名義：日本
ニ ホ ン

赤十字社
セキジュウジシャ

（次の３銀行共通） 

三井住友銀行  すずらん支店 （普）２７８７５５８ 

三菱ＵＦＪ銀行 やまびこ支店 （普）２１０５５５６ 

みずほ銀行   クヌギ支店  （普）０６２０４７２ 

※受領証が必要な場合は、次の内容をご連絡ください。 

●義援金名 ●住所  ●氏名（受領証の宛名） ●電話番号 

●寄付日  ●寄付額 ●振込金融機関名・支店名 

連絡先は日赤本社パートナーシップ推進部会員課（℡０３－３４３７－７０８１） 

（３）役場窓口への持参 

受付窓口：○湧福祉課（日本赤十字社湧別町分区事務局） 

○上住民税務課 

中湧別出張所 

令和２年７月豪雨災害義援金の受付について 

○湧福祉課 福祉Ｇ ５－３７６１ 
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家で過ごす時間が多くなり、料理を作る機会が増えると、「料理を作るのが面倒

くさい」「献立を考えるのもおっくう…」なんて思うことはありませんか。 

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。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】８月２６日（水）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「さんま缶と夏野菜チーズ丼」 

【対  象】町民の方 

【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（お持ちでなければ、当日お渡しします） 

【申込方法】８月２０日（木）までに○湧健康こども課（℡５－３７６５）までお

申し込みください。 

【そ の 他】託児はありませんのでご注意ください。 

 

 

 

 

 

健康で豊かな食生活を家族皆さんで楽しんでいただけますよう、加工実習講習

会を開催しますので、ぜひご参加ください。 

※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】８月２９日（土） 午後１時～４時 

【会  場】地場産品加工センター（錦町） 

【対    象】町民の方（小学校３年生以下のお子さまは保護者同伴が条件です。） 

【品    目】五目の具 

【持 ち 物】エプロン、バンダナ、持ち帰り用容器、長靴(２３cm以下の方) 

【費    用】１人 ５００円 

【定    員】１０人程度 

【申込締切日】８月２３日（日） 

【申 込 先】地場産品加工センター ℡５－３７２２ 

【そ の 他】申込者が多い場合は､初めての方を優先させていただきます。 
 

※地場産品加工センターの営業時間は、８月中は午前９時～午後５時までとなっ 

ており、休館日は毎週 月・火・金曜日と祝日となっています。 

加工実習講習会の参加者を募集します 

○上農政課 農政Ｇ ２－５８６１ 

「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  
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子育て支援センターで「たんぽぽ広場」を開催します。いろいろなコーナーで遊ん 

だり、バルーンアートショーで楽しんだりしませんか。ぜひ遊びにいらしてください。 

※新型コロナウイルス感染症対策のため、１部と２部に分け、時間を短くしてい 

ます。また、中止・内容を変更する場合があります。 
 

【日  時】８月２６日（水）１部：午前１０時～１１時 

              ２部：午前１１時～正午 

【場  所】中湧別なかよし児童センター（中湧別中町） 

【対  象】町内に居住する就学前の乳幼児と保護者 

【持 ち 物】お子さんの水分補給用飲料 

【定  員】各部１０組 

【申込締切日】８月１９日（水） 

【申 込 先】中湧別子育て支援センター ℡２－２０４９ FAX８－７３５０ 

電子メールでも受け付けています。保護者氏名・住所・連絡先・お子さん 

の氏名と年齢を入力して送信してください。 

子育て支援センター電子メールアドレス suku.suku@town.yubetsu.lg.jp 

 
 

 

 

 

ウェブ会議システム「ＺＯＯＭ」を活用し、それぞれの自宅から参加する、オ

ンライン英会話教室を開催します。英語を使って交流しませんか？ 

 

【日  時】９月３日～１０月２２日までの毎週木曜日 

午後７時～７時４０分 全８回 

【対 象 者】町民の方 

【内 容】日常会話やリスニングなど 

【定 員】１０人 ※定員になり次第締め切ります。 

【受 講 料】無料 

※ＺＯＯＭは無料ですが、通信料がかかりますのでご注意ください。 

【講 師】外国語指導助手 オリバー・ハッチンソン 

      教育委員会教育総務課 佐藤 美貴 

【申込方法】８月２７日（木）までに、電子メールにて①氏名、②住所、③電話 

番号、④当日使用できるメールアドレスを入力して送信してくださ 

い。前日までに招待メールを送信します。 
電子メールアドレス kyoikusomu@town.yubetsu.lg.jp 

【主 催】湧別町教育委員会 

【問い合わせ先】教育委員会教育総務課 ℡５－３１４３ 

８月の子育て支援事業のお知らせ 

○湧健康こども課 子育て相談Ｇ ５－３７６５ 

 

オンライン英会話教室の参加者募集！ 

教育委員会 教育総務課 教育管理Ｇ ５－３１４３ 

メールアドレス 
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独立行政法人日本スポーツ振興センターの令和２年度スポーツ振興くじ助成金

（地方公共団体スポーツ活動助成）を受け、湧別総合体育館２階に上半身（ベン

チプレス）や下半身（スクワット）が鍛えられるフリーダムラック（フリーウエ

イト）を設置しました。 

ご利用の際は、機器に掲げている使用上の注意事項を必ずご確認ください。 
 

【開館時間】午前９時～午後１０時（※日曜日・祝日は午後５時まで） 

【休 館 日】月曜日、１２月３０日～翌年１月４日まで 

【対 象 者】高校生以上 

【トレーニングルーム利用料金】 

区  分 
夏 期 

（５月１日～１０月３１日） 

冬 期 

（１１月１日～４月３０日） 

１ 日 券 １００円 １５０円 

シーズン券 ２,０００円 ３,０００円 

共 通 券 ３,８００円  

※共通券は湧別プールと併用して使用できます。 

※町内に居住する高校生は無料です。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

湧別総合体育館に「フリーダムラック（フリーウエイト）」を設置しました 

教育委員会 社会教育課 社会教育G ５－３１３２ 

 

 

 

 

 

 

 

 

このフリーダムラックは、スポーツ振興

くじ助成金を受けて設置されたものです。 
 

～新型コロナウイルス感染症対策のために～ 

「新しい生活様式」を実践しましょう 
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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。） 

 

 

 

７月２２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 22 30 

湧別オホーツク園 

リラの杜 ※３ 
２０人 0 2 3 5 

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 12 26 38 

湧愛園ちゅーりっぷ 

の里 ※３ 
２０人 0 11 11 22 

グループホーム 

※２ 
上湧別館 ※３ 中湧別北町 4-2070 １８人 0 2 15 17 

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 4 0 4 

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 
1 0 2 2 

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 3 3 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ので、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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【採用職種】遠軽地区広域組合消防職員 

【採用予定人数】若干名 

【採用予定日】令和３年４月１日 

【受験資格】 

 ●大学卒採用試験：大学を卒業もしくは令和３年３月までに卒業見込みの方で、 

平成８年４月２日以降に生まれた方  
●高校卒採用試験：大学卒採用試験の資格要件に該当しない方で、高校を卒業も 

しくは令和３年３月までに卒業見込みの方で、平成８年４月 

２日以降に生まれた方  
※その他身体条件等がありますので、詳しくはお問い合わせください。 

 
【受付期間】８月１７日（月）～９月１８日（金） 

持参：午前８時４５分～午後５時３０分（土・日曜日、祝日を除く）   
郵送：９月１８日（金）までの消印有効です。 

 

【試験日程・会場・内容】  
〔第１次試験〕日程：１０月１８日（日） 午前９時４５分～午後３時１５分 

会場：遠軽町福祉センター（遠軽町岩見通南２丁目） 

       内容：筆記試験（教養）、職場適応性検査、筆記試験（論文）  
〔第２次試験〕日程：１１月中旬予定  

会場：第１次試験合格者に通知します。 

        内容：体力測定、面接試験 
 

【申込方法】 

 提出書類一式（試験申込書・受験票）を持参または郵送により提出してくださ

い。なお、郵送の場合は封筒の表に「試験申込書在中」と朱書きし、受験票返信

用として８４円切手を貼った封筒（長形３号定形・あて先明記）を必ず同封して

ください。  
※試験申込書等は遠軽地区広域組合のホームページ（http://www.engarukouiki.jp/ 

 saiyou_R3syobo.html）からダウンロードすることができます。  
 ※受験票は受付終了後に返送しますが、９月２４日（木）までに受験票が到着し

ない場合はお問い合わせください。 
 

【申込・問い合わせ先】 

遠軽地区広域組合消防本部 総務課  

℡０１５８－４２－７６００（内線５０５） 

〒０９９－０４９２ 遠軽町１条通北３丁目 

令和３年度 遠軽地区広域組合消防職員採用試験のお知らせ 

遠軽地区広域組合 消防本部 総務課 ０１５８－４２－７６００ 


