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「かみゆうべつチューリップ公園」では、１０月上旬からチューリップ球根の植

え付け作業が一斉に始まります。 

球根の植え付けは、花の彩りや開花時期などを考えながら、約７ヘクタールの畑

に球根を品種毎に１球１球手作業で行っています。 

本町の大切な観光資源・チューリップ公園を町民の皆さんと一緒に作り上げてい

くため、「球根植え付け会」を実施します。ご家族やお友達をお誘いのうえ、多数

のご参加をお待ちしています。 
 

【日  時】１０月１２日（土）午後１時～３時 

※畑の状況や天候により延期する場合があります。 

延期の場合は１０月１９日（土）同時間に実施します。 

【会  場】かみゆうべつチューリップ公園 

【申込方法】１０月７日（月）までに湧別町観光協会（℡２－３６００）へお申し

込みください。 

※当日は、かみゆうべつチューリップ公園南側の球根乾燥貯蔵施設に 

集合願います。また、農作業のできる服装（長靴・ゴム手袋・帽子 

など）でご参加ください。 

令和元年９月２5日発行 
湧別町役場上湧別庁舎 ２－２１１１ ・ 湧別庁舎 ５－２２１１ 

Ｎo.２40 
４ 
 

消防団秋季消防演習 開催          10 
野ネズミ駆除の薬剤空中散布 
初心者パソコン講座 開催          11 
愛町購買事業 
開盛住民ｾﾝﾀｰ・富美地区住民ｾﾝﾀｰ 

指定管理候補者選定 ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸｺﾒﾝﾄ 12  
湧別町高齢者生活福祉ｾﾝﾀｰ 
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チューリップの湯 臨時休館          16 
転入者もﾌﾟﾚﾐｱﾑ付商品券を購入できます 
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献血にご協力をお願いします        10 

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 

チューリップ球根植え付け会を開催します 

○上商工観光課 商工観光Ｇ ２－５８６６ 
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◆柔道教室、柔道大会、模範演技、サイン会、吹奏楽演奏 
 

湧別町ふるさと応援大使のオリンピック柔道メダリスト上野順恵さんや上野巴

恵さん、新井千鶴さんが湧別町にやってきます。参加は無料ですので、ぜひお越し

ください。 
 

 

≪１０月１２日（土）≫ 
 

●柔道教室（小学生、中学生対象） 

【会  場】湧別総合体育館 アリーナ（栄町） 

【開催時間】午後３時～５時（受付：午後２時３０分～） 

※お申し込みは１０月３日（木）までです。ご観覧は自由です。 
 

◎柔道教室の先生は次の３人です。 

（湧く湧く９月号の掲載内容から変更となっています） 
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≪１０月１３日（日）≫ 
 

●模範演技（観覧自由） 

【会  場】湧別総合体育館 アリーナ（栄町） 

【開催時間】午前９時２０分～９時３０分（予定） 

【出 演 者】新井先生（予定） 
 

●柔道大会（観覧自由） 

【会  場】湧別総合体育館 アリーナ（栄町） 

【開催時間】午前９時３０分～午後２時００分（予定） 

※全道各地より小・中学生の選手が出場します。ぜひ、ご観覧ください。 
 

●吹奏楽演奏『湧別中学校吹奏楽部』による激励演奏会を行います。 

【会  場】湧別総合体育館 アリーナ（栄町） 

【開催時間】正午より 
 

湧別町合併 10周年記念 

湧別町少年柔道大会「上野カップ２０１９」のお知らせ 

教育委員会 社会教育課 社会教育Ｇ ５－３１３２ 

 

上野三姉妹の次女。ロンドンオ

リンピック銅メダリスト。

2009、2010年世界選手権2

連覇。現在、三井住友海上女子

柔道部コーチ。全日本柔道連盟

女子強化コーチ。 

上野三姉妹の三女。2006年

世界ジュニア、2009年アジ

ア柔道選手権台北、2011年

グランドスラム東京金メダリ

スト。 

2015年世界柔道選手権（国別

団体戦）金メダリスト、2017、

2018年世界柔道選手権個人

金メダリストおよび男女混合

国別団体戦３連覇。三井住友海

上女子柔道部キャプテン。 
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●サイン会 ※サインを希望する方は、色紙とペンをお持ちください。サインは 1人１枚までとします。 

【会  場】湧別総合体育館 プレイルーム（栄町） 

【開催時間】午前の部：午前１０時２０分～１０時５０分 

午後の部：午後 １時３０分～ ２時００分 

※時間の変更がある場合がありますのでご了承願います。 

  【出 演 者】新井先生（予定） 
 
 

 

【問い合わせ先】大会事務局 教育委員会社会教育課 ℡５－３１３２ 
 

◆体育施設利用に関するお知らせ 
 

湧別町少年柔道大会の開催に伴い、次の期間中は湧別総合体育館アリーナ、体育

館内トレーニングルーム、武道館、湧別プールのご利用はできませんのでご理解と

ご協力をお願いいたします。 

施設名 利用できない期間 

湧別総合体育館アリーナ １０月 ９日（水）～１５日（火） 

湧別武道館 １０月１１日（金）～１４日（月） 

湧別プールおよびトレーニングルーム １０月１３日（日） 
 

 

 

 
 

 
 

 

 

湧別総合体育館で運動指導職員が運動指導を行います。１０月の日程は次のとお

りです。健康維持・増進のために運動を始めてみませんか。お気軽にお越しくださ

い。 
 

【会 場】湧別総合体育館 ２階トレーニングルーム（栄町） 

【対 象】町内の成人の方 

【日 程】 
月 日 時 間 内 容 

１０月 ２日（水） 
午前９時～１１時 

トレーニング機器の使い方の指導や 

運動相談などを行います。 

４日（金） 

    ８日（火） 

午後２時～ ４時 
１０日（木） 

１５日（火） 

２４日（木） 
 

【使用料】１日券１００円を湧別総合体育館窓口でお支払いください。 

シーズン券（夏期）、共通券をお持ちの方は不要です。 

【その他】健康運動教室も実施しています。詳細は折込チラシをご覧ください。 

トレーニングルームで運動を始めてみませんか？ 

教育委員会 社会教育課 社会教育Ｇ ５－３１３２ 
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がんが早期発見された場合と進行後に発見された場合では、その後の生存率に大

きな差が生じます。多くのがんは早期の段階で自覚症状がないため、早期発見する

ためには定期的に検診を受けることが何よりも大切です。町では次により乳がん・

子宮頸がん検診を実施します。２年に一度の受診を目安に、町の集団検診をご利用

ください。 
 

◆乳がん 

近年、日本人女性の１２人に１人が乳がんにかかるといわれています。特に４０

代と５０代は、乳がんにかかりやすい年齢です。 

また、乳がんは自己触診だけでは見つけることが難しく、早期発見のためにはマ

ンモグラフィーによる検査を定期的に受けることが大切です。 

◆子宮頸がん 

子宮頸がんは、２０代後半から増えるがんです。感染から発症まで平均で５～ 

１０年かかり、早期には自覚症状がないため、「異常を感じてから」では手遅れに

なる場合があります。検査は、医師による診察と細胞を採取して異常な細胞がない

か専門医が検査します。 
 

【対 象 者】 

●乳がん検診は４０歳以上、子宮頸がん検診は２０歳以上が対象となります。 

●昨年度（平成３０年４月～平成３１年３月までの間）に町で行う集団検診また 

は個別検診で町の助成を受けられた方は、今年度は対象外となります。ただし、 

申し込みが定員に達していなければ、集団検診を全額自己負担で受診できます。 

希望される方は、お問い合わせください。 

【日程・会場】１０月２９日（火） 会場：保健福祉センター（栄町） 

受付時間 

各時間予約状況  ○＝予約可能 

申込締切 
乳がん検診 

子宮頸がん検診 

超音波検査 

午前 ９時００分 定員に達しました ○ 

１０月１８日（金） 

９時３０分 ○（定員までもうすぐ） ○ 

１０時００分 ○ ○ 

１０時３０分 ○ ○ 

午後 １時００分 ○ ○ 

１時３０分 ○ ○ 

   ２時００分 ○ ○ 

※定員になり次第、締め切りとさせていただきます。 

～安心のために 受けてますか がん検診～ 

乳がん・子宮頸がん検診のご案内（再掲載） 

○湧健康こども課 健康相談Ｇ ５－３７６５  
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【検査項目・費用】  

検査項目 20～39歳 40～74歳 後期高齢者 

乳がん検診（マンモグラフィー撮影のみ）  1,200円 600円 

子宮頸がん検診（内診） 1,000円 500円 

超音波検査（子宮頸がん検診と併せて実施） 500円 

※生活保護世帯の方は無料です。 

※乳がん検診と子宮頸がん検診は同時に受けることができます。 

※子宮を摘出された方は、超音波検査のみの受診も可能です。 

※今年度より無料クーポン券の配布はありません。 
 

【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、受付の際にご提示ください。 

【申込・問い合わせ先】○湧健康こども課 ℡５－３７６５ 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 
 

月  日 内科当番 外科当番 

１０月 ６日（日） 
瀧本皮膚科クリニック 

（0158-42-8048） 

遠軽共立病院 

（0158-42-5215） 

１０月１３日（日） 
遠軽厚生病院 

（0158-42-4101） 

曽我病院 

（2-2001） 

１０月１４日（祝） 
遠軽厚生病院 

（0158-42-4101） 

１０月２０日（日） 
はやかわクリニック 

（0158-49-2525） 

遠軽厚生病院 

（0158-42-4101） 

１０月２２日（祝） 
遠軽厚生病院 

（0158-42-4101） 

１０月２７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） 

 

 

 

 

 

１０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 
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平成３０年９月６日に発生した北海道胆振地方中東部を震源とする最大震度７

の地震により被災された方々を支援するため義援金を受け付けていましたが、次の

とおり受付期間を延長することになりました。引き続き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】平成３０年北海道胆振東部地震災害義援金 
 

【受付期間】令和２年３月３１日（火）まで 

      ※役場へ持参の場合は、令和２年３月２４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：日赤平成３０年北海道胆振東部地震災害義援金 
 

    ●口座番号：００１３０－１－６７３５９１ 
 

    ※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。 

    ①北海道支部 

口座名義：北海道
ホッカイドウ

災害
サイガイ

義援
ギ エ ン

金
キン

募集
ボシュウ

委員会
イインカイ

 会長
カイチョウ

 伊藤
イ ト ウ

 義郎
ヨシロウ

（下記２銀行共通） 

北洋銀行       札幌南支店   （普）４６２７６７０ 

北海道銀行    本店営業部  （普）３２８６２８０ 

    ②日赤本社 

     口座名義：日本
ニ ホ ン

赤十字社
セキジュウジシャ

（下記３銀行共通） 

              三井住友銀行  すずらん支店 （普）２７８７５３３ 

              三菱ＵＦＪ銀行 やまびこ支店 （普）２１０５５４１ 

              みずほ銀行   クヌギ支店  （普）０６２０４１３      

※受領証が必要な場合は、振込先の各支部連絡先に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 
 

銀行口座①は日赤北海道支部（℡０１１－２３１－７１２６） 

     銀行口座②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 

 

平成３０年北海道胆振東部地震災害義援金の受付期間の延長について

○湧福祉課 福祉Ｇ ５－３７６１ 
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８月に前線に伴う大雨災害により、佐賀県に甚大な被害が出ました。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】令和元年８月豪雨災害義援金 
 

【受付期間】令和２年２月２８日（金）まで 

      ※役場へ持参の場合は、令和２年２月２１日（金）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：日赤令和元年８月豪雨災害義援金 
 

    ●口座番号：００１２０－７－６９６９７５ 
 

    ※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）２７８７５４７ 

              三菱ＵＦＪ銀行 やまびこ支店 （普）２１０５５４４ 

              みずほ銀行   クヌギ支店  （普）０６２０４２１      

※受領証が必要な場合は、振込先の連絡先に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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和元年８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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１０月７日（月）～１３日（日）は行政相談週間です。行政相談週間とは、総務

省の行政相談制度について広く国民の理解と認識を深め、制度の利用を促進し、ま

た制度の発展と行政の民主的な運営に役立てることを目的に設けられているもの

です。 

行政相談週間にちなんで、次のとおり「特設行政相談所」を開設します。毎日の

暮らしのなかで、国や北海道、市町村が行う仕事や行政サービスについてお困りの

方、疑問を感じている方、ご意見をお持ちの方は、「行政相談委員」がご相談に応

じますので、お気軽にお越しください。 

なお、相談料は無料で相談内容は固く守られます。 

 

月 日 時 間 場  所 行政相談委員 

１０月９日

（水） 

午前９時～正午 
文化センターさざ波 和室 

（栄町） 
水野 豊 さん 

午後１時～４時 
文化センターTOM ロビー 

（中湧別中町） 

 

「行政相談」とは、国や北海道、市町村が行う仕事や行政サービスについて地域

住民が困っていること、疑問に感じていることなどの相談を受け付けるもので、総

務大臣から委嘱を受けた「行政相談委員」が各市町村に配置されています。 

 

 

 
 

 
 

 借金、離婚、相続・遺言などについてお悩みの方、弁護士が相談に応じます。相

談料は無料、秘密は厳守します。 
 

【日  時】１０月１６日（水）午後１時～４時 

【会  場】文化センターＴＯＭ ２階第１会議室（中湧別中町） 

【相 談 員】ともざわ法律事務所 弁護士 大島 由依 さん 

【定  員】６人（予約制・先着順：お一人様３０分） 

【申込方法】１０月１日（火）から予約受付を開始します。お電話でお申し込みく 

ださい。 

      ※受付時間：午前８時３０分～午後５時１５分 

（土・日曜日、祝日を除く） 

【申 込 先】○上住民税務課 ℡２－５８６３ 

 

特設行政相談所を開設します 

○上住民税務課 住民生活Ｇ ２－５８６３ 

秋のすずらん無料法律相談を開催します 

○上住民税務課 住民生活Ｇ ２－５８６３ 
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北見年金事務所による年金相談が、次の日程により開催されますのでお知らせ

します。年金相談は、会場における混雑を緩和し、お客さまの相談時間を十分に

確保するため、完全予約制です。相談予約は、電話にてお申し込みください。 
 

開設日 開設会場 開設時間 

１０月１７日（木） 紋別市民会館（紋別市潮見町１丁目） 午前 ９時～午後３時 

１1月２１日（木） 
遠軽町保健福祉総合センター・げんき 21 

（遠軽町1条通北 1丁目） 
午前１０時～午後４時 

１2月１９日（木） 紋別市民会館（紋別市潮見町１丁目） 午前 ９時～午後３時 

 
 

【電話予約申込先】北見年金事務所お客様相談室 ℡０１５７－３３－６００７ 

（自動音声案内、番号１→２を押してください） 

※相談日の１カ月前から受け付けしています。 

※人数に制限がありますので、詳しくは北見年金事務所お客様相談室までお問い 

  合わせください。 

 

 

 

 
 
 

 秋の一斉清掃を１０月６日（日）に実施します。午前８時に全町一斉にサイレン

が鳴りますので、これを合図に出役し、自宅周辺道路等に散乱しているゴミを集め、

きれいな町にしましょう。 

 皆さまのご協力をよろしくお願いいたします。 
 

【注意事項】 

●ゴミは中身が見える透明もしくは半透明のゴミ袋に入れてください。 

●肥料袋などを使用する場合は、自治会に配布済みの「清掃シール」を貼り付 

け、口を開けたままにしておいてください。 

●土砂はできるだけ道路わきの土のある場所へ戻してください。 

●資源ゴミとして排出できるゴミは、極力分別して資源ゴミの日に排出してくだ 

さい。 

●集めたゴミは、上湧別地区はゴミステーションの足元に、湧別地区は資源 

ゴミの回収拠点に置いてください。（一斉清掃で集めたゴミのみ回収します） 

●事業所においても、清掃日までに清掃のご協力をお願いいたします。 

●雨等で中止になる場合があります。その場合はサイレンが鳴りません。 

●１０月６日（日）が中止の場合は、延期とせずに中止とします。 

 

北見年金事務所出張相談所を開設します 

○上住民税務課 住民生活Ｇ ２－５８６３ 

１０月６日は秋の一斉清掃日です（再掲載） 

○上住民税務課 住民生活Ｇ ２－５８６３ 
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１０月９日（水）に次の日程で移動献血車が町内を巡回します。皆さまのご協力

をよろしくお願いいたします。 
 

 

 

※血液センターでは、献血にご協力いただいた方々へ、後日郵送により７項目の生

化学検査成績および８項目の血球計数検査成績をお知らせしています。ご自身の

健康管理にお役立てください。 

 

 

 

 

 

【日 時】１０月１４日（月・体育の日） 午後１時 

【会 場】開盛住民センター 駐車場内（開盛） 

      ※雨天時は文化センターＴＯＭ 大ホール（中湧別中町） 

【サイレン】全地区 午後０時３０分に吹鳴します。 

【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 

 

 
 

 
 
 

植栽木に食害をおよぼす野ネズミの駆除を目的として、ヘリコプターによる殺鼠

剤の空中散布を次のとおり実施します。 
 

【実 施 日】１０月２２日（火）～２５日（金） 

※天候、作業工程により実施日が前後することがありますのでご理解 

ください。 

【散布区域】町内造林地一円 

【事業実施者】湧別町、遠軽地区森林組合 

 

月 日 実施場所 時 間 

１０月９日（水） 

湧別町役場 湧別庁舎 前 午前１０時００分～１１時４０分 

株式会社 西村組 前 午後 １時１０分～ １時４０分 

湧別町農協 本所 前  ２時１０分～ ３時１０分 

湧別高校 前  ３時４０分～ ４時１０分 

野ネズミ駆除のための薬剤空中散布を実施します 

○湧水産林務課 水産林務Ｇ ５－３７６３ 

 

 

湧別町消防団秋季消防演習開催のお知らせ 

遠軽地区広域組合 消防署 上湧別出張所・湧別出張所 

 

 

献血にご協力をお願いします 

○湧福祉課 福祉Ｇ ５－３７６１ 
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１０月に実施予定の初心者パソコン講座の日程をお知らせします。受講される方

の技術や目的、都合に応じてそれぞれ対応しますので、詳しくはお問い合わせくだ

さい。 
 

【日  時】１０月１日（火）～１０月３１日（木）の平日 

午前９時３０分～１１時３０分、午後１時３０分～４時３０分の間 

【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】１時限（５０分授業）：１，２００円 

【申込・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 

 

 

 

 

 

 湧別町商工会では、１０月１日から実施が予定されている消費税増税に対する消

費喚起対策として、お買い物の５％を還元する「愛町購買事業」を実施します。 
 

【内 容】取扱店で現金お買い上げ５００円ごとに「湧湧
わくわく

シール」を１枚進呈し 

ますので、専用台紙に「湧湧
わくわく

シール」を１２枚貼り付けると台紙が完 

成します。次の方法でご利用ください。 

●取扱店で３００円の「湧湧
わくわく

商品券」として使用 

●応募券として「湧湧
わくわく

抽選」に応募（特賞３万円など） 

【売出期間】１０月１日（火）～１１月１９日（火）まで 

【問い合わせ先】湧別町商工会 ℡２－２２７８ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

初心者パソコン講座を開催します 

○上商工観光課 商工観光Ｇ ２－５８６６ 

お買い物で５％還元「愛町購買事業」（再掲載） 

湧別町商工会 ２－２２７８ 

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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「開盛住民センター」および「富美地区住民センター」は、現在の指定管理者の

指定期間が令和２年３月３１日に満了します。 

このため、令和２年４月１日からの指定管理者を選定するにあたり、開盛自治会

および富美自治会をそれぞれ候補者に選定し、今後の審査を進めていくことについ

て、パブリックコメント（意見公募）を受け付けます。 
 

【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町内に所在する事務所、事業所に勤務する方 

      ④町内に所在する学校に在学する方 

      ⑤対象案件に利害関係を有する方 

【募集期間】１０月２４日（木）まで 

【資料の閲覧場所】○上総務課、○湧福祉課、中湧別図書館、湧別図書館、町ホームページ 

（http://www.town.yubetsu.lg.jp/st/10somu/2019pabukome.html） 

【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

れかにより提出してください。 

①郵 送：〒099-6592 湧別町上湧別屯田市街地３１８番地 

湧別町役場 総務課 

②Ｆ Ａ Ｘ：２－２５１１ 

③メ ー ル：somu＠town.yubetsu.lg.jp 

④直接持参：○上総務課 

【提出様式】資料の閲覧場所に「パブリックコメント手続意見提出用紙」を備えて

います。また、町ホームページからダウンロードできます。 

【留意事項】●ご意見等を提出する際は、住所、氏名、連絡先を必ず記入してくだ

さい。 

       ※氏名等は公表しません。 

●提出されたご意見等を反映できるかどうかを考慮したうえで、町議 

会の議決を得て決定します。 

●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。 

 

 

 

 

 

 

「開盛住民センター」および「富美地区住民センター」指定管理候補者の 

選定に関するパブリックコメント（意見募集）について 

○上総務課 広報・自治会Ｇ ２－２１１２ 
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「湧別町高齢者生活福祉センター」は、現在の指定管理者の指定期間が令和２年

３月３１日で満了となります。 

このため、令和２年４月１日からの指定管理者を選定するにあたり、社会福祉法

人 湧別福祉会を候補者に選定し、今後の審査を進めていくことについて、パブリ

ックコメント（意見公募）を受け付けます。 
 

【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町内に所在する事務所、事業所に勤務する方 

      ④町内に所在する学校に在学する方 

      ⑤対象案件に利害関係を有する方 

【募集期間】１０月２４日（木）まで 

【資料の閲覧場所】○湧福祉課、○上住民税務課、中湧別図書館、湧別図書館、 

町ホームページ（http://www.town.yubetsu.lg.jp/st/35hoken/） 

【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

れかにより提出してください。 

①郵 送：〒099-6404 湧別町栄町１１２番地の１ 

湧別町役場 福祉課 

②Ｆ Ａ Ｘ：５－２２８３ 

③メ ー ル：fukushi＠town.yubetsu.lg.jp 

④直接持参：○湧福祉課 

【提出様式】資料の閲覧場所に「パブリックコメント手続意見提出用紙」を備えて

います。また、町ホームページからダウンロードできます。 

【留意事項】●ご意見等を提出する際は、住所、氏名、連絡先を必ず記入してくだ

さい。 

       ※氏名等は公表しません。 

●提出されたご意見等を反映できるかどうかを考慮したうえで、町議 

会の議決を得て決定します。 

●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。 

 

 

 

 

 

 

「湧別町高齢者生活福祉センター」指定管理候補者の選定に関する 

パブリックコメント（意見募集）について 

○湧福祉課 福祉Ｇ ５－３７６１ 
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子育て支援センターでは、第５回３Ｂ体操教室を開催します。「遊びの要素」「気

軽に」「体に無理なく」をキーワードに誰にでも楽しめる体操です。体験したこと

のある方も、初めての方も、ぜひご参加ください。 
 

【日  時】１０月１０日（木） 午前１０時～１１時３０分 

【場  所】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をもつ保護者 

【定  員】１０人 

【持 ち 物】ヨガマットまたは大判バスタオル、上靴、タオル、動きやすい服装、飲み物 

※託児希望の方は、お子さんの着替えやオムツ、水分補給用飲料水、 

その他必要と思われるものをご持参ください。 

【申込締切日】１０月３日（木） 

【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・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 

 

 

 

「第５回３Ｂ体操教室」開催のご案内 

○湧健康こども課 子育て相談Ｇ ５－３７６５ 
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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。 
 

子育て支援センターは町内に住む就学前の乳幼児と保護者の方を対象に、育児学

級や講座など様々な活動を行っています。子育て支援センターをまだ利用したこと

のない方も、気軽に足を運んでみませんか？ 
 
 

 

 

※日曜・祝日は閉館 湧別 湧別子育て支援センター（℡５―２４３２） 中湧 中湧別子育て支援センター（℡２―２０４９） 

 
 

月 火 水 木 金 土 

 
1 2 3 4 5 

●印は乳幼児をもつ

保護者の方であれば

どなたでも利用でき

ます。 

★印は育児学級に登

録している方が利用

できます。 

★育児学級げんき 
湧別午前10時00分 

    ～11時30分 

 

 

●開放日 
湧別午後1時～5時 

中湧午前9時～午後5時 

 

 

 

 

 

●開放日 
湧別・中湧 

午前9時～午後5時 

★育児学級ぴよぴよ 
中湧午前10時00分 

    ～11時30分 

 

 

●開放日 
湧別午前9時～午後5時 

中湧午後1時～5時 

★育児学級げんき 
中湧午前10時00分 

    ～11時30分 

 

 

●開放日 
湧別午前9時～午後5時 

中湧午後1時～5時 

 

 

 

 

 

●開放日 
湧別・中湧 

午前9時～午後5時 

7 8 9 10 11 12 

★育児学級ぴよぴよ 
湧別午前10時00分 

    ～11時30分 

 

 

●開放日 

湧別午後1時～5時 

中湧午前9時～午後5時 

★育児学級げんき 
湧別午前10時00分 

    ～11時30分 

 

 

●開放日 

湧別午後1時～5時 

中湧午前9時～午後5時 

★出張育児学級 
芭露保育所 

午前10時00分 

 ～11時30分 

 

●開放日 
湧別・中湧 

午前9時～午後5時 

●3Ｂ体操 
中湧午前10時00分 

    ～11時30分 

※要申込み 

 

 

●開放日 
湧別午前9時～午後5時 

中湧午後1時～5時 

★育児学級げんき 
中湧午前10時00分 

    ～11時30分 

 

 

●開放日 

湧別午前9時～午後5時 

中湧午後1時～5時 

 

 

 

 

 

●開放日 

湧別・中湧 

午前9時～午後5時 

14 15 16 17 18 19 

閉館 

★育児学級げんき 
湧別午前10時00分 

    ～11時30分 

 

 

●開放日 
湧別午後1時～5時 

中湧午前9時～午後5時 

●マタニティ教室  

中湧午前10時00分 

    ～11時30分 

越後助産師のお話です 

※要申込み 

●開放日 
湧別午前9時～午後5時 

中湧午後1時～5時 

★育児学級ぴよぴよ 
中湧午前10時00分 

    ～11時30分 

 

 

●開放日 
湧別午前9時～午後5時 

中湧午後1時～5時 

★育児学級げんき 
中湧午前10時00分 

    ～11時30分 

 

 

●開放日 
湧別午前9時～午後5時 

中湧午後1時～5時 

 

 

 

 

 

●開放日 
湧別・中湧 

午前9時～午後5時 

21 22 23 24 25 26 

●乳幼児相談 
湧別午前10時00分 

    ～11時30分 

※申込み不要 

 

●開放日 

湧別午後1時～5時 

中湧午前9時～午後5時 

閉館 

 

 

 

 

 

●開放日 

湧別・中湧 

午前9時～午後5時 

★育児学級ぴよぴよ 
中湧午前10時00分 

    ～11時30分 

 

 

●開放日 

湧別午前9時～午後5時 

中湧午後1時～5時 

★育児学級げんき 
中湧午前10時00分 

    ～11時30分 

 

 

●開放日 

湧別午前9時～午後5時 

中湧午後1時～5時 

 

 

 

 

 

●開放日 

湧別・中湧 

午前9時～午後5時 

28 29 30 31   

★育児学級ぴよぴよ 
湧別午前10時00分 

    ～11時30分 

 

 

●開放日 

湧別午後1時～5時 

中湧午前9時～午後5時 

★育児学級げんき 
湧別午前10時00分 

    ～11時30分 

 

 

●開放日 

湧別午後1時～5時 

中湧午前9時～午後5時 

●パン作り講座 
湧別午前9時～午後1時 

※要申込み 

 

 

●開放日 

湧別午後2時～5時 

中湧午前9時～午後5時 

★育児学級ぴよぴよ 
中湧午前10時00分 

    ～11時30分 

 

●開放日 
湧別午前9時～午後5時 

中湧午後1時～5時 

【育児学級への申し込み方】 

就学前の乳幼児とその保護者および妊婦の

方が対象となります。 

登録制となっています。申込用紙に必要事

項をご記入のうえ、直接または FAXにてお

申し込みください。 

両支援センターで随時受け付けています。 

子育て支援センター１０月の予定表を掲載します 

○湧健康こども課 子育て相談Ｇ ５－３７６５ 



- 16 - 

 

 
 

 

 
  

町内外の大勢の皆さまにご利用いただいています日帰り温泉入浴施設「かみゆう

べつ温泉チューリップの湯」は、施設の定期保守点検および清掃作業実施のため次

の日程で臨時休館します。 

 ご迷惑をおかけしますが、ご理解とご協力をよろしくお願いいたします。 
 

 

 

【休 館 日】１０月１５日（火）～１７日（木）の３日間 

 

 

 

 

 

 

 

 他の市区町村から転入された方でも、住民税が非課税の場合は「湧別町プレミア

ム付商品券」を購入することができます。希望される方は、次の手順により交換し

ご活用ください。 
 

【対象者・手続き方法】 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

【必要なもの】●転入前の市区町村の購入引換券 

●本人確認に必要な有効期限内の公的証明書（運転免許証、マイナ 

ンバーカード、パスポート、健康保険証、障害者手帳など） 

       ●印鑑 

【申請窓 口】○湧福祉課、○上住民税務課 

 

 

 

 

 

転入された方も「湧別町プレミアム付商品券」を購入できます（再掲載） 

○湧福祉課 福祉Ｇ ５－３７６１ 

 

本年１月１日時点で住民票のあった市区町村へ問い

合わせ、購入引換券の交付申請をし、交付を受ける。 

申請窓口へ転入前の市区町村から交付された購入引換券を持参し、申請書を記入のうえ 

湧別町の購入引換券と交換する。 

転入前の市区町村の購入引換券を 

お持ちの方 

住民税が非課税で、転入前の市区町村の購入引換券を 

お持ちでない方 

「かみゆうべつ温泉チューリップの湯」臨時休館のお知らせ 

○上商工観光課 商工観光Ｇ ２－５８６６ 

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 


