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網走開発建設部では、旭川・紋別自動車道（遠軽～上湧別間）の計画について、

地域の皆さまや道路を利用される方からのご意見を道路計画に反映するため、町内

の全世帯を対象にアンケート調査を実施しますので、ご協力をお願いします。 
 

【調査の概要】遠紋地域の将来を見据えた地域課題、国道２４２号（遠軽～上湧別 

間）に求められる道路機能についてのご意見 

【配布方法】各世帯に調査票が郵送されます。なお、調査票は湧別町役場（上湧 

別庁舎、湧別庁舎）、道の駅（かみゆうべつ温泉チューリップの湯、 

愛ランド湧別）にも配置されます。 

【回答方法】●返信用ハガキによる回答 

最寄りの郵便ポスト、または湧別町役場（上湧別庁舎、湧別庁舎） 

および道の駅（かみゆうべつ温泉チューリップの湯、愛ランド湧別） 

の回収ボックスへ投函してください。 

      ●インターネットによる回答（網走開発建設部ホームページ 

（https://www.hkd.mlit.go.jp/ab/douro_keikaku/ 

icrceh000000557q.html）からアクセスできます） 

【実施期間】２月１７日（月）～３月１３日（金）まで 
 

【問い合わせ先】国土交通省 北海道開発局 網走開発建設部 道路計画課 

℡０１５２－４４－６５１０または０１５２－４４－６４７９ 

      ホームページ https://www.hkd.mlit.go.jp/ab/ 
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会計年度任用職員とは、１会計年度内（４月１日～３月３１日）で任用される 

一般職の非常勤職員で、これまでの臨時職員から変更されてできた制度です。 

 会計年度任用職員（フルタイム・パートタイム）は、地方公務員法が適用され、

条件付採用、人事評価、懲戒処分およびその他の服務規程（信用失墜行為の禁止、

秘密を守る義務、職務に専念する義務、政治的行為の制限、争議行為等の禁止など）

が適用されます。また、応募資格は地方公務員法第１６条に規定する欠格条項に該

当しない方が対象です。 
 

【募集職種】保育士、児童厚生員、公園作業員、特別支援教育支援員、図書館業務 

員、施設管理人など２８職種（詳しくは折り込みチラシの令和２年度 

会計年度任用職員募集職種一覧をご覧ください。） 
 

【給料・報酬等】会計年度任用職員の給与条例に基づき支給されます。また、通勤手当、 

時間外手当および期末手当が支給されます（勤務形態により異なります）。 
 

【健康保険等】健康保険、厚生年金保険、雇用保険に加入します（勤務形態により異 

なります）。 
 

【休 暇 等】年次有給休暇、特別休暇等があります（勤務形態により異なります）。 
 

【応募方法】町指定の履歴書（○上総務課および○湧福祉課に備えてあります。）と 
必要な資格の免状の写し等を、２月２１日（金）までに○上総務課へ直 
接または郵送により提出してください。 

 

【選考方法】書類選考または面接試験により採用予定者を決定します。面接試験の 

場合は、応募者に日程等の詳細を後日通知します。 
 

【問い合わせ先】○上総務課 ℡２－２１１２ 
 

 

 

 

 

最近、遠軽警察署管内において、サービス利用料金を請求するハガキが届いた

り、「資産」や「当選」をかたるメールが届いたりしたとの相談が増えています。 

こうしたハガキやメールは詐欺です！また、もうけ話やうまい話はありません！ 

届いたメールに返信したり、添付されているホームページアドレスにアクセス

したりしないようにしてください。 
 

◆被害防止ポイント 
 

 ●身に覚えのないものは相手にしない！ 
 

 ●サイトへのアクセスは絶対にしない！ 
 

 ●家族や警察に相談する！ 

会計年度任用職員（令和２年度）を募集します 

○上 総務課 総務Ｇ ２－２１１２ 

 

架空請求のハガキともうけ話のメールにご注意！ 

○上住民税務課 住民生活Ｇ（安心の街づくり協議会） ２－５８６３ 
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通知カードとともに送付された申請書によりマイナンバーカードを申請する場

合、申請書に記載の「住所」や「氏」に変更がないかご確認のうえ申請してくだ

さい。変更がある場合、お手持ちの申請書では申請できませんので、役場窓口に

て新しい申請書をお受け取りください。 

新しい申請書をお渡しする際、本人確認をさせていただきますので、運転免許

証などの本人確認書類を持参のうえお越しください。運転免許証をお持ちでない

方は、保険証などを２点持参してください。 

 マイナンバーカード交付申請手続きについては次のとおりです。 
 

【申請書交付場所】○上住民税務課、○湧福祉課 

【申請方 法】①郵送による申請 

申請書に顔写真を貼付して郵送してください。 

       ②オンラインによる申請 

        スマートフォンなどの場合は申請書記載のＱＲコード、パソコ

ンの場合は申請書記載のＩＤを入力して、申請してください。 

       ③役場窓口へ提出 

申請書および写真を役場窓口に提出してください。 

【手 数 料】無料 

【交付手続き】後日、ハガキにてお知らせしますので下記のものを持参ください。 

●交付通知書（後日郵送されるもの） 

●本人確認書類 

●通知カード（返納となります） 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

マイナンバーカード申請に係る注意事項 

○上住民税務課 住民生活G ２－５８６３ 

防災メールに登録してください！ 

『サポートメール＠防災ゆうべつ』 
 

 

町では大雨・暴風雪や洪水警報をはじめとする気象情報、地震情報などが 

発表された場合に、あらかじめ登録された携帯電話・スマートフォンや自宅 

パソコンにメールで一斉配信するサービスを導入しています。 

登録手続は２４時間いつでも可能で、登録・配信は無料です。 

次のメールアドレスを入力するか、ＱＲコードを読み取り、空メールを 

送信してください。数分で登録用のメールが送信されてきますので、内容 

を確認の上、手順に従って登録してください。 
 

【メールアドレス】          【Ｑ Ｒ コ ー ド】 

touroku@i.town.yubetsu.lg.jp 
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確定申告・住民税申告の町内における日程および会場は、下記の申告日程カレ

ンダーのとおりです。曜日によって上湧別・湧別のどちらか一方の会場を開設す

る体制となっていますので、お間違えのないようにお願いいたします。 

 

【申告期間】２月１７日（月）～３月１６日（月）まで 

【受付時間】午前８時３０分～午後５時１５分（正午～午後１時までを除く） 

      ※正午～午後１時までは開設していませんので、ご注意ください。 

【会  場】●上湧別会場（上湧別コミュニティセンター 図書室）：月・水・金曜日 

      ●湧別会場 （湧別庁舎 １階会議室）          ：火・木曜日 

※開設日以外の日に会場を訪れても、申告することはできませんのでご注意ください。 

※確定申告は、紋別税務署またはインターネット（ｅ－Ｔａｘ）でも受け付けしています。 

 

《 申告日程 カレンダー 》 

日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土

1 1 2 3 4 5 6 7
- - 上湧別 湧別 上湧別 湧別 上湧別 -

2 3 4 5 6 7 8 8 9 10 11 12 13 14
- - - - - - - - 上湧別 湧別 上湧別 湧別 上湧別 -

9 10 11 12 13 14 15 15 16 17 18 19 20 21
- - - - - - - - 上湧別 - - - - -

16 17 18 19 20 21 22 22 23 24 25 26 27 28
- 上湧別 湧別 上湧別 湧別 上湧別 - - - - - - - -

23 24 25 26 27 28 29 29 30 31
- 振替休日 湧別 上湧別 湧別 上湧別 - - - -

２月 ３月

 

 

 

 
 

 

  

確定申告・住民税申告の日程・会場のお知らせ（再掲載） 

○上住民税務課 税務Ｇ ２－５８６３ 
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３月１６日（月）まで所得税の確定申告と住民税の申告を受け付けています。 

住民税の申告は、所得税の確定申告をする必要のない少額の収入があった方で

も対象ですので、町内の確定申告会場にて住民税の申告をお願いします。 
 

 

対象となる方 

●年末調整済みの給与以外の所得が少額でもある方 

●公的年金等の収入が４００万円以下で、公的年金等以外の所得が少額でも 

ある方 
 

※給与や年金以外の所得には、営業、農業、漁業、不動産（小作料、地代、家 

賃）、株式配当や譲渡、土地建物の譲渡などがあります。 

 

【申告に必要なもの】 

①印鑑 
 

②本人確認書類（マイナンバーと身元を確認できるもの） 
 

③収入および所得を証明できる書類 

●給与や年金の源泉徴収票  ●給与明細  ●通帳 

●収入や必要経費の分かる書類  など 
 

④控除に関わる書類 

●社会保険料（国民健康保険、国民年金、介護保険等）控除証明書 

●医療費の明細書、通知書、領収書  ●小規模企業共済掛金払込証明書 

●生命保険料控除証明書  ●地震保険料控除証明書 

●障害者手帳  ●障害者控除対象者認定書  ●寄附金の受領証  など 

 

次の方は確定申告・住民税の申告は不要です 

●公的年金の収入のみで医療費控除や生命保険控除等の控除を受けない方 

●非課税となる障害者年金、遺族年金等の所得のみの方 
 

 

 

 

 

 

 令和元年（平成３１年）中に収入がなかった被扶養者以外の方は、収入がなか

った旨を電話にて○上住民税務課までお知らせください（確定申告と住民税の申告

は不要です）。 

ご連絡がないと、所得の証明書を発行できないほか、国民健康保険税等の算定

ができないため軽減措置を受けられないなど不利益を受けることになります。 

少額でも収入があった方は住民税の申告をお忘れなく 

○上住民税務課 税務Ｇ ２－５８６３ 

 

収入がない方は電話連絡をお忘れなく 

○上住民税務課 税務Ｇ ２－５８６３ 
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湧別町自治会連合会では、毎年町民の皆さまを対象とした「コミュニティ研修

会」を開催しています。 

今年の研修テーマは、「特殊詐欺」と「地域福祉」です。安心して豊かな日常生

活を送ることのできる明るい地域社会を推進するため、皆さまのご参加をお待ち

しています。 
 

【日 時】３月７日（土）午後１時３０分～４時 

【場 所】文化センターさざ波 多目的ホール（栄町） 

【対 象】町民の方であればどなたでも参加できます。 

【内 容】講演①「特殊詐欺に遭わないために」 

         講師：遠軽警察署 刑事・生活安全課 生活安全係長 中川 昌俊さん 

講演②「自治会だからこそできる、支え合いの地域づくりを目指して」 

         講師：湧別町生活支援コーディネーター 海谷 政貴さん 

【参 加 料】無料  

【参加申込】会場準備の都合上、３月３日（火）までに○上総務課（℡２－２１１２）

へ電話でお申し込みください。 
 

 

 

 

 

 

広報ゆうべつ２月号でお知らせしている農業委員会委員の募集について、推薦・

応募状況を次のとおり公表しますのでお知らせします。 
 

【推薦・募集の受付期間】２月２０日（木）～３月１８日（水）まで 

【推薦・募集状況の公表】次の場所で公表します。 

●上湧別コミュニティセンター １階ロビー 

       ●役場湧別庁舎 １階ロビー 

       ●役場芭露出張所（ＪＡゆうべつ町芭露支所内） 

●町ホームページ（http://www.town.yubetsu.lg.jp/st/65noui/） 

【公表内 容】提出された推薦書・応募申込書の記載事項のうち、推薦を受けた 

方および募集に応じた方の氏名・職業・年齢等を、受付期間の中 

間と期間終了後に公表します。 

  

コミュニティ研修会の開催について 

○上総務課 広報・自治会Ｇ ２－２１１２ 

湧別町農業委員会委員の推薦・募集状況の公表について 

○上農業委員会事務局 ２－５８６５ 
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本町では、農業の安定的な発展を目指し平成２７年度に農業振興計画を策定し

ました。前回の策定から５年が経過することから、新たな中期的計画である「第

２次湧別町農業振興計画（素案）」を策定するため、次のとおり町民の皆さまから

のご意見を募集いたします。 
 

 

【募集案件】第２次湧別町農業振興計画（素案） 
 

【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】○上農政課、湧別庁舎１階ロビー、町ホームページ（http://www. 

town.yubetsu.lg.jp/st/45nosei/d2noushinkeikaku.html） 
 

【募集期間】３月１０日（火）まで 
 

【提出方法】指定様式に記入のうえ、持参、郵送、ファックス、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：○上農政課 

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

           湧別町役場 農政課 宛 

      ③ＦＡＸ：２－２５１１ 

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

【提出様式】「パブリックコメント手続意見書提出用紙」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素案に反映できるかどうかを考慮したうえ 

で、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。 

 

 

 

 

 

 

第２次湧別町農業振興計画（素案）についてパブリックコメント

（意見募集）を実施します 

○上農政課 農政Ｇ ２－５８６１ 
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本町では、令和２年度から令和６年度を計画期間とする「第２期湧別町子ども・ 

子育て支援事業計画」を策定することとし、計画（案）について、皆さまからの

ご意見を募集しています。 
 

【募集案件】第２期（令和２年度～令和６年度）湧別町子ども・子育て支援事業 

計画（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】○湧健康こども課、上湧別コミュニティセンター、町ホームページ 

（http://www.town.yubetsu.lg.jp/st/kosodade/kodomo_kosodate_ 

2_Public_comments.html） 
 

【募集期間】３月３日（火）まで 
 

【提出方法】指定様式に記入のうえ、持参、郵送、ファックス、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 宛 

      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書提出用紙」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、計画案に反映できるかどうかを考慮した 

       うえで、最終的な計画を決定します。 

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。 

  

第２期（令和２年度～令和６年度）湧別町子ども・子育て支援事業計画（案） 

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 

○湧健康こども課 子育て相談Ｇ・児童支援Ｇ ５－３７６５ 
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子育て支援センターでは「たんぽぽ広場」を開催します。おやつのゼリーをか

わいくトッピングして親子で一緒に食べてみませんか？ごっこ遊びを楽しめるほ

か、リサイクルコーナーもありますので、ぜひご参加ください。 
 

【日  時】２月２６日（水） 午前１０時～１１時３０分 

【場  所】湧別子育て支援センター（栄町） 

【対  象】町内に居住する就学前の乳幼児と保護者および妊婦の方 

【持 ち 物】お子さんの水分補給用飲料 

【申込締切日】２月１９日（水） 

【申 込 先】湧別子育て支援センター  ℡５－２４３２ FAX５－２２３７ 

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。右のＱＲコードをスマートフォン 

等で読み取り、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 
 

 

 

 
 

リサイクルコーナーにご協力をお願いします 
 

乳幼児・ママの衣類用品、未開封の食品、未使用の物品などでリサイクル可能 

なものがありましたら、子育て支援センターにお持ちください。 

リサイクルコーナーにて活用させていただきます。 

 
 
 

 
 
 

  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。 
 

【日  時】２月２９日（土） 午後１時～５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年生以下のお子さんは保護者同伴が条件です。） 

【品    目】ウインナーソーセージ 

【持参用具】エプロン、バンダナ、持ち帰り用容器（保存袋）、長靴(２３cm以下の方) 

【費    用】１人６００円 

【定    員】１０人程度 

【申込締切日】２月２６日（水） 

【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、９月から４月までは午前９時～午後５時 
 

までとなっており、休館日は毎週 月・火曜日と祝日となっています。 

子育て支援センター「たんぽぽ広場」を開催します 

○湧健康こども課 子育て相談Ｇ ５－３７６５ 

 

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 
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 昨年９月に喜寿（満７６歳）・米寿（満８７歳）・白寿（満９８歳）の方にお祝

いとしてお渡しした商品券の有効期限は３月９日（月）までです。有効期限を過

ぎますと使用できなくなりますので、お早めにご使用ください。 
 

※一部店舗で取り扱いできない場合があります。 

 

 

 

 

 

 

消費税・地方消費税率の引き上げに伴い、低所得者・子育て世帯の消費に与え

る影響を緩和するとともに、地域における消費を喚起・下支えするため、低所得

者・子育て世帯主向けのプレミアム付商品券を次のとおり販売しています。購入

引換券をお持ちの方は、ぜひご購入ください。 
 

【購入時に必要なもの】●湧別町プレミアム付商品券購入引換券 

※購入引換券の交付申請は、○湧福祉課へご相談ください。 

（対象となる可能性のある方には７月に交付申請書を送付し 

ています） 

        ●本人確認書類（運転免許証、マイナンバーカード、健康保険 

証、障害者手帳など） 

※代理人が購入する場合、代理人の本人確認書類が必要です 

●現金（購入される価格分） 

【販 売 期 間】２月２８日（金）まで 

【販  売  所】町内７つの郵便局（湧別、芭露、上芭露、計呂地、中湧別、上 

        湧別、開盛） 

【商品券の使用期限】３月３１日（火） 

【使用可能店舗】町内で営業しているお店で使用できます。 

※一部使用できないお店があります。ご使用の前に、お店へご 

確認ください。 

※たばこや金券・プリペイドカードなど換金性の高いもの、電 

 子マネーへのチャージなどの支払いには使用できません。 

 

  

敬老祝商品券の有効期限は３月９日までです（再掲載） 

○湧福祉課 福祉G ５－３７６１ 

湧別町プレミアム付商品券を販売しています（再掲載） 

○湧福祉課 福祉Ｇ ５－３７６１ 
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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。） 

 
 

 

１月２７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 12 23 35 

湧別オホーツク園 

リラの杜 ※３ 
２０人 0 2 4 6 

湖水の杜 ※３ 芭露 4-5525 ２０人 0 2 1 3 

湧愛園 
上湧別 

屯田市街地 
2-3151 

４０人 0 11 32 43 

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 4 １３ 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 
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 1 0 1 

ケアハウス来夢 

※４ 

上湧別 

屯田市街地 
4-1100 

１人用 

２４室 
０ 9 10 19 

夫婦用 

３室 
0 1 3 4 

 

 

 

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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国立北海道障害者職業能力開発校では、求職中の障がい者の入校生を追加募集して

います。なお、受付期間中であっても募集人数に達した訓練科は募集を締め切ります

ので、応募に際しては国立北海道障害者職業能力開発校までお問い合わせください。  

 

【受付期間・試験日時】 

受付期間 選考試験 

～２月２１日（金）まで ３月 ２日（月）午前８時５０分～ 

２月２５日（火）～３月１１日（水）まで ３月１８日（水）午前８時５０分～ 

３月１２日（木）～４月 ６日（月）まで ４月１３日（月）午前８時５０分～ 
 

【選考会場】国立北海道障害者職業能力開発校 
 

【選考方法】学力試験（国語、数学）、面接試験  
 

【募集訓練科】 

科 目 定員 訓練期間 対象者 

総合ビジネス科 

若干名 

１年 

身体障害者 

精神障害者 

（発達障害者を含む） 

建築デザイン科 

（4月開講コース） 
６カ月 

プログラム設計科 ２年 

CAD機械科 １年 

総合実務科 １年 知的障害者 
 

【問い合わせ先】国立北海道障害者職業能力開発校（砂川市焼山６０番地） 

℡０１２５－５２－２７７４ FAX０１２５－５２－９１７７ 

 
 

《国立北海道障害者職業能力開発校とは》 
障がいのある方々に、一人ひとりの適性に合わせた職種についての知識や技能・技術を

習得できるよう職業訓練を行い、職業を通じて自立を図るとともに産業の発展に寄与す

る技能・技術者を養成することを目的とした公共職業訓練施設です。 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

国立北海道障害者職業能力開発校 令和２年度入校生の追加募集について 

○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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不用となったバス車両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】バス車両 １台 

【物件の詳細】車名・型式：日産 Ｕ－ＵＡ４４０ＬＳＮ 

原動機型式：ＰＦ６ 

       初度登録年月：平成５年２月 

       走 行 距 離：５８３,００８km 

         車体大きさ：長１,０７２×幅２４９×高３１５cm 

種別、用途：普通、乗合 

乗 車 定 員：６１人 

車両重量・総重量：車両１０,１５０㎏、総重量１３,５０５㎏ 

総 排 気 量：１２,５００CC 

燃 料 種 類：軽油  

              保 管 場 所：車両センター（曙町） 

【物件の履歴】平成４年度に購入し町営バス運行に使用した車両 

【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 

●車検証は一時抹消登録（登録識別情報等通知書）の状態で引渡します  

●買受者は引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】町内に住所を有する個人もしくは法人。ただし、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。 

【申込期 間】３月１０日（火）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。 

 

 

 

 

 

 

 

 

不用となったバス車両の売払い入札を実施します 

○上企画財政課 財政G ２－５８６２ 
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２月２３日（日）開催予定の第３５回記念湧別原野オホーツククロスカントリ

ースキー大会は、コースに必要な雪が準備期限までに確保できず、中止となりま

した。 

 申し込みをされた方には大会事務局よりご案内しておりますが、まだ案内文が

届いていない方がいらっしゃいましたら、下記までご連絡ください。 
 

【問い合わせ先】大会事務局（○上商工観光課） ℡２－５８６６ 

 

 
 

 
 
 

暴風雪が発生しやすい季節となりました。天候状況によってはゴミ収集を中止

させていただく場合がありますので、ご理解とご協力をよろしくお願いいたしま

す。 

 また、上湧別廃棄物処理場の受け入れ時間についてもやむを得ず変更する場合

がありますのでご了承願います。 

 

 

 

 

 
 

本町では、「ストップ・ザ・交通事故～めざせ安全で安心な北海道」を年間スロ

ーガンに掲げ、町内において交通事故が発生しないように警察や関係機関の方々

にもご協力をいただき、町民一丸となって交通安全運動の推進に取り組んでいま

す。 

しかし、残念ながら１月２９日に、町道計呂地１１号線橋付近において、自動

車が路外に逸脱する単独事故により１人が亡くなるという、大変痛ましい事故が

発生しました。これにより、本町における交通事故死ゼロ日数は、７５７日で途

切れてしまいましたので、新たな目標日数を「３００日」と定めました。 

これからますます降雪や凍結により路面状況が著しく変化し、スリップなどに

よる事故が発生しやすくなります。交通事故犠牲者を出さないためにも、町民一

人ひとりが交通安全意識を強く持ち、交通事故死ゼロに向けて、今一度、町民の

皆さまのご協力をお願いいたします。 

交通死亡事故が発生しました 

○上住民税務課 住民生活G ２－５８６３ 

第３５回記念湧別原野オホーツククロスカントリースキー大会 

中止のお知らせ 

○上商工観光課 商工観光Ｇ ２－５８６６ 

 

悪天候時のゴミ収集について 

○上住民税務課 住民生活Ｇ ２－５８６３ 

 



令和２年度に募集する会計年度任用職員の一覧です。詳しくは２月１０日発行のかわらばん２ページをご覧ください。

◆事務員

◆栄養士、管理栄養士

令和２年度　湧別町会計年度任用職員募集一覧

募集
番号

職種・職務内容・勤務時間等

1

職種 一般事務員（パートタイム）
勤務場所 役場庁舎、教育委員会

任用期間 ４月１日～翌年３月３１日

勤務時間 午前８時３０分～午後５時１５分のうち、７時間

勤務日数 週５日（週３５時間）

給料額等 月額１３１，９００円

募集人数 2人

主な職務内容 ●パソコンによる書類作成等の一般事務　　●窓口対応

必要な資格等 基本的なパソコン操作（Microsoft Word、Excel）

2

職種 リサイクルセンター事務員（パートタイム）
勤務場所 遠軽地区広域組合リサイクルセンター

任用期間 ４月１日～翌年３月３１日 募集人数 1人

主な職務内容

給料額等 日額６，２８０円

●派遣作業員の勤務状況確認　　●資源ゴミの受け入れ、管理出荷業務
●施設、機械、備品等の管理　　●その他一般事務

必要な資格等 基本的なパソコン操作（Microsoft Word、Excel）

勤務時間 午前８時３０分～午後４時３０分のうち、７時間

勤務日数 週４日（週２８時間）

時間給１，３７０円

午前８時３０分～午後５時１５分のうち、４時間

職種 管理栄養士（パートタイム）
勤務場所 健康こども課、保健福祉センター

任用期間 ４月１日～翌年３月３１日

保健福祉センター

任用期間 ４月１日～翌年３月３１日 募集人数 2人

主な職務内容

給料額等 時間給１，３７０円

その他 4との重複申込が可能です。

1人

主な職務内容 特定保健指導業務

必要な資格等 管理栄養士

勤務時間

勤務場所 町内保育所

任用期間

募集
番号

職種・職務内容・勤務時間等

3

職種 栄養士（パートタイム）
４月１日～翌年３月３１日 募集人数 1人

主な職務内容 ●保育所栄養士業務　　●保育所給食（間食等）の献立作成

必要な資格等 管理栄養士または栄養士

勤務時間 午前８時３０分～午後５時１５分のうち、５時間

勤務日数 週２日（週１０時間）

給料額等

勤務日数 年１６日

給料額等 時間給１，３７０円

5

乳幼児健診等における栄養士業務

必要な資格等 管理栄養士または栄養士

勤務時間 午後１時～午後４時

勤務日数 年１５日

4

職種 栄養士（パートタイム）
勤務場所

募集人数
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◆保育士、児童厚生員

保育士

勤務時間 午前７時３０分～午後６時１５分のうち、７時間４５分

6

職種 保育士（フルタイム）
勤務場所 町内保育所・児童センター

任用期間 ４月１日～翌年３月３１日 募集人数

勤務日数 週５日（週３８時間４５分）　※勤務シフト制

給料額等 月額１５４，９００円～１８８，７００円

12人

主な職務内容 保育業務

必要な資格等

募集
番号

職種・職務内容・勤務時間等

7

職種 保育士（パートタイム）
勤務場所 町内保育所・児童センター

任用期間

勤務時間 午前７時３０分～午後６時１５分のうち、７時間

勤務日数 週５日（週３５時間）　※勤務シフト制

給料額等 月額１３９，９００円

４月１日～翌年３月３１日 募集人数 7人

主な職務内容 保育業務

必要な資格等 保育士

保育業務

必要な資格等 保育士

勤務時間 午前７時３０分～午後６時１５分のうち、７時間４５分以内

勤務日数 週２～５日（週２０～３０時間）　※勤務シフト制

8

職種 保育士（パートタイム）
勤務場所 町内保育所・児童センター

任用期間 ４月１日～翌年３月３１日 募集人数 4人

主な職務内容

8人

主な職務内容 ●保育所給食調理　　●保育所・児童センター清掃業務

必要な資格等 なし

勤務時間 午前７時３０分～午後６時のうち、４～６時間

給料額等 日額７，３７０円　時間給９５０円

職種 保育補助員（パートタイム）
勤務場所 町内保育所・児童センター

任用期間 ４月１日～翌年３月３１日 募集人数

勤務日数 週５～６日（週２０～２５時間）　※勤務シフト制

給料額等 時間給８９０円

10

職種 代替保育補助員（パートタイム）
勤務場所 町内保育所・児童センター

４月１日～翌年３月３１日

9

なし

勤務時間 午前７時３０分～午後６時のうち、４～６時間

勤務日数 週１～２日（週８～１２時間）　※勤務シフト制

給料額等 時間給８９０円

任用期間

必要な資格等

募集人数 3人

主な職務内容 ●保育所給食調理　　●保育所・児童センター清掃業務

11

職種 児童厚生員（フルタイム）
勤務場所 町内児童センター

４月１日～翌年３月３１日

給料額等 月額１５４，９００円～１８５，５００円

必要な資格等 教員免許

勤務時間 午前７時３０分～午後６時１５分のうち、７時間４５分

勤務日数 週５日（週３８時間４５分）　※勤務シフト制

任用期間 募集人数 1人

主な職務内容 ●児童センター業務　　●ことばの教室業務

12

職種 児童厚生員（パートタイム）
勤務場所 町内児童センター等

任用期間

勤務時間 午前８時３０分～午後６時１５分のうち、７時間４５分以内

勤務日数 週２～５日（週１０～３０時間）　※勤務シフト制

給料額等 日額７，３７０円　時間給９５０円

４月１日～翌年３月３１日 募集人数 10人

主な職務内容 児童センター業務

必要な資格等 教員免許

給料額等 日額６，９５０円　時間給８９０円

児童センター業務

必要な資格等 なし

勤務時間 午前８時３０分～午後６時１５分のうち、７時間４５分以内

勤務日数 週２～５日（週１０～２０時間）　※勤務シフト制

13

職種 児童厚生補助員（パートタイム）
勤務場所 町内児童センター等

任用期間 ４月１日～翌年３月３１日 募集人数 4人

主な職務内容
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◆看護師、歯科衛生士、要介護認定調査員

◆作業員

給料額等 日額８，６７０円～９，６４０円

●普通自動車運転免許（AT限定不可）　　●刈払機、小型耕耘機等の作業ができること
●大型特殊免許を所持しトラクターの運転ができる方はなお良い

勤務時間 午前８時３０分～午後３時５５分

主な職務内容 ●チューリップ公園での植物の育成、管理　　●町内公園の維持管理作業

勤務時間 午前８時～午後３時２５分

勤務日数 週６日（週３８時間３０分）

給料額等 日額１０，７６０円～１２，６００円

勤務日数 週６日（週３８時間３０分）

募集
番号

職種・職務内容・勤務時間等

介護予防事業補助

必要な資格等 看護師または准看護師免許

勤務時間 午前８時３０分～午後５時１５分のうち、６時間以内

勤務日数 年４０日程度

14

職種 看護師（パートタイム）
勤務場所 役場庁舎、町内

任用期間 ４月１日～翌年３月３１日 募集人数 2人

主な職務内容

４月１日～翌年３月３１日 募集人数 3人

主な職務内容 乳幼児健診等における看護師業務

必要な資格等 看護師または准看護師免許

給料額等 時間給１，３７０円

その他 15、16との重複申込が可能です。

職種 看護師（パートタイム）
勤務場所 保健福祉センター

任用期間

16

職種 看護師（パートタイム）
勤務場所 健康こども課、保健福祉センター

任用期間 ４月１日～翌年３月３１日 募集人数

勤務時間 午後１時～午後４時

勤務日数 年２１日

給料額等 時間給１，３７０円

15

給料額等 時間給１，３７０円

その他 14、15との重複申込が可能です。

勤務日数 年９日

1人

主な職務内容 健診業務補助

必要な資格等 看護師または准看護師免許

勤務時間 午前８時３０分～午後５時１５分のうち、４時間

その他 14、16との重複申込が可能です。

午前８時３０分～午後５時１５分のうち、４時間以内

勤務日数 年４日程度

給料額等 時間給１，３７０円

その他 18との重複申込が可能です。

17

職種 歯科衛生士（パートタイム）
勤務場所 役場庁舎、町内

任用期間 ４月１日～翌年３月３１日 募集人数 1人

勤務時間

必要な資格等 歯科衛生士

主な職務内容 介護予防事業補助

乳幼児健診等における歯科衛生士業務

必要な資格等 歯科衛生士

勤務時間 午後１時～午後４時

勤務日数 年２４日

18

職種 歯科衛生士（パートタイム）
勤務場所 保健福祉センター

任用期間 ４月１日～翌年３月３１日 募集人数 2人

主な職務内容

時間給１，３７０円

その他 17との重複申込が可能です。

給料額等

4人

19

職種 要介護認定調査員（パートタイム）
勤務場所 役場庁舎

任用期間 ４月１日～翌年３月３１日 募集人数 1人

給料額等 月額２０１，８００円

必要な資格等
●看護師または准看護師免許　　●普通自動車運転免許（AT限定可）
●基本的なパソコン操作（Microsoft Word、Excel）

勤務時間 午前８時３０分～午後５時１５分のうち、７時間

勤務日数 週５日（週３５時間）

主な職務内容 要介護認定調査全般に関わる事務等

21

職種 公園作業員（パートタイム）
勤務場所 チューリップ公園ほか

任用期間 ４月１日～１２月４日 募集人数 10人

必要な資格等

募集
番号

職種・職務内容・勤務時間等

20

職種 町有林作業員（パートタイム）
勤務場所 町有林内ほか

任用期間 ４月２０日～１２月２５日 募集人数

主な職務内容 町有林の維持管理業務全般

必要な資格等 ●普通自動車運転免許（AT限定不可）　　●チェンソー、刈払機の作業ができること
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◆小学校

◆図書館、ふるさと館ＪＲＹ・郷土館

６月２０日～８月３１日 募集人数

４月３日～７月２７日

1人

主な職務内容 図書館業務全般（窓口貸出対応等）

必要な資格等 なし

勤務時間 週のうち４日は午前９時３０分～午後６時１５分、週のうち１日は午前９時３０分～午後１時３０分

24

職種 図書館業務員（パートタイム）
勤務場所 町内図書館

任用期間 ４月１日～翌年３月３１日 募集人数

勤務日数 週５日（週３５時間）　※勤務シフト制

給料額等 月額１３１，９００円～１３９，９００円

25

職種 図書館業務員（パートタイム）
勤務場所 町内図書館

任用期間

勤務時間 午前９時３０分～午後６時１５分のうち、７時間

勤務日数 月１３日（月９１時間）　※勤務シフト制

給料額等 時間給８９０円

４月１日～翌年３月３１日 募集人数 2人

主な職務内容 図書館業務全般（窓口貸出対応等）

必要な資格等 なし

図書館司書業務全般

必要な資格等 公共図書館司書

勤務時間 午前９時３０分～午後６時１５分のうち、５～７時間

勤務日数 月８日（月４０～５６時間）　※勤務シフト制

26

職種 図書館司書（パートタイム）
勤務場所 町内図書館

任用期間 ４月１日～翌年３月３１日 募集人数 2人

主な職務内容

給料額等 時間給９５０円

27

職種 施設管理人（パートタイム）
勤務場所 ふるさと館ＪＲＹ

任用期間 ４月１日～翌年３月３１日 募集人数

28

職種 施設受付（パートタイム）
勤務場所 ふるさと館ＪＲＹ、郷土館

任用期間

1人

主な職務内容 ふるさと館ＪＲＹ施設管理全般

必要な資格等 なし

勤務時間 午前８時３０分～午後４時３０分

４月１日～翌年３月３１日 募集人数 3人

主な職務内容 博物館受付業務等

必要な資格等 なし

勤務日数 週５日（週３５時間）　※勤務シフト制

給料額等 月額１３６，０００円～１５５，０００円

その他 １１～３月は勤務日数を変更する場合があります。

勤務時間 午前８時３０分～午後４時３０分

勤務日数 週２日（週１４時間）　※勤務シフト制

給料額等 時間給８９０円

22

職種 特別支援教育支援員（パートタイム）
勤務場所 町内小学校

必要な資格等 教員免許

勤務時間 午前８時～午後４時

勤務日数 週５日（週３５時間）

任用期間

年度内に再度任用する場合があります（８月１６日～１２月２５日、翌年１月１６日～３月２３日）。その他

募集
番号

職種・職務内容・勤務時間等

募集
番号

職種・職務内容・勤務時間等

2人

主な職務内容 ●学校プール使用における準備・点検　　●遊泳状況の監視

勤務時間 平日：午後１時～５時１５分　　土日・夏休み：午前９時４５分～午後５時１５分

勤務日数 週５日（週２０～３５時間）　※勤務シフト制

給料額等 時間給１，０５０円

必要な資格等 なし23

職種 プール監視員（パートタイム）
勤務場所 上湧別小学校プール

任用期間

募集人数 7人

給料額等 日額８，５９０円

主な職務内容 ●教育上特別な支援が必要な児童の日常の介助　　●学習活動のサポート
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