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新篠津村の特産品が販売されます！
上 商工観光課
○

商工観光Ｇ ２－５８６６

９月２３日（月・秋分の日）開催の産業まつりに、新篠津村職員やＪＡ新しのつ
の職員が駆けつけ、
「新篠津村の特産品販売ブース」を出店します。
当日は、新米「ゆめぴりか」の販売と試食会のほか、トマトやナスなどの新篠津
産のとれたて野菜が販売されます。ぜひ、この機会にご賞味ください。
＜湧別町と新篠津村の交流＞
昭和２７～２９年に上湧別開拓団３０人が新篠津村新湧地区に入植したことか
ら、お互いの親交を深めており、平成１５年９月の友好都市の調印を契機に、小学
生の相互交流事業をはじめ親睦と友好を深めています。
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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

お買い物で５％還元「愛町購買事業」
湧別町商工会 ２－２２７８

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。
わくわく

【内

容】取扱店で現金お買い上げ５００円ごとに「湧湧シール」を１枚進呈し
わくわく
ますので、専用台紙に「湧湧シール」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。
わくわく
●取扱店で３００円の「湧湧商品券」として使用
わくわく
●応募券として「湧湧抽選」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

歯科健診・フッ素塗布のご案内
湧 健康こども課
○

子育て相談Ｇ ５－３７６５

町で歯科健診・フッ素塗布を行います。希望される場合は、○
湧 健康こども課ま
でお申し込みください。
【日程・会場】
月 日

受付時間

10 月１8 日
（金） 午後０時３０分～１時 0０分

会 場

申込締切日

保健福祉センター
（栄町）

１０月１1 日（金）

【対 象 者】概ね１歳～就学前のお子さん
※上下の前歯が生えてきた頃がフッ素塗布の目安です。
【流
れ】①受付 ②染め出し（希望者のみ） ③ブラッシングチェック
④歯科健診 ⑤フッ素塗布（綿球法または歯ブラシ法を選べます。
）
※染め出しとは、歯垢（プラーク）を赤く染め、歯の色を区別しやす
くするものです。磨き残しがある場所を確かめることができるため、
歯磨きの癖を知ることができます。
【料
金】無料
【持 ち 物】●母子手帳
●歯ブラシ
●問診票（お手元に無い方は、当日会場でご記入ください）
●エプロン（染め出しを希望する方のみ）
【そ の 他】事前に歯磨きをしてきてください。
【申 込 先】○
湧 健康こども課 ℡５－３７６５
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風しんの追加対策として抗体検査・予防接種を実施しています
湧 健康こども課
○

健康相談Ｇ ５－３７６５

令和４年３月までの３年間、風しん予防のため、過去に定期接種の機会がなかっ
た次の方を対象に、抗体検査と予防接種（風しん第５期）を無料で実施します。対
象の方にはクーポン券を発行しますので、積極的にご活用ください。
【クーポン券送付対象者】今 年 度：昭和４７年４月２日～昭和５４年４月１日生まれの男性の方
来年度以降：昭和３７年４月２日～昭和４７年４月１日生まれの男性の方
※来年度以降の対象者で、今年度中に検査を希望される方にはクーポ
ン券を発行しますので、ご希望の方は町までお申し込みください。
【クーポン有効期限】令和２年３月３１日（火）
【実施医療機関】本事業に参加している医療機関であれば、クーポンを全国どこで
も利用可能です。町内では次の場所で実施しています。
●ゆうゆう厚生クリニック
●曽我病院
※町外で実施している医療機関は、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。
風しんの追加対策

検 索

【申込・問い合わせ先】○
湧 健康こども課 ℡５－３７６５

就学時健康診断を実施します（再掲載）
教育委員会 教育総務課 学校教育Ｇ ５－３１４３

来年、新たに小学校および義務教育学校に入学するお子さんを対象に、次のとお
り健康診断を実施します。
年度内に町外への転出や町内での転居を予定している方、現在湧別町に住所はな
いが入学までに転入する予定の方は、教育委員会教育総務課（℡５－３１４３）ま
でご連絡ください。
なお、該当される方には、９月２０日（金）頃までに案内文書を送付します。

日時
場所

上湧別・中湧別・開盛・富美地区

湧別・芭露地区

１０月２日（水）
午後１時より受付開始
上湧別コミュニティセンター
（上湧別屯田市街地）

１０月８日（火）
午後１時より受付開始
保健福祉センター
（栄町）

内容

内科健診・歯科健診・視力検査・聴力検査・知能検査

対象

平成２５年４月２日～平成２６年４月１日生まれのお子さん
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日本脳炎予防接種のお知らせ
湧 健康こども課
○

子育て相談 G ５－３７６５

生年月日により接種スケジュールが異なりますので、下記の接種方法をご確認の
うえ、お申し込みください。
日本脳炎とは
●日本脳炎ウイルスに感染した蚊（コガタアカイエカ）に刺されてうつる感染症です。
●蚊に刺されてから７～１０日後に、高熱、頭痛、おう吐、けいれん、意識障がいなどの症状が
出ますが、ほとんどの人は感染しても症状が出ません。
●発症したときの死亡率は２０～４０％ですが、神経の後遺症を残す方が多くいます。
●現在、ウイルスを持つ蚊は北海道には生息していないと考えられますが、道外や海外へ行く
場合には注意が必要です。

【対象年齢・接種方法】１人につき、合計４回の接種を行います。
※生年月日により接種方法が違いますので注意願います。
◆平成２5年４月2日以降 生まれの方
平成 28 年 4 月 2 日以降
生まれ

町３歳児健診にて、個別にご案
内します。

平成 27 年４月２日～
平成 28 年４月１日生まれ

３～４歳未満の間に１期初回 2 回

湧 健康こども課までお申し込
○

４～５歳未満の間に１期追加 1 回

みください。

平成 26 年４月２日～
平成 27 年４月１日生まれ

９～１０歳未満の間に２期１回
を接種

未接種の方へ、町 5 歳児健診
にて、個別にご案内します。
湧 健康こども課までお申し込
○

平成 25 年４月２日～
平成 26 年４月１日生まれ

みください。

◆平成２１年１０月２日～平成２５年４月１日 生まれの方
湧 健康こども課までお申し込
○

平成 23 年４月２日～
平成 25 年４月１日生まれ
平成 22 年４月２日～
平成 23 年４月１日生まれ

みください。
7 歳半未満の間に 1 期初回２回
１期追加１回
9～13 歳未満の間に 2 期 1 回
を接種

平成３１年３月に郵送しました
２期接種の案内文を確認のうえ、○
湧健
康こども課までお申し込みください。
湧 健康こども課までお申し込
○

平成 21 年 10 月２日～
平成 22 年４月１日生まれ

みください。

◆平成１９年４月２日～平成２１年１０月１日 生まれの方
平成 19 年 4 月 2 日～
平成 21 年 10 月１日生まれ

9～13 歳未満の間に 1 期初回２回
1 期追加１回
2期
1回
を接種
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湧 健康こども課までお申し込
○

みください。

◆平成１１年４月２日～平成１９年４月１日 生まれの方
平成１１年 4 月２日～
平成１９年 4 月１日生まれ
（20 歳未満の方）

20 歳未満の間に 1 期初回２回
1 期追加１回
2期
1回
を接種

湧 健康こども課までお申し込
○

みください。

【接種会場】接種できる医療機関は、年齢により異なります。
①遠軽厚生病院
対象年齢
３歳～未就学児

接種日
毎週 木曜日
第１、第２金曜日

受付時間
午後０時４５分～１時

②ゆうゆう厚生クリニック ※１１・１２月は接種不可
対象年齢

接種日

受付時間

小学生以上の方

毎週 水・木曜日

午後３時３０分～３時４５分

③曽我病院 ※１１・１２・１月は接種不可
対象年齢

接種日

受付時間

小学生以上の方

毎週 月・火・水曜日

午後３時～４時３０分

【持 ち 物】母子手帳、予診票（申し込み後に郵送します。
）
【料
金】無料 ※対象年齢を過ぎて接種した場合、定期接種ではなく任意接種
（全額自己負担）となりますので、ご注意ください。
【そ の 他】●接種希望日の２週間前までにお申し込みください。なお、医師不在
等により予約ができない場合があります。
●一日に接種できる人数に限りがあるため、定員に達した時点で締め
切らせていただきます。
※高校、大学進学等のために上記医療機関での接種が困難な方は、
償還払いにて対応しますので、接種される前にお問い合わせください。
（償還払いとは、指定外の医療機関で接種して料金を支払った後、
その領収書を持参して町に申請し、料金の還付を受ける方法です。
）
【申込・問い合わせ先】○
湧 健康こども課 ℡５－３７６５
日本脳炎ワクチン予防接種の副反応
日本脳炎ワクチンを接種した後、熱やせきが出たり、注射のあとが赤くなったり
する場合があります。また、きわめてまれに、けいれん、アナフィラキシー様症状、
脳炎などの重い病気にかかることがあるともいわれています。
副反応の可能性も考慮したうえで、保護者の方が「日本脳炎予防接種を受けるか
受けないか」を最終的に判断されますようお願いいたします。
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「保育所開放日」のお知らせ
湧 健康こども課
○

児童支援 G ５－３７６５

次の日程で保育所を開放します。子どもたちが保育所で活動する様子をご覧ください。
【日時・場所】
月 日

場 所

時 間

９月１９日（木）

芭露保育所

３歳以上児：午前９時３０分～１１時
※３歳未満児の保育所開放はありません

【そ の 他】お申し込みは必要ありませんのでご自由にお越しください。
【問い合わせ先】芭露保育所 ℡６－２０２６

湧別運動公園（野球場）休止のお知らせ
教育委員会 社会教育課 社会教育Ｇ ５－３１３２

湧別運動公園（野球場）のフェンス等改修工事に伴い、次の期間の利用を休止し
ます。利用者の皆さまには大変ご迷惑をおかけしますが、ご理解とご協力をお願い
いたします。
【休止期間】９月１７日（火）～シーズン終了まで
【問い合わせ先】教育委員会社会教育課 ℡５－３１３２

鷹の台合氣道同友会が湧別町で合宿します
湧別町合気道協会

鷹の台合氣道同友会（東京都小平市）が湧別町で合宿を行います。この機会に、
洗練された合気道の技をぜひご覧ください。
【合宿日程】９月２０日（金）～２３日（月）
【会
場】武道館（栄町）
（℡５－２２２９）
【見 学 会】９月２１日（土）午前９時～１０時
午後２時～ ３時
９月２２日（日）午後２時～ ３時
９月２３日（月）午前８時～ ９時
※時間を変更する場合がありますので、ご了承ください。
【問い合わせ先】湧別町合気道協会 会長 尾﨑 晌 ℡２－２４２８
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商工会長杯町民パークゴルフ大会を開催します
湧別町商工会 ２－２２７８

湧別町商工会の主催による、商工会員と町民の皆さまとの親睦を目的とした町民
パークゴルフ大会を開催します。職場のお仲間やご家族と一緒にぜひご参加くださ
い。
【日

時】１０月１３日（日）
受付：午前８時 開会式：午前８時３０分
【場
所】五鹿山パークゴルフ場（北兵村二区）
【参加資格】１８歳以上の町民
【参 加 料】コース使用料３００円（シーズン券をお持ちでない方のみ）
【申込方法】五鹿山パークゴルフ場および芭露パークゴルフ場にあります申込用紙
にご記入ください。なお、商工会窓口でも受け付けします。
【申込締切日】１０月７日（月）
【後
援】上湧別パークゴルフ協会
【問い合わせ先】湧別町商工会 ℡２－２２７８

１０月６日は秋の一斉清掃日です
上 住民税務課
○

住民生活Ｇ ２－５８６３

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。
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山菜採りに伴う事故やヒグマとの遭遇に十分ご注意を！！
湧 水産林務課
○

水産林務Ｇ ５－３７６３

山菜採りや山登りをされる方々にとっては待ちかねたシーズンがやってきます
が、町内でも数多くのヒグマの出没情報が寄せられています。
山へ入られる方や農作業に従事される方は十分に注意してください。
【秋のヒグマ注意特別期間】９月７日（土）～１０月３１日（木）
【山菜取りの心構え５カ条】
（１）行き先を必ず家族等に知らせておきましょう。
（２）単独での入山はやめましょう。
（３）赤やオレンジ等の目立つ服を着るようにしましょう。
（４）通信手段（携帯電話、無線機等）や笛、鈴、
ラジオ、非常食、懐中電灯、ナタ等を携行しま
しょう。
（熊撃退スプレーがあれば、なお良い）
（５）迷ったら落ち着いて行動しましょう。
【ヒグマと出会わないために】●「車が近くにあるから、大丈夫」ではなく、鈴や笛、
ラジオ等（人工音）を鳴らし、人の存在を早めに
ヒグマに知らせましょう。
●早朝や夕暮れ時はヒグマが活発に行動するので入
山は避けましょう。
●ヒグマのフンや足跡、食べ跡、爪跡を見つけたら
すぐに引き返しましょう。
【ヒグマ出没状況について】ヒグマの出没情報を随時町ホームページ（http://www.
town.yubetsu.lg.jp/st/20suisan/higumajoho.html）
に掲載しています。ヒグマの姿や足跡等を発見した場
合は、○
湧 水産林務課（℡５－３７６３）へご連絡くだ
さい。
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狩猟期間中における道有林への入林自粛について
湧 水産林務課
○

水産林務Ｇ ５－３７６３

エゾシカ狩猟期間中（地域によって異なりますが、オホーツク管内では１０月
１９日から２月２８日まで）は、多くの狩猟者が道有林へ入林します。狩猟に伴う
事故防止のため、この期間は可猟区域への入林をお控えいただくようお願いします。
なお、可猟区域の林道入口には、狩猟通行路線の注意喚起看板が設置してありま
す。ただし、開放林道周辺では狩猟は行われません。
エゾシカによる森林等被害を低減するため、皆さまのご理解とご協力をお願いし
ます。
【問い合わせ先】北海道水産林務部森林環境局道有林課道有林管理グループ
担当：山本、河本
℡０１１－２０４－５５１９

「北海道立北の森づくり専門学院」の出願受付について
湧 水産林務課
○

水産林務Ｇ ５－３７６３

令和２年４月に「北海道立北の森づくり専門学院」が旭川市に開校します。
この学院は、林業・木材産業の幅広い知識と確かな技術を２年間で身に付けられ
る専門学校です。北海道の森林づくりへの意欲に溢れた方を次のとおり募集します。
【出 願 資 格】道内の林業・木材産業関係企業等への就職を希望し、高等学校卒業
または同等以上の学力を有し、入学時に４０歳以下の方
【試験日程等】
区分

出願期間

試験会場

試験日

試験内容

推薦

１０月 １日（火）～１５日（火）

札幌会場

１０月２５日（金）

面接

一般

１０月１５日（火）～２８日（月）

北見会場

１１月１５日（金）

面接・小論文

※詳細は、北海道ホームページ（http://www.pref.hokkaido.lg.jp/sr/rrm/kitamori
college/home.htm）をご覧ください。
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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
を開催しますのでぜひご参加ください。
【日
時】９月２８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年生以下のお子さんは保護者同伴が条件です。
）

【品

目】調理パン

【持参用具】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】９月２５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。

「バランス丼 料理教室～コツコツとろう！カルシウム②～」を開催します
湧 健康こども課
○

健康相談Ｇ ５－３７６５

「広報ゆうべつ」で紹介しているバランス丼の調理実習を行います。意識しない
と不足しがちなカルシウム。毎日コツコツ摂ることが大切です。
カルシウムを多く含む食品を使って、バランスのよい料理を作ってみませんか。
【日

時】１０月４日（金）午前１０時～午後１時頃

【場

所】保健福祉センター（栄町）

【内

容】①ミニ講話
②調理実習「マカロニグラタン丼」
「簡単副菜」
「手作りデザート」

【対

象】町民の方

【持 ち 物】エプロン、バンダナ、上靴、筆記用具、食材費（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】９月３０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。
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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

８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

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

22

17

39

２０人

0

0

4

4

２０人

0

1

1

2

４０人

0

24

39

63

２０人

0

17

12

29

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
屯田市街地
湧愛園ちゅーりっぷ

定員
･
室数

上湧別館 ※３

中湧別北町

4-2070

１８人

0

2

14

16

小規模多機能
向日葵

中湧別東町

2-3618

２２人

０

４

0

４

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

6

10

16

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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農業振興地域整備計画の変更受付について
上 農政課
○

農政Ｇ ２－５８６１

町では、「農業振興地域の整備に関する法律」に基づいて湧別町農業振興地域整
備計画を策定し、農業振興に関するさまざまな施策を実施しています。
この法律では各市町村が策定した農業振興地域整備計画に沿った土地利用が定
められており、計画区域に該当する土地で次の事業を実施する場合、実施前までに
変更手続きを完了する必要があります。
１.「農用地区域への編入」…土地改良事業に伴い農地以外の土地を農地とする場合
２.「農用地区域からの除外」…農地に、住宅や工場等を建設したり、駐車場や資材
置き場として利用しようとする場合など、農地を農
用地以外の用途に利用する場合
３.「用 途 区 分 の 変 更」…農地に農業用施設を建てる場合
次の期間で変更申請を受け付けますので、該当する土地がある場合は期間内に申
請をお願いいたします。
なお、「農用地区域からの除外」は法律により厳しく制限されており、除外が認
められるには次の要件を満たす場合などに限られていますのでご了承ください。
●農用地区域以外に代替すべき土地がなく、また事業規模に対して妥当な面積で
あること。
●除外によって農用地の集団性や農作業の効率化に支障がないこと。
●周辺の担い手等の農用地の利用や集積に支障がないこと。
●除外によって農用地区域内の土地改良施設（農道や水路等）に支障がないこと。
●土壌改良事業を実施中の区域でないこと。または事業完了から８年以上経過し
ていること。
【受付期間】１０月１０日（木）まで
【必要書類】ア 農業振興地域の整備計画変更申請書（○
上 農政課に備えてあります。）
イ 変更後の使用目的に係る資料（事業計画書、設計書等）
ウ 変更する土地の位置図（１/５０,０００）および利用図（１/２,５００）等
エ 変更する土地の全部事項証明書（法務局より）
※更に資料をお願いする場合があります。
【手続きに要する期間】手続きに要する期間は６カ月程度と見込まれますが、内容によっては
北海道知事の同意を得られず変更が認められない場合や、予定以上の
期間を要する場合があります。

- 12 -

町議会定例会のお知らせ
上 議会事務局
○

２－２１３０

令和元年第３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】９月１８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
※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。

「図書館まつり」開催のお知らせ
中湧別図書館 ２－３１５０

「図書館まつり」では、毎年恒例の「古本市」を開催します。また、絵本作家の
真珠まりこさんを招き、絵本講座「もったいないばあさんのおはなし会」も開催し
ます。ご家族そろってご来場ください。なお、絵本講座のみ事前申込みが必要です。
参加をご希望される方は下記問い合わせ先までご連絡ください。
【日

程】１０月６日（日）

◆古本市
【時 間】午前９時３０分～午後１時３０分
【場 所】文化センターＴＯＭ 大ホール（中湧別中町）
【内 容】古本の無料リサイクル市です。雑誌、小説、マンガ、絵本など様々な
ジャンルの本を６,０００冊以上展示します。
【対 象】どなたでも参加できます。
◆絵本講座
【時 間】午前１０時３０分～１１時３０分
【場 所】文化センターＴＯＭ 研修室（中湧別中町）
【講 演】もったいないばあさんのおはなし会
【講 師】絵本作家 真珠まりこさん
【対 象】幼児、小学生、保護者、子育てサークル、読み聞かせボランティア等
の関係者および「絵本」
「読み聞かせ」等に関心のある方
【定 員】８０人 ※申込状況によっては当日の参加を認めます。
【申込方法】参加を希望される方は９月２９日（日）までに中湧別図書館にご連
絡ください。
【参 加 料】無 料
【問い合わせ先】中湧別図書館 ℡２－３１５０
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上水道工事に伴う道路通行規制のお知らせ
上 水道課
○

上下水道Ｇ ２－５８６７

富美・上富美地区の水道管設置工事のため、工事実施中、下記区間が片側交互通
行（一時通行止め）となります。ご迷惑をおかけしますが、ご協力をお願いいたし
ます。
【工 事 名】川西簡易水道事業配水管設置工事
【期
間】９月２０日（金）～１２月２０日（金）まで
※天候・工事進捗等により、期間が変更になる場合があります。
【施工業者】湧別小型運送㈱
【問い合わせ先】○
上 水道課 ℡２－５８６７
富美
９月中旬～１２月中旬

１０月上旬～１１月中旬

上富美
１１月上旬～１１月下旬

１０月中旬～１１月中旬
１０月上旬～１１月下旬
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