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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（土）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） 

 

 
 

旭川・紋別自動車道 遠軽瀬戸瀬ＩＣ～遠軽ＩＣ間（６.８km） 
 

１２月２１日（土）午後３時に開通します！ 

営業日 営業時間 備考 

１２月３１日（火） 

１月 １日（祝） 

   ２日（木） 

   ３日（金） 

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 

令和元年１２月１０日発行 
湧別町役場上湧別庁舎 ２－２１１１ ・ 湧別庁舎 ５－２２１１ 

Ｎo.２45 
４ 
 

おせち料理プレゼント           ９ 
湧別総合体育館トレーニングルーム     10 
加工実習講習会 
元気モリモリ丼料理教室          11 
出張バランス丼料理教室 
保育所の新入所児童募集          12 
狩猟免許取得等補助 
高齢者福祉入所施設 空き状況        14 
町議会定例会               15 
２０２０農林業センサス 
町営バスの運休              16 

〈目次〉 
 

チューリップの湯 年末年始営業       １ 
湧別原野オホーツククロスカントリースキー大会  ２ 
かみゆうべつチューリップフェア出店者募集 ４ 
水道凍結にご注意ください         ５ 
冬の総合健診               ６ 
町内医療機関 年末年始休診日        ７ 
１月の当番病院 
歳末特別警戒               ８ 
プレミアム付商品券を販売しています 
読書感想画コンクール入賞作品展示会    ９ 
図書館冬休み特別開館 

「かみゆうべつ温泉チューリップの湯」年末年始営業のお知らせ 

○上商工観光課 商工観光Ｇ ２－５８６６ 

 

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 

通行 

無料 
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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が次のとおり開

催されます。 

個人種目は国内最長を誇る湧別原野コース（８０ｋｍ）から５ｋｍコースまでの

６種類、団体種目は５人でリレーするスキー駅伝９５ｋｍとなっています。なお、

今大会は第３５回記念として、小・中学生の参加料は無料です（スキー駅伝除く）。 

冬の湧別原野の偉大な自然に挑んでみませんか。ご応募お待ちしています。 
 

種 目 参加料 参加資格 

湧別原野コース（８０ｋｍ） 

（北大雪クロスカントリーコース 

～ 文化センターＴＯＭ） 

８，０００円 
＊高校生以上の男女で健康な身体を有

し、健康診断を受診された方 

 

＊１０ｋｍ７５分を目安として、制限

時間以内にすべての関門を通過し、

ゴールする意欲のある方 

北大雪コース（５６ｋｍ） 

（北大雪クロスカントリーコース 

～ 遠軽町営東球場） 

６，０００円 

遠軽コース（２２ｋｍ） 

（丸瀬布中学校 

～ 遠軽町営東球場） 一般    ２，５００円 

高校生   １，０００円 

小・中学生 無    料 

＊小学生以上の男女で健康な身体を有

し、健康診断を受診された方 

 

＊小・中学生の参加には、保護者の承

諾が必要です。 

湧別コース（２４ｋｍ） 

（遠軽町営東球場 

～ 文化センターＴＯＭ） 

１０ｋｍコース 

（上湧別リバーサイドゴルフ場 

～ 文化センターＴＯＭ） 

一般    ２，０００円 

高校生   １，０００円 

小・中学生 無    料 

５ｋｍコース 

（遠軽町野上橋 

～ 遠軽町営東球場） 

一般    １，５００円 

高校生   １，０００円 

中学生以下 無    料 

＊年齢等の制限はありませんが、健康

な身体を有し、健康診断を受診され

た方 

 

＊中学生以下の参加には、保護者の承

諾が必要です。 

スキー駅伝（９５ｋｍ） 

（北大雪クロスカントリーコース 

～ 文化センターＴＯＭ） 

１チーム １５，０００円 

＊中学生以上で 5 人１チームとします。 

 
＊健康な身体を有し、健康診断を受診

された方 

 

＊１０ｋｍ６０分を目安として、制限

時間以内にゴールする意欲のあるチ

ーム 

 

 

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の 

参加者を募集します 

○上商工観光課 商工観光Ｇ ２－５８６６ 
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【日  程】 ２月２２日（土）：前日受付 

        ２３日（祝）：当日受付・開会式・競技会 
 

【開 催 地】 遠軽町（北大雪クロスカントリーコース）→ 湧別町（文化センターＴＯＭ） 
 

【申込締切日】１月１７日（金） ※土日・祝日は受付していません。 
 

【申込方法】  
 

①ＲＵＮＴＥＳ（インターネット・携帯サイトエントリー） 

   パソコンまたは携帯から下記のＵＲＬにアクセスし、大会エントリーページ

の指示に従ってお申し込みください。支払方法は、申込みの際にクレジットカ

ード、コンビニ、ＡＴＭなどからお選びいただけます。 

  ※エントリー手数料がかかります。 
 

≪アクセス先≫ http://runnet.jp/ 
 

②郵便振替払込 

   専用の郵便振替用紙（コピー不可）に必要事項を記入し、参加料を添えてゆ

うちょ銀行または郵便局窓口でお申し込みください。なお、確認用にコピーを

大会まで保存してください。 

※払込手数料がかかります。 
  

③大会事務局への直接申し込み 

○上商工観光課、○湧福祉課、中湧別出張所にて参加料を添えてお申し込みくだ 

さい。 

  ※大会パンフレット、郵便振替用紙を備えてあります。 

  ※遠軽町役場の本庁舎・各総合支所でも直接お申し込みできます。 

  ※中学生以下の無料出場者は、大会事務局へ直接お申し込みください。 
 

【問い合わせ先】大会実行委員会事務局（○上商工観光課 ℡２－５８６６） 

遠軽運営委員会（遠軽町役場内 ℡０１５８－４２－４８１９） 
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湧別町観光協会では、「２０２０かみゆうべつチューリップフェア」期間中の 

チューリップ公園内施設および販売店舗等の出店希望者を次のとおり募集します。 
 

◆チューリップ公園内施設の出店者募集 
 

【出店場所】（１）球根乾燥貯蔵施設（チューピットショップ）内 

（面積などについては後日協議します。） 

（２）風車管理棟（約１６㎡） 
 

【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）球根乾燥貯蔵施設（チューピットショップ）内 

※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。 

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 

③趣味のサークルなど、営利を目的としない町内の団体 

※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。 
                 

（２）風車管理棟 

※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。 

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 
 

【出店期間】チューリップフェア期間中（５月１日～６月上旬予定） 
 

◆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・換気扇などが設備されています。 
 

【応募資格】前年度の町税を完納し、次の全てに該当する方 

※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に限ります。 

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 

２０２０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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②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 

●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。 

●チューリップフェア（５月１日～６月上旬）終了後、必ず期間中の 

販売実績を湧別町観光協会事務局に報告すること。 
 
 

◆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 

でお申込みください。 
 

【申込締切日】 １２月２７日（金） 

 
 

 

 
 
 

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では、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あたためます。 

※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することがあり 

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。 

水道凍結にご注意ください！ 

○上水道課 上下水道Ｇ ２－５８６７ 

水道料金は忘れずに 

納めましょう！ 
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冬の総合健診の受診を希望される方は、下記によりお申し込みください。 
 

【日程・会場・受付時間】 
 

日 程 会 場 受付時間 実施機関 

１月２２日（水） 
登栄床地区防災センター 

①午前６時 

②午前７時 

③午前８時 

④午前９時 

北海道対がん協会 １月２３日（木） 

１月２４日（金） 保健福祉センター 

２月 ４日（火） 湧別町農業協同組合 芭露支所 

①午前７時 

②午前８時 

③午前９時 

遠軽厚生病院 
２月 ５日（水） 湧別町農業協同組合 本所 

２月 ６日（木） 上湧別コミュニティセンター 

２月 ７日（金） 文化センターTOM 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

【対象者と料金】 

 

 ＊社会保険扶養者の方でも、保険証と受診券（事業所発行）があれば、町の 

「特定健診」を受診することができます。（事前の予約が必要です。） 

＊社会保険本人は、２月４日（火）～７日（金）の日程で全額自己負担にて 

「特定健診」を受診することができます。（事前の予約が必要です。また、料金 

は後日口座振込または遠軽厚生病院へ直接お支払いとなります。） 

 

特定健診 

（基本健診） 腹部超音波  

検査 

胃がん 

検診 

肺がん検診 大腸 

がん 

検診 

前立腺 

がん検診 
(50 歳以上) 

肝炎検診 
(40 歳以上) 

ｴｷﾉｺｯｸｽ 

症検査 
 

ピロリ 

菌検査 
 喀痰 

19～29歳 1,500円         

無料 

30～39歳 1,500円 800円 

1,000円 1,000円 200円 300円 300円 

  

40～74歳 
1,500円 

国保加入者のみ* 
800 円 400円 400円 

後期高齢者医療 

被保険者の方 
800円 400円 500円 500円 100円 200円 200円 200円 200円 

冬の総合健診のご案内（再掲載） 

○湧健康こども課 健康相談Ｇ ５－３７６５ 

 

町が健診料金の一部を負担して

いるから、病院で受けるよりも

とってもお得な料金で健診を受

けることができるんだよ！ 

（例）特定健診の場合 
町の料金…1,500円 

病院の料金…約8,000円 

学生さん、働きはじめで健診の機
会がない方など、19～29歳の
町民でも特定健診を受けること
ができるんだよ！ 
将来の自分のため、家族のため、
年に一度は健診を受けよう！！ 
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※「腹部超音波検査」は１月２２日（水）～２４日（金）のみ実施です。 

※「ピロリ菌検査」は、特定健診受診者が対象です。すでに除菌治療を行ってい

る方は対象外です。 

※「肝炎検診」は、一度受診された方は対象外です。 

 ※「エキノコックス症検査」は、５年以上検査を受けていない方が対象です。 

 ※生活保護世帯の方は無料です。 
 

【申込締切日】１２月２６日（木） 

【申 込 方 法】○湧健康こども課（℡５－３７６５）まで直接またはお電話にて

お申し込みください。 

【そ の 他】チューリップポイント対象事業です。 

チューリップカードをお持ちの方はご持参ください。 

 
 

 
 

 

医療機関 休診日 

ゆうゆう厚生クリニック（℡２－２１８５） 12 月２８日（土）   ～ 1月５日（日） 

曽我病院       （℡２－２００１） 12 月３０日（月）午後 ～ 1月３日（金） 

上湧別歯科診療所   （℡２－２００２） 12 月２８日（土）午後 ～ 1月５日（日） 

湧別歯科診療所    （℡５－２２４８） 12 月２８日（土）午後 ～ 1月3日（金） 

佐々木歯科医院    （℡２－２０２４） 12 月２８日（土）午後 ～ 1月５日（日） 
 

※ご不明な点は、各医療機関にお問い合わせ願います。 
 

 

 

 
 

月  日 内科当番 外科当番 

１月 １日（祝） 

  ～３日（金） 

遠軽厚生病院 

（℡0158-42-4101） 

１月 ５日（日） 
みずしま内科クリニック 

（℡0158-42-3214） 

遠軽厚生病院 

（℡0158-42-4101） 

１月１２日（日） 
瀧本皮膚科クリニック 

（℡0158-42-8048） 

遠軽厚生病院 

（℡0158-42-4101） 

１月１３日（祝） 
遠軽厚生病院 

（℡0158-42-4101） 

遠軽共立病院 

（℡0158-42-5215） 

１月１９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２６日（日） 
瀧本皮膚科クリニック 

（℡0158-42-8048） 

遠軽厚生病院 

（℡0158-42-4101） 

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 
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１２月１０日（火）～３１日（火）までの間、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、消防署および消防団は恒例の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～３１日（各出張所） 

【夜間警鐘啓発】１２月２１日～２５日、３１日（各出張所） 

        １２月２６日～３０日（各消防団） 

【飲食店立入検査】１２月中旬（各出張所） 

【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 
 

 

 

 

 

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（購入引換券の交付は終 

了しています） 

        ●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】町内の全店舗で使用できます。 

※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。 

歳末特別警戒の実施について 

遠軽地区広域組合 消防署 上湧別出張所・湧別出張所 

湧別町プレミアム付商品券を販売しています 

○湧福祉課 福祉Ｇ ５－３７６１ 
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第１０回読書感想文・感想画コンクールに、町内小中高校生から５２１点の応募

がありました。このうち読書感想画（小学校１～３年生）の部において入賞した 

２４点（各最優秀賞１点、優秀賞２点、佳作５点）の感想画を次の日程で展示しま

す。ぜひ、ご家族そろってご来館ください。 
 

【展示期間・会場】１２月１４日（土）～２７日（金）：中湧別図書館 

１月 ７日（火）～１９日（日）：湧別図書館 

 

 

 

 

 

今年の冬休みも通常は休館日に当たる月曜日を「特別開館」しますので、ご家族

そろってご利用ください。 

なお、「冬休み特別開館」は次のとおり中湧別図書館と湧別図書館で実施日が異

なります。ご利用の際はお間違えのないようご確認ください。 
 

【特別開館の日程】 

月  日 中湧別図書館 湧別図書館 

１月 ６日（月） 休館 開館（午前１０時～午後５時） 

１３日（祝） 開館（午前１０時～午後５時） 休館 

※火～日曜日の開館時間は、通常どおり午前１０時～午後６時です。 

 

 
 
 

 

 

 湧別町社会福祉協議会では、町民の皆さまから寄せられた歳末たすけあい募金で、

今年もひとり暮らしの高齢者世帯の方へおせち料理をプレゼントします。 
 

【対象世帯】町内に子どものいない７７歳以上のひとり暮らし世帯で、大晦日を 

一人で過ごし、サービスを希望される方 

【実 施 日】１２月３１日（火）午前９時～１１時頃までにご自宅までお届けします。  

【申込方法】原則本人からの申請 

【申込締切日】１２月１３日（金） 

※申込締切日を過ぎますとご希望に沿えませんので、期日の厳守を 

お願いいたします。 

【申 込 先】（福）湧別町社会福祉協議会 おせち料理係 ℡２－２１９７ 

おせち料理プレゼントのお知らせ（再掲載） 

（福）湧別町社会福祉協議会 ２－２１９７ 

読書感想画コンクール入賞作品展示会のお知らせ 

中湧別図書館 ２－３１５０ 湧別図書館 ５－３１２２ 

図書館冬休み特別開館のお知らせ 

中湧別図書館 ２－３１５０・湧別図書館 ５－３１２２ 
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湧別総合体育館２階トレーニングルームに最新のトレーニングマシン７台を導

入しています。冬場の運動不足解消や健康維持・増進、筋力アップ、シェイプアッ

プなどで、ぜひご利用ください。 
 

【体育館利用料金】 

区 分 
冬 期 

（１１月１日～４月３０日） 

１日券 １５０円 

シーズン券 ３,０００円 

※町内に居住する高校生は無料です。 
 

【開館日時】午前９時～午後１０時 

      ただし、日曜日・祝日は午後５時まで 

【休 館 日】月曜日、１２月３０日（月）～１月４日（土）まで 

【利用対象者】高校生以上からご利用できます。 

 

 
 

 

 
 

 

  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。今回も元パティシエの経歴をもつ地域おこし協力隊の野田嘉斗さん

が講師です。この機会に皆さまぜひご参加ください。 
 

【日  時】１２月２２日（日）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】デコレーションケーキ 

【持参用具】エプロン、バンダナ、持ち帰り用容器（ケーキは２０cm）、 

長靴(２３cm以下の方) 

【費    用】１人 ８００円 

【定    員】１０人程度 

【申込締切日】１２月２０日（金） 

【申 込 先】地場産品加工センター ℡５－３７２２ 

【そ の 他】大変人気のため、昨年・一昨年のデコレーションケーキに参加された 

方はご遠慮願います。 
 

※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。 

 

湧別総合体育館２階トレーニングルームをご利用ください 

教育委員会 社会教育課 社会教育Ｇ ５－３１３２ 

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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小学生を対象に料理教室を行います。切る、炒めるなど調理はカンタン！手作

りデザートも作ります。自分で作った料理は特別な味がするでしょう。冬休みの

思い出作りに参加しませんか。 
 

【日  時】１月９日（木）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食べ物のおはなし 

②調理実習「中
ちゅう

華
か

丼
どん

・おまめのスープ・スイートポテト」 

【対  象】小学生とその保護者 

      ※１～３年生は必ず保護者も同伴してください。 

【持 ち 物】エプロン、バンダナ、上靴、筆記用具、食材費（１人６００円ほど） 

【そ の 他】チューリップポイント対象事業です。 

チューリップカードをお持ちの方はご持参ください。 

【申込方法】１月６日（月）までに○湧健康こども課（℡５－３７６５）までお申

し込みください。 
 

 
 

 

 

 

家庭の食事は健康の源です。バランス丼はどんぶり 1つで主食・主菜・副菜の

量が分かる優れたメニューです。 

自治会やサークル、ご近所の仲間と、日頃の食事を見直す機会にご利用ください。 
 

【内  容】①講話「バランスよく食べるコツ」 

②調理実習 バランス丼、副菜ほか 

 ※作る丼は申請者と相談させていただきます。 

【対  象】町内に住所を有する方で、５人以上の集まりとします。 

      ※自治会、老人クラブ、ＰＴＡ、子ども育成会、ボランティアサーク 

ル、その他自主的に活動するグループなど 

【開催日時】原則午前１０時～午後８時までのうち２時間半ほど 

【開催場所】町内に限ります（地区集会施設、学校、家庭など） 

※会場の確保・準備などは申請者が行ってください。 

【料  金】施設使用料、食材費は申請者が負担してください。 

【持 ち 物】エプロン、バンダナ、筆記用具、上靴（会場による）、料金、 

チューリップポイントカード（お持ちの方） 

【申込方法】希望日の１カ月前までに○湧健康こども課（℡５－３７６５）までお 

申し込みください。日程を調整します。 

「作ろう！食べよう！ 元気モリモリ丼 料理教室」参加者募集 

○湧健康こども課 健康相談Ｇ ５－３７６５ 

 

出張します！「バランス丼 料理教室」のご案内 

○湧健康こども課 健康相談Ｇ ５－３７６５ 
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令和２年４月から町内の保育所に入所を希望される方は、次のとおり入所申請を

行ってください。 

【保 育 所】湧別、芭露、上湧別、中湧別 各保育所 

【対象児童】●湧別保育所・中湧別保育所：生後６カ月から就学前までの児童 

●芭露保育所・上湧別保育所：１歳から就学前までの児童 

      ※保育年齢は、令和２年４月１日現在の年齢です。 

【入所条件】保護者および同居する祖父母等が就労等により家庭内で児童を保育 

することができない場合。 

【保育時間】通常保育［平 日］：午前８時３０分～午後４時３０分 

          ［土曜日］：午前８時３０分～正午 

【申込方法】各保育所、○湧健康こども課、○上住民税務課に備えてある入所申込書 

と関係書類を提出してください。 

【申込期間】１２月２７日(金)まで 

【入所決定】２月上旬に面接を行い入所決定します。 

面接の日時は、決まり次第申込者にご連絡します。 

【問い合わせ先】○湧健康こども課 ℡５－３７６５ 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 本町では、有害鳥獣による農林水産物および人畜への被害防止対策を猟友会の協

力を得て行っていますが、年々高齢化により会員が減少している状況です。 

 今後にわたり、有害鳥獣を適切に捕獲し被害を防止するため、新たに有害鳥獣捕

獲に必要な狩猟免許取得および猟銃所持許可取得ならびに猟具等の購入に要する

経費を補助します。 
 

【対 象 者】下記の要件をすべて満たす方 

①町内に住所を有していること。 

      ②町税および使用料等に滞納がないこと。 

      ③町内の猟友会（上湧別・湧別・芭露部会のいずれか）に入会し、補

助金を受けた年度の翌年度から継続して５年間有害鳥獣捕獲に従

事すること。 

 
 

狩猟免許取得等に補助をします 

○湧水産林務課 水産林務Ｇ ５－３７６３   

 

保育所の新入所児童を募集します（再掲載） 

○湧健康こども課 児童支援Ｇ ５－３７６５ 
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【対象となる内容】 

区  分 内  容 補助対象経費 補助金額 

１．北海道による狩猟免許

試験に係る経費 

  （第二種・網猟免許を

除く） 

①狩猟免許試験予備講習会 

受講料 
受講費用 

左記金額の１/２ ②狩猟免許試験申請手数料 
北海道収入証紙にて

支払った金額 

③医師の診断書料 
診断書の交付を受ける

ため支払った金額 

２．北海道公安委員会によ 

る猟銃所持許可に係る 

経費 

①銃砲所持許可の初心者 

講習会受講料 

北海道収入証紙にて

支払った金額 

左記金額の１/２ 

②射撃教習を受ける資格 

認定料 

③銃砲所持許可申請料 

④射撃講習受講料 受講費用 

⑤医師の診断書料 
診断書の交付を受ける

ため支払った金額 

３．猟銃等の購入に係る 

経費 

猟銃およびガンロッカー・ 

装弾ロッカー 
購入金額 

左記金額の１/２

１０万円を上限 

４．わな等の購入に係る 

経費 
箱わなおよびくくりわな 購入金額 

左記金額の１/２

１０万円を上限 
 

 

【補助制限】補助金の交付は、上記表の区分ごとに各１回限りとします。 
 

【申請方法】狩猟免許および猟銃所持許可取得日、猟具、銃猟具を取得した日から 

３カ月以内に次の書類すべてをそろえ、○湧水産林務課へ申請してく 

ださい。 

      ①狩猟免状の写し 

      ②猟銃所持許可証の写し 

      ③経費の支払いを証明できる領収書 

      ④猟友会に所属したことを証する書面 

      ⑤誓約書 
 

【狩猟免許試験】開催場所：オホーツク総合振興局（網走市北７条西３丁目） 

      試 験 日：２月 ２日（日）午前９時～ 

      受付期間：１月１７日（金）まで[郵送は１月２０日（月）必着] 
 
 

【猟銃所持許可講習会】令和２年１月まで北見方面公安委員会で開催される初心者講習会はあ 

りません。（北海道警察のホームページで随時開催日が確認できます） 

【問い合わせ先】○湧水産林務課 ℡５－３７６３ 
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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 14 22 36 

湧別オホーツク園 

リラの杜 ※３ 
２０人 0 0 4 4 

湖水の杜 ※３ 芭露 4-5525 ２０人 0 1 2 3 

湧愛園 
上湧別 

屯田市街地 
2-3151 

４０人 0 13 27 40 

湧愛園ちゅーりっぷ 

の里 ※３ 
２０人 0 9 14 23 

グループホーム 

※２ 
上湧別館 ※３ 中湧別北町 4-2070 １８人 0 4 11 15 

有料老人 

ホーム 

小規模多機能 

向日葵 
中湧別東町 2-3618 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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令和元年第４回湧別町議会定例会が次のとおり開会される予定です。どなたでも 

議場の中で議案審議や一般質問などを傍聴することができますので、ぜひご来場くださ 

い。また、当日は湧別庁舎などのテレビでも視聴できます。 
  

【日  時】１２月１７日（火） 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 

     ※それぞれのロビーに設置してあるテレビで生放送します。 

 

 

 

 

 

農林水産省では、令和２年２月１日現在で「２０２０年農林業センサス」を実施

します。 

 農林業センサスは、農林業の実態を明らかにし、国や都道府県、市区町村はもち

ろん各方面にわたり、広く利用できる総合的な統計資料を得るための調査です。 

 全国の農家や林家をはじめ、すべての農林業関係者を対象に行われる『農林業の

国勢調査』ともいうべきものです。 

 １２月中旬から調査員が皆さまのお宅や会社等に調査に伺いましたら、ご協力を

お願いいたします。 

 なお、調査により集められた調査票の記入内容は、「統計法」により厳重に保護

されていますので、調査関係者が調査で知りえた内容を他の目的で使用したり、他

に漏らしたりするようなことは絶対にありませんので、安心してご回答ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２０２０年農林業センサスが実施されます 

○上企画財政課 企画Ｇ ２－５８６２ 

 

町議会定例会のお知らせ 

○上議会事務局 ２－２１３０ 
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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27日～1 月14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25日～1 月15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～1 月14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～ 

1月14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～ 

1月14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14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 

 


