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水道の安定供給のため、漏水調査を次の日程で実施します。 

 なお、深夜に行う作業では一時的に断水となる場合があります。ご迷惑をおか

けしますがご協力をお願いいたします。 
 

【調査地区】芭露、志撫子、上芭露の一部、計呂地の一部 
 

【調査期間】６月１５日（月）～７月３１日（金） 

午前９時～午後５時、午後１１時～午前５時 

      （日程、時間は予定ですので、多少の変更となる場合があります。） 
 

【調査内容】水道本管および給水管の音聴調査、仕切弁開閉調査 
 

【調査業者】フジ地中情報株式会社 
 

【そ の 他】●調査員が住宅の敷地付近で作業する場合があります。 

●仕切弁の開閉を行うため、調査を実施した区域では赤水や空気を含ん 

だ白水が出る場合がありますが、数分間出し続けると元に戻ります。 
 

【問い合わせ先】○上水道課 ℡２－５８６７ 

  

日本赤十字社 社資募集          ４ 
「くるみ里親会」へのご支援ありがとうございました 
オホーツク紋別空港減便         ５ 
能力開発セミナー 
高齢者福祉入所施設 空き状況       ６ 
高齢者生活福祉ｾﾝﾀｰ「亜麻の里」入居者募集 ７ 
油圧ショベル 売払い入札         ８ 

〈目次〉 
 

水道の一時断水             １ 
ＨＩＶ検査（エイズ検査）        ２ 
風しんの抗体検査・予防接種 
ハチの巣を見かけたら          ３ 
保育所運動会 
カナダ派遣中止 
屯田七夕まつり中止 
町議会定例会              ４ 

水道の漏水調査に伴う一時断水のお知らせ（芭露地区） 

○上水道課 上下水道Ｇ ２－５８６７ 

 

令和２年６月１０日発行 
湧別町役場上湧別庁舎 ２－２１１１ ・ 湧別庁舎 ５－２２１１ 

Ｎo.257 
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 
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エイズはＨＩＶ（ヒト免疫不全ウイルス）の感染によって発症します。 
 

ＨＩＶに感染すると、人によって１～２週間で発熱や疲労感など軽い風邪のよ

うな症状が出ることもありますが、初期症状に気付かない人がほとんどです。さ

らに、エイズを発症するまで３～１０年、自覚症状のない潜伏期間が続きます。

この期間、知らず知らずのうちに血液や体液を通して、他人や夫婦間などでＨＩ

Ｖを感染させてしまうかもしれません。（ほとんどは性的接触が原因で、日常生活

で感染する心配はありません。） 
 

また、平成３０年には北海道で、新規ＨＩＶ感染者は２１人、エイズ発症者は

８人判明しています。しかし治療技術の進歩はめざましく、ＨＩＶが陽性でも感

染の早期把握、治療の早期開始・継続によりエイズの発症を防ぐことができ、Ｈ 

ＩＶに感染していない人と同等の生活を送ることが期待できるようになりました。 
 

感染が心配な方は、ちょっと勇気を出して保健所で検査を受けてみませんか？ 
 

 

 

 

 

 
 

【問い合わせ先】紋別保健所 エイズ相談専用電話 ℡０１５８－２４－１９２６ 

 

 

 

 

 

「風しんの追加的対策」として風しんの抗体検査と予防接種（風しん第５期）

を無料で実施しています。対象者の方はクーポン券が送付されていますので、忘

れずに受けましょう。 
 

【対 象 者】昭和３７年４月２日～昭和５４年４月１日生まれの男性の方 

       ※クーポン券をお持ちでない方は、ご連絡ください。 

【クーポン有効期限】令和３年３月３１日（水） 

【実施医療機関】クーポン券を利用できる医療機関は、厚生労働省のホームページに 

掲載されていますのでご確認ください。 

 

 

【問い合わせ先】○湧健康こども課 ℡５－３７６５ 

ＨＩＶ検査（エイズ検査）を実施しています 

北海道紋別保健所（北海道オホーツク総合振興局 保健環境部紋別地域保健室） 

検査には事前予約が必要です。 

日程・時間など詳しくは電話でお問い合せください。 

検査・相談は保健所で無料・匿名で受けられます 

。 

風しんの抗体検査・予防接種を受けましょう 

○湧健康こども課 健康相談Ｇ ５－３７６５ 

検 索 風しんの追加対策 
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ハチの活動が活発化する時期になりました。巣を作る条件としては、①雨風を

しのげ、天候の影響が少ない場所、②閉鎖された空間、③餌の豊富な場所が挙げ

られます。これらの条件が整った場所には毎年のように巣を作るようです。 

昨年ハチの巣を作られたという方は、一度点検してみてはいかがでしょうか。 

 この時期のハチの巣は作り始めのためまだ小さいものが多いです。しかし小さ

いハチの巣であっても近寄ると大変危険ですので、見かけた方は、○上住民税務課

（℡２－５８６３）までご連絡ください。 

 

 

 

 

新型コロナウイルス感染症拡大防止のため延期としていました各保育所の運動

会について、次のとおり開催します。ただし、雨天の場合は中止とします。 

保育所名 開催日（変更前→変更後） 開始時間 

中湧別保育所 
６月２０日（土）→７月 ４日（土） 

午前９時 

芭露保育所 午前９時３０分 

湧別保育所 
７月 ４日（土）→７月１１日（土） 

午前９時 

上湧別保育所 午前９時３０分 

【問い合わせ先】○湧健康こども課 ℡５－３７６５ 

 

 

 

 

相互交流事業（カナダ派遣）を１０月下旬から実施することとして、派遣者を

募集していましたが、新型コロナウイルス感染症が世界的に拡大していることを

ふまえ、本年度の事業は中止としましたのでお知らせします。 

 参加を検討していただい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。 

 

 

 

 

７月１８日（土）、１９日（日）に開催を予定しておりました第７回屯田七夕ま

つりは、新型コロナウイルス感染症の終息が見込めないことから、来場者の皆さ

ま、出演者・関係者の皆さまの健康および安全面を考慮し、今年度の開催を中止

させていただくこととしました。 

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、事情をご理解

いただきますようお願いいたします。 

「屯田七夕まつり」開催を中止します 

湧別町商工会 ２－２２７８ 

ハチの巣を見かけたらご連絡ください！ 

○上住民税務課 住民生活Ｇ ２－５８６３ 

 

相互交流事業（カナダ派遣）を中止します 

教育委員会 教育総務課 教育管理Ｇ ５－３１４３ 

保育所運動会の開催について 

○湧健康こども課 児童支援Ｇ ５－３７６５ 
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令和２年第２回湧別町議会定例会が次のとおり開会される予定です。議会の様

子は傍聴が可能なほか、次の場所で生放送にて視聴できます。 
  

【日  時】６月１７日（水） 午前１０時開会（予定） 

【場  所】議場（役場上湧別庁舎３階） 

【放送場所】湧別庁舎１階、上湧別コミュニティセンター１階、文化センターＴＯＭ 

 

 
 

 

 

例年５月に行っていた赤十字運動月間について、新型コロナウイルス感染症の

拡大防止のため延期していましたが、５月２５日の緊急事態宣言解除に伴い、湧

別町分区の赤十字運動月間は６月１日から７月３１日を基本とし、この期間外で

あっても状況に応じて柔軟に運動することとしました。 

町民の皆さまから自治会を通してお寄せいただいた寄付は、国の内外における

人道活動を行う貴重な財源として役立たせていただきますので、ご協力をお願い

いたします。 
 

【問い合わせ先】日赤湧別町分区事務局（○湧福祉課） ℡５－３７６１ 

 

 

 

 

 

 里親とは、親の病気、家出、離婚、その他いろいろな事情により家庭で暮らせ

ない子どもたちを、自分の家庭に迎え入れて養育する人のことをいいます。 

里親制度は、児童福祉法に基づいて、里親になることを希望する方に子どもの

養育をお願いする制度です。 

 くるみ里親会では、昭和３２年の発足以来、多くの皆さまから賛助会費による

ご協力をいただき、それにより里子さんへのプレゼントや里親研修会などを実施

してきました。 

 しかしながら、発足から６２年間を経て里子里親に関する社会的な状況も変化

し、近年は委託里親制度としての行政の取り組みも整備されてきたことから、各

商社、個人への賛助会費によるご協力のお願いを終了することとしました。 

 昨年までのご支援・ご協力に対し、心より感謝いたします。 

  

日本赤十字社 社資の募集について 

○湧福祉課 福祉Ｇ ５－３７６１ 

「くるみ里親会」へのご支援ありがとうございました 

○湧健康こども課 子育て相談Ｇ ５－３７６５ 

町議会定例会のお知らせ 

○上議会事務局 ２－２１３０ 
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広報５月号１６ページでお知らせしました「６月１日～３０日のオホーツク紋別空港発着

便ダイヤ」について、全日本空輸（株）から新型コロナウイルス感染症の影響により、減便

となる発表がありましたのでお知らせします。 

 減便に伴い、紋別－羽田の運休日は無料送迎バス（遠軽－紋別空港間）も運休となります。 
 

【運 休 日】６月１０日（水）、１３日（土）、１４日（日）、１７日（水）、２０日（土）、 

２１日（日）、２４日（水）、２７日（土）、２８日（日） 

【減便となる便】 
便 名 区 間 発着時間 

ＡＮＡ３７５ 羽田→紋別 出発：午前１０時３０分  到着：午後 ０時１５分 

ＡＮＡ３７６ 紋別→羽田 出発：午後 １時１０分  到着：午後 ３時００分 

※減便対象の便をご予約いただいた方の航空券の払い戻しおよび変更などは、 

下記のいずれかまでお問い合わせください。 

●ＡＮＡ国内線予約・案内センター（℡０５７０－０２９－２２２） 

●（株）紋別観光振興公社（℡０１５８－２３－３１００） 

●空港カウンター（窓口で対応します） 

【問い合わせ先】○上企画財政課 ℡２－５８６２ 

 

 

 

 

８月、９月実施予定の能力開発セミナーの日程についてお知らせします。 
 

【科  目】パソコン基礎科（エクセル基礎・応用） 

※エクセルの基本的な操作方法、表計算ソフトの基本から応用までの 

知識や操作方法を習得し、業務の効率化を図れるよう支援します。 

【対 象 者】在職者の方（パート・アルバイト含む） 

【日  時】８月１９日（水）、２０日（木）、２４日（月）、２６日（水）、 

２７日（木）、３１日（月）、９月２日（水） 

※午後６時２０分～午後９時までの 1日３時限 

【場  所】遠紋地域人材開発センター（遠軽町岩見通北１０丁目） 

【受 講 料】無料 ※教材費は別途かかります。 

【定  員】１５人 ※先着順のため、定員になり次第締め切ります。 

【申込期間】６月１７日（水）～７月１７日（金） 

【申込方法】募集期間内に申込用紙でお申し込みください。（ファクシミリ可） 

※申込用紙は遠紋地域人材開発センターに備えてあります。 

【問い合わせ先】遠紋地域人材開発センター運営協会 

℡０１５８－４２－４０３７ FAX０１５８―４２－０９８１ 

広報５月号「オホーツク紋別空港発着便ダイヤ」の変更のお知らせ 

○上企画財政課 企画Ｇ ２－５８６２ 

 

能力開発セミナーを開催します 

○上商工観光課 商工観光Ｇ ２－５８６６ 
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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。） 

 

 

 

５月２６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 6 21 27 

湧別オホーツク園 

リラの杜 ※３ 
２０人 0 1 3 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 14 19 33 

湧愛園ちゅーりっぷ 

の里 ※３ 
２０人 0 8 14 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 16 18 

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 4 4 

夫婦用 

２室 
0 0 0 0 

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 2 0 2 

ケアハウス来夢 

※４ 

上湧別 

屯田市街地 
4-1100 

１人用 

２４室 
０ 10 9 19 

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。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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高齢者生活福祉センター内の居住施設「亜麻の里」の入居者の募集をしますの

で、入居を希望される方は、次のとおりお申し込みください。 
 

【場  所】湧別町東 湧別オホーツク園横 高齢者生活福祉センター内 
 

【募集居室】１人用居室・・・１室 

２人用居室・・・１室 

      ※居室には、台所、ＩＨ調理器、冷蔵庫、洗面化粧台、トイレ、 

ヒーター、押入等が備え付けられています。また、浴室（月～金 

曜日に利用可）、洗濯乾燥室は入居者の共同利用となります。 
 

【対 象 者】町内に住んでいて、おおむね６５歳以上で独立して生活をすること 

      に不安のある一人暮らし世帯または夫婦世帯。ただし、自炊できる 

程度の健康状態にある方に限ります。 

※２人用居室は、夫婦世帯での入居申込みを優先させていただきま 

すが、１人暮らし世帯の方が入居決定した場合は、２人用居室の 

利用料とし、１人用居室が空き次第、移動していただきます。 
 

【利 用 料】管理費：１人用居室月額１０,０００円（家賃、光熱水費を含みます。） 

２人用居室月額１５,０００円（家賃、光熱水費を含みます。） 

事務費：年間の収入額に応じて負担 

●収入額（年額）１,２００,０００円以下は０円 

●収入額（年額）１,２００,００１円以上は収入額に応じ 

て４,０００円から３０,０００円を負担 
 

【申込締切日】６月３０日（火） 

【そ の 他】施設では、生活援助員が相談や緊急時のお世話などをします。 

【申 込 先】○湧福祉課 ℡５－３７６１ 

      ※申し込みの際にご用意していただく書類がありますので、事前に 

       電話にてお問い合わせください。 
 

 

 

 

 
 湧別町では、１人あたり１０万円の給付を受けられる「特別定額給付金」の申請を受け付けて

います。 

対象となる世帯には申請書類が送られていますので、書類を記入し７月２７日（月）まで
に忘れずに返送してください。※申請受付後の翌週金曜日に指定口座へ入金されます。 

  

高齢者生活福祉センター「亜麻の里」の入居者を募集します 

○湧福祉課 福祉Ｇ ５－３７６１ 

手続きはお済みですか？ 特別定額給付金 

○上企画財政課 未来づくりG ２－５８６２ 

特別定額給付金の支給に関して、役場や国の職員、金融機関の職員などがＡＴＭの操作を

お願いしたり、手数料を求めたりすることは絶対にありません。詐欺にご注意ください！！ 
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不用となった油圧ショベルの売払い入札を実施します。入札に参加を希望され

る方は期限までに売払い申請書を提出してください。事前に車両の現物確認をす

る場合は、○上企画財政課（℡２－５８６２）へご連絡ください。 

なお、入札の実施日は後日決定し申請者に別途お知らせします。 
 

【売払い物件】油圧ショベル １台 

【物件の詳細】 

車名・型式 日立 ＥＸ６０－５ 

運転質量 ６ ,３００ｋｇ  

車体大きさ 長６,０８０ｍｍ×幅２,２８０ｍｍ×高２,５７０ｍｍ 

バケット容量 ０．２８ｍ３ 

接地圧 ３０．４ｋＰａ 

最大掘削力 ４７ｋＮ 

燃料種類 軽油 

保管場所 上湧別廃棄物処理場 
 

【物件の履歴】●平成１３年度に購入し上湧別廃棄物処理場で使用した車両。 

       ●故障により車両上体部分の旋回はできませんが、車両走行に支 

        障はありません。 

【売払い方法】入札により売払い先を決定します 

【売払い条件】●車両は現状渡しとします（付属の物品等はありません） 

●車両の引き渡しは代金納入後に上記保管場所で行います 

●車両の運搬費用は買受者の負担とします 

●買受者は引き渡し後速やかに車両の「湧別町」の表示を消去すること 

【入札参加資格】オホーツク管内に住所を有する個人もしくは法人。ただし、国税・ 

地方税・地方公共団体へ納付すべき使用料等を滞納していない方。 

【申込期 間】７月１０日（金）まで 

【申請方 法】売払い申請書（○上企画財政課に備えてあります。）を、○上企画財 

政課へ提出してください。 

 

  

不用となった油圧ショベルの売払い入札を実施します 

○上企画財政課 財政G ２－５８６２ 


