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燃やさないゴミの排出にご注意ください
上 住民税務課
○

住民生活Ｇ ２－５８６３

９月１３日に芭露地区において燃やさないゴミの収集作業を行っていたところ、
収集していたゴミから突然発火し、塵芥車の一部が炎上する事故が発生しました。
原因は「燃やさないゴミ」として大量に出された「未使用の使い捨てライター」
「スプレー缶」であると思われます。
幸いにも火はすぐに消火できたため、作業員や周辺に被害はありませんでしたが、
塵芥車の火災事故は今年に入ってから３件発生しています。
皆さまにおいては、安全なゴミ収集業務遂行のためにも、ライターやスプレー缶
など発火の恐れがあるものを廃棄する場合はしっかりと中身を出しきってから「燃
やさないゴミ」として処分するようお願いします。
未使用の使い捨てライター
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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

年金生活者支援給付金について
上 住民税務課
○

住民生活Ｇ ２－５８６３

現在、
「年金生活者支援給付金」の対象となる方へ、日本年金機構から請求手続
きのご案内が送付されています。同封されているハガキに「提出日」
「氏名」
「電話
番号」を記入し、押印のうえ、同封の目隠しシールと、切手を貼ってポストに投函
してください。
なお、請求にあたり、下記ハガキの内容以外の情報や手数料を請求されることは
一切ありません。
【問い合わせ先】給付金専用ダイヤル ℡０５７０－０５－４０９２
ご案内の封筒

同封されているハガキ .

≪年金生活者支援給付金とは？≫
消費税率引き上げ分を活用し、公的年金等の収入や所得額が一定額以下の年金受
給者の生活を支援するために、年金に上乗せして支給されるものです。詳細は、広
報ゆうべつ９月号１５ページに掲載しています。

町内体育館「個人使用シーズン券」販売のお知らせ
教育委員会 社会教育課 社会教育Ｇ ５－３１３２

湧別総合体育館・芭露ファミリースポーツセンター・中湧別総合体育館・上湧別
農村環境改善センターの冬期（１１月１日～翌年４月３０日）シーズン券の購入予
約を受け付けています。
購入を希望する方は、希望する施設に直接、もしくはお電話でお申し込みくださ
い。１１月１日（金）以降に希望する施設にて、料金と引き換えに発行します。
【個人使用料金】町内に居住する高校生以下は無料です。
区分
アリーナ
トレーニング室

夏期（5月1日～10月31日） 冬期（11月1日～翌年4月30日）
１日券
シーズン券

１００円

１５０円

２，０００円

３，０００円
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※利用できる施設（本券で下記の施設を共通利用できます。
）
●湧別総合体育館（アリーナ、トレーニング室）
●芭露ファミリースポーツセンター（アリーナ）
●中湧別総合体育館（アリーナ、トレーニング室、第１・第２体育室）
●上湧別農村環境改善センター（多目的ホール）
【申込・問い合わせ先】
●湧別総合体育館 ℡５－２２２９ ●芭露ファミリースポーツセンター ℡６－２３５３
●中湧別総合体育館 ℡２－４１８６ ●上湧別農村環境改善センター ℡２－４５０６
●シダックス大新東ヒューマンサービス㈱ オホーツク営業所 （指定管理者） ℡４－３２０３

「酪農」をテーマに第９回ふるさと講座を開催します
教育委員会 社会教育課 社会教育Ｇ ５－３１３２

湧別町の基幹産業である農業や漁業の中で、１品目で最も販売額の大きいものは
生乳で、昨年度は販売総額の４４．３％を占めています。
第９回ふるさと講座は、ＩＣＴ（情報通信技術）の活用や搾乳ロボットの導入な
どによる大型化で、大きく変わろうとしている酪農の実態を学ぶとともに、町の基
幹産業である酪農のあゆみと、大規模化する酪農の未来と酪農に携わる人の思いを
伺います。ぜひご参加ください。
【日 時】１０月２６日（土）午後１時３０分～４時
【会 場】ＪＡゆうべつ町 ２階大会議室（錦町）
第１部「湧別町の酪農のあゆみ」
（３０分）

講師：野田 直人さん（ＪＡゆうべつ町 参事）

第２部「酪農への思いを語る」
（８０分）
①酪農を夢見て北海道へ
②昭和・平成・令和～獣医師として酪農への思い～
③酪農家の願いをまとめ経営を支える

講師：松浦 三代紀さん（酪農家）
講師：増田 悦郎さん（オホーツク獣医師会 会長）
講師：友澤 勇司さん（ＪＡゆうべつ町 組合長）

第３部「意見交換・感想交流」
（１５分）
参加者と、第１部の「あゆみ」
、第２部の「思い」の学習を深めます

【参加料】無料
【申込方法】１０月２３日（水）までに教育委員会社会教育課（℡５－３１３２）へ
お申し込みください。
【共 催】ふるさとから学ぶ会、教育委員会
【協 力】ＪＡゆうべつ町、ＪＡえんゆう、湧別町農政課
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自動車急発進防止装置取付費用の助成を始めます
上 住民税務課
○

住民生活Ｇ ２－５８６３

町内に在住している方を対象に、自動車のアクセルとブレーキの踏み間違いによ
る交通事故を未然に防ぐため、所有する自動車への急発進防止装置の取り付けに係
る費用の一部に対して補助を行います。
【対 象】次の全てに該当する方。
●町内に住所を有している方で、申請時点で満６５歳以上の方。
●取付業者に依頼して、自動車に急発進防止装置を取り付けた方。
●非営利で、自ら所有または使用している自動車に、急発進防止装置を
取り付けた方。
●有効期限内にある自動車運転免許証を保有している方。
●町民税およびその他の使用料等を滞納していない方。
（世帯員全員）
【補助額】急発進防止装置の取り付けに要した費用の２分の１に相当する額
（１００円未満の端数は切り捨て）で、３万円を限度とします。
【申込方法】次の①～⑤を用意し、○
上 住民税務課にて申請してください。
①補助金交付申請書
②急発進防止装置取付費用の内訳が明記されている領収書の写し
③取付箇所の写真（取付前、取付後）
④有効期限内にある運転免許証の写しおよび自動車検査証の写し
⑤印鑑
【その他】補助制度について注意事項がありますので、必ず事前に担当窓口までお
越しいただくか、電話にてお問い合わせください。
≪急発進防止装置とは？≫
停車時または徐行時にアクセルペダルが急激に踏み込まれたとき、エンジン出力
を抑えるなどにより、急発進を防止する装置です。

秋の輸送繁忙期の交通安全運動
上 住民税務課
○

住民生活Ｇ ２－５８６３

例年、収穫期を迎えるこれからの季節は、貨物輸送などで交通量が増え、また、
夕暮れが早まり歩行者などの薄暮時や夜間の事故多発が懸念されます。
このため、１０月１５日（火）から２４日（木）までの１０日間、
「秋の輸送繁
忙期の交通安全運動」が行われますので交通安全を心がけましょう。
【運動の重点】①過労・過積載・過密な運転の防止
②スピードの出し過ぎなど無謀運転の防止
③高齢者の交通事故防止・夜光反射材の普及
④夕暮れ時と夜間の歩行中・自転車乗用中の交通事故防止
⑤飲酒運転の根絶
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秋の全道火災予防運動が実施されます
遠軽地区広域組合 消防署 湧別出張所・上湧別出張所

秋から冬にかけて空気が乾燥し、強風が吹くなど火災が発生しやすい季節です。
暖房器具の使用前点検、薪ストーブの煙突清掃など火災発生を防止しましょう。ま
た、火の元に十分注意し安全で快適な生活を送ってください。
湧別町消防団、消防署（湧別・上湧別出張所）では火災予防運動期間中、次のと
おり実施します。
【運動期間】１０月１５日（火）～３１日（木）
【運動内容】
（１）大サイレン吹鳴
１０月１５日（火）～３１日（木）午後８時に一斉吹鳴
（２）消防職員による啓蒙
火災予防期間中、消防車両により町内を巡回します。
（３）消防車両パレード
１０月１５日（火）午前８時３０分～１１時３０分まで
消防車両が町内一円をパレードします。
（４）消防団員による一般住宅防火査察
火災予防運動期間中の日中に実施します。
【そ の 他】次の場所にある災害対応型自動販売機へ火災予防メッセージを表示し
ます
●役場（上湧別庁舎、湧別庁舎）
●文化センター（さざ波、ＴＯＭ）
●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）
【標

語】組合統一標語 「火のしまつ 家族で確認 もう一度」

※営農以外の「火災と紛らわしい煙を発する行為」は基本的に禁止されています。
営農のため、やむなく実施する場合は、必ず最寄りの消防署に届け出てください。
【連 絡 先】遠軽地区広域組合消防署 湧別出張所
℡５－２３３８
上湧別出張所 ℡２－４１１１

湧別町公式

インスタグラム

「フォロー」
「いいね！」お願いします
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yubetsu_town

京都府京都市伏見区で発生した放火事件に係る被害者義援金の受付について
湧 福祉課
○

福祉 G ５－３７６１

７月１８日に京都府京都市伏見区で発生した放火事件により、多数の方々が生命
または身体に危害を受け、甚大な被害が生じました。この事件の被害者やご遺族を
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】京都府京都市伏見区で発生した放火事件に係る被害者義援金
【受付期間】１０月３１日（木）まで
※役場への持参の場合は、１０月２９日（火）まで
【受付口座】
（１）郵便振替 ※郵便局窓口での取扱の場合、振替手数料は免除となります。
●加入者名：日赤７．１８放火事件被害者義援金
●口座番号：００９８０－１－３２３２８０
※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。
ニ ホ ン セキジュウジシャ キ ョ ウ ト フ シ ブ

シブチョウ

ヤマダ

ケイジ

・口座名義：日本赤十字社京都府支部 支部長 山田 啓二
京都銀行 本店営業部 （普）５２５３７８５
※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
連絡先は日本赤十字社京都府支部（℡０７５－５４１－９３２６）
（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

令和元年台風第１５号千葉県災害義援金の受付について
湧 福祉課
○

福祉 G ５－３７６１

令和元年台風第１５号により、千葉県に甚大な被害が出ました。この台風で被災
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】令和元年台風第１５号千葉県災害義援金
【受付期間】１２月３０日（月）まで
※役場への持参の場合は、１２月２３日（月）まで
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【受付口座】
（１）郵便振替 ※郵便局窓口での取扱の場合、振替手数料は免除となります。
●加入者名：日赤令和元年台風第１５号千葉県災害義援金
●口座番号：００１００－８－４５１６４８
※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。
ニ ホ ン セキジュウジシャ

・口座名義：日本赤十字社（次の３銀行共通）
三井住友銀行
すずらん支店 （普）２７８７５４９
三菱ＵＦＪ銀行 やまびこ支店 （普）２１０５５４７
みずほ銀行
クヌギ支店
（普）０６２０４４８
※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（℡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

ミニバレーチームを募集します
教育委員会 社会教育課 社会教育Ｇ ５－３１３２

湧別町ソフト・ミニバレーボール協会では、１２月から開催するリーグ戦に参加
するミニバレーチームを募集しています。
地域や職場、お友達などでチームを編成し、ミニバレーを楽しんでみませんか。
【チーム編成】町内に在住する方および町内に勤務する方
ミニバレー（４人制）
：社会人で女性が２人以上入ること。
※ソフトバレーは、当面の間募集しません。
【年 会 費】１チーム６,０００円
※会費は１１月下旬開催予定の総会（監督会議）で受け付けます。
【そ の 他】①スポーツ傷害保険に全員加入してください。
②メンバー登録は当協会のミニバレーのルールに基づき、８人以内の
登録としてください。
【申込方法】１１月５日（火）までに、加入申込書を下記の事務局へ提出してく
ださい。加入申込書は上湧別農村環境改善センターおよび中湧別総合
体育館に備えてあります。
【申込・問い合わせ先】湧別町ソフト・ミニバレー協会事務局 伊藤 弘樹 ℡２－３８７３
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町営住宅等の入居者を募集します
上 建設課
○

管理Ｇ ２－５８６９

【募集住宅】
建設年度

青葉団地
（栄町）

若 年
単身向

平成７年

面積

間取り

45.48 ㎡

1LDK

月額家賃

共益費
（月額）

主な設備等

募集
戸数

500 円

ユニットバス
電気温水器

３戸

18,000 円

平成９年

～

仕 様

～

団地名
（場所）

22,300 円

【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】１０月２５日（金）
【入居時期】１１月中旬からの予定

はまなすボランティア チャリティーバザーを開催します
はまなすボランティアサークル

はまなすボランティアサークルでは、次の日程でチャリティーバザーを開催しま
す。ご家族お誘い合わせのうえ、ぜひ会場へお越しください。
なお、バザーの収益金は独居家庭や施設への訪問に使わせていただきます。
【日 時】１１月２日（土） 午前９時～正午
【場 所】文化センターさざ波 ロビー内（栄町）
※当日は湧別地区総合文化祭が開催されていますので、ぜひお立ち寄り
ください。
【内 容】食器、衣類、日用品などを販売します。
【問い合わせ先】はまなすボランティアサークル
担当：榎（℡５－２９５１）、多田（℡５－２７４７）、
川村（℡５－２９１５）
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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

９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

湧別オホーツク園

特別養護
老人ホーム
※１

湧別オホーツク園
リラの杜 ※３
湖水の杜 ※３

東

芭露

4-5525

有料老人
ホーム

高齢者
賃貸住宅

４０人

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

0

25

17

42

２０人

0

0

4

4

２０人

0

1

1

2

４０人

0

23

41

64

２０人

0

9

15

24

2-3151

の里 ※３

グループホーム
※２

空床
･
空室

5-3660

湧愛園

上湧別
湧愛園ちゅーりっぷ 屯田市街地

定員
･
室数

上湧別館 ※３

中湧別北町

4-2070

１８人

0

3

13

16

小規模多機能
向日葵

中湧別東町

2-3618

２２人

０

５

0

５

１人用
１３室

0

０

3

3

夫婦用
２室

0

0

0

0

５人

０

1

0

1

１人用
２４室

０

8

10

18

夫婦用
３室

0

1

3

4

リビングケア･
オリーブ

中湧別中町

在宅支援型住宅
湖水の杜

芭露

ケアハウス来夢
※４

上湧別
屯田市街地

4-1760

4-5525

4-1100

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。
※１
※２
※３
※４

入所するには原則要介護３～５の認定が必要な施設です。
入所するには要介護認定が必要な施設です。
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。
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。）

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、介護職員の不足によりショートスティ
（短期入所生活介護）の利用に制限をかけている状況です。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。
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～１０月は土地月間～

一定面積以上の土地取引には国土利用法に基づく届出が必要です
上 企画財政課
○

企画Ｇ ２－５８６２

国土利用計画法に規定する一定面積以上について、土地の所有権等の譲渡などが
あったときは、契約（予約を含む）締結日から２週間以内（郵送期間を含む）に、
譲受人（権利取得者）は土地の利用目的および取引価格等を土地の所在する市町村
に届出する必要があります。
【届出書類】●土地売買等届出書
※様式は、○
上 企画財政課または町ホームページ（http://www.town.
yubetsu.lg.jp/40gyosei/05policy/catetemp3/index.html）からダ
ウンロードできます。
●土地売買等契約書の写し
●土地の位置を明らかにした縮尺５万分の１以上の地形図
●土地およびその付近の状況を明らかにした縮尺５千分の１以上の
図面
●土地の形状を明らかにした縮尺２千５百分の１以上の図面
●委任状（※代理人が届出する場合）
【届出部数】各３部（添付書類含む）
【留意事項】
（１）
「一定面積以上」とは、市街化区域：２,０００㎡以上、市街化
区域以外の都市計画区域：５，０００㎡以上、都市計画以外の
区域：１０，０００㎡以上となります。なお、取得する面積の
合計が一定面積以上となる一団の土地の一部を取得する場合に
も届出が必要です。
（２）対象となる土地の権利は、所有権、地上権、賃借権、またはこ
れらの権利の取得を目的とする権利であり、これらの移転また
は設定について、対価をもって契約する場合となります。
【例】売買（共有持分の譲渡、営業譲渡等）
、譲渡担保、代物弁
済、代物弁済予約、交換、形成権の譲渡（予約完結権の譲
渡、買戻権の譲渡等）
、現物出資、信託受益権の譲渡、地
位譲渡、第三者のためにする契約、停止条件付き契約
（３）当事者の一方または双方が、国・地方公共団体・その他の政令
で定める法人である場合や、滞納処分等の競売、農地法の第３
条第 1 項の許可を受けることを要する場合など、国土利用計画
法の適用除外規定に該当する場合は届出不要となります。
（４）届出が必要な場合で、届出をしなかったときは、６カ月以下の
懲役または１００万円以下の罰金に処せられることがありま
す。届出期限が過ぎた場合でも、届出書の提出にご協力をお願
いします。
【提 出 先】〒０９９－６５９２ 湧別町上湧別屯田市街地３１８番地
湧別町役場（上湧別庁舎） 企画財政課
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オホーツク相談センター「ふくろう」出張相談所を開設します
オホーツク相談センター「ふくろう」 ０１５７－２５－３１１０

オホーツク相談センター「ふくろう」では、「経済的に暮らしが成り立たない」、
「ひきこもりの子どもにお金を無心され困っている」
、
「仕事をリストラされてどう
したらよいか分からない」等のお困りごとをかかえている方の相談を無料で行って
います。
通常は電話相談となりますが、次のとおり町内に出張相談所も開設予定ですので、
悩みがあり困っている方はぜひご利用ください。
（本事業はオホーツク総合振興局から「ふくろう」が委託を受け実施しています。）
【出張相談所開設予定日】※事前予約制（前日の午後３時締切）です。
開設予定日
１０月２３日（水）
１１月２７日（水）
１２月２５日（水）
１月２９日（水）
２月２６日（水）
３月１８日（水）

開設時間

開設場所

午前１１時～正午

役場湧別庁舎
または
上湧別庁舎
（最寄りの公共施設を予定）

【申込先】オホーツク相談センター「ふくろう」
〒０９０－００１８ 北見市青葉町１６－２３ 水元ビル５階
℡０１５７－２５－３１１０

「財務行政懇話会」を開催します
上 企画財政課
○

財政Ｇ ２－５８６２

北海道財務局北見出張所と町の共催で、
「財務行政懇話会」を次のとおり開催し
ます。
「わが国財政の現状と課題」
、
「財務局の地域貢献の取組について」をテーマ
に、北海道財務局北見出張所長による講演を予定していますので、お気軽にご参加
ください。
【日 時】１１月８日（金）午後１時３０分～３時３０分
【会 場】上湧別コミュニティセンター ２階大会議室（上湧別屯田市街地）
【申込先】北海道財務局北見出張所総務課（担当：町田）
℡０１５７－２４－４１６７
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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

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】１０月２６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】かぼちゃのタルト
【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】１０月２０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、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。

「パン作り講座」を開催します
湧 健康こども課
○

子育て相談Ｇ ５－３７６５

農政課 農政Ｇ ２－５８６１ みんなでおいしいパンを作
子育て支援センターではパン作り講座を開催します。
りませんか。ご参加をお待ちしています。
【日
時】１０月３０日（水）午前９時３０分～午後１時００分
午前９時２０分までに集合してください。
（時間厳守）
【会
場】会場：地場産品加工センター（錦町）
託児：湧別子育て支援センター（栄町）
※会場と託児場所が離れています。託児を希望される方は、お子さん
を湧別子育て支援センターに預けてから、集合時間までに加工セン
ターに集合してください。託児は午前９時より受け入れます。
【対
象】町内に居住する就学前の乳幼児を持つ保護者
【講
師】加工センター職員
【持 ち 物】エプロン、バンダナ、飲み物、持ち帰り用タッパーまたは袋
託児希望の方は、お子さんのオムツ、着替え、抱っこ紐（０歳児）
、
軽食（簡単に食べられるパン、おにぎりなど）
、水分などを準備して
ください。
【定
員】１０人
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【申込締切日】１０月２３日（水）
（定員になり次第締め切り）
【申 込 先】湧別子育て支援センター
℡５－２２３４ 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・託児の有無・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

～素敵なクリスマス雑貨を作ってみませんか～

デコパージュ教室参加者募集のお知らせ
教育委員会 社会教育課 社会教育Ｇ ５－３１３２

お手製のクリスマス雑貨でご自宅を彩り、素敵なクリスマスを迎えてみませんか。
今回の題材は、「クリスマス柄のデコパージュ」です。「デコパージュ」とは、
好きな絵柄の紙を切って、無地の小物にその絵柄を移し貼り、デコレーションする
手芸のことです。
手作りの楽しさを一緒に体験しましょう！ぜひ、ご参加ください。
【日 時】１１月１７日（日）午前１０時～正午
【会 場】文化センターさざ波 中会議室（栄町）
【講 師】サニークラウディー 木下 泉さん、細川 佐和さん
【対 象】町内在住の中学生以上の方
【定 員】先着２０人（定員になり次第終了）
【材料費】５００円（当日お支払いください）
【申込先】教育委員会社会教育課（℡５－３１３２）までご連絡ください。

「古本市」開催のお知らせ
湧別図書館 ５－３１２２

毎年恒例、「古本市」を開催します。小説、マンガ、絵本などさまざまなジャン
ルの本が並びます。
今回の会場は湧別図書館です。２,０００冊以上の本と毎年好評をいただいてい
る雑誌付録もありますので、ご家族揃ってご来場ください。
【日 時】１０月２７日（日）午前１０時～午後１時
【場 所】湧別図書館 多目的室（栄町）
【参加費】無料
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水道・下水道等料金の消費税率引上げによる改定について
上 水道課
○

上下水道Ｇ ２－５８６７

１０月１日から消費税率が８％から１０％に引き上げされたことに伴い、水道・
下水道等料金については、次のとおり消費税相当分（８％⇒１０％）を改定しまし
たのでお知らせします。
【適 用 日】１０月１日から
【経 過 措 置】１０月１日時点で継続利用中の方は、１０月期検針分は原則として
旧税率（８％）を適用し、１１月期検針分の水道等料金から新税率
（１０％）を適用します。
【１０月以降の料金表】消費税率１０％の金額です。
◆水道料金
用

途

1 カ月分の基本料金
超過料金（うち消費税額）
※1 ㎥増す毎に
基本水量
基本料金（うち消費税額）

家

事

用

１０㎥まで

２,２００円（

２００円）

１９８円（ １８円）

営

業

用

２０㎥まで

４,４００円（

４００円）

２３０円（ ２１円）

官 公団体用

２０㎥まで

４,４００円（

４００円）

２３０円（ ２１円）

工

業

用

４０㎥まで

８,０３０円（

７３０円）

２３０円（ ２１円）

営

農

用

１０㎥まで

１,２８７円（

１１７円）

１２０円（ １１円）

営

漁

用

１０㎥まで

１,２８７円（

１１７円）

１２０円（ １１円）

浴

場

用

２００㎥まで ２９,６４５円（ ２,６９５円）

２３０円（ ２１円）

高 齢 者 用
臨

時

用

５㎥まで

１,１００円（

１００円）

１㎥あたり

３９６円（

３６円）

１９８円（ １８円）
－

◆下水道料金
種

別

１カ月分の基本料金
基本水量
基本料金（うち消費税額）

超過料金（うち消費税額）
※1 ㎥増す毎に

一 般 用

１０㎥まで

１,７２８円（ １５７円）

１７４円（ １６円）

浴 場 用

２００㎥まで

２３,３００円（２,１１８円）

１８２円（ １７円）

高齢者用

５㎥まで

８６４円（

７９円）

１７４円（ １６円）

地域の子どもは
地域で育てる

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
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