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町では、北海道胆振東部地震を教訓として伝える観点から、昨年の地震が発生し

た日と同じ９月６日（金）に実施される、地震を想定して参加者が同じ日時にそれ

ぞれの場所で一斉に基本行動を行う「北海道シェイクアウト」に参加します。 

当日は、午前１０時になりましたら、職員が１分間程度の基本行動（安全行動の

１-２-３）を行う予定ですので、来庁・来館中のお客さまのご協力をいただくとと

もに、可能な範囲で、一緒に地震から命を守る安全行動をとりましょう。 
 

【日 時】９月６日（金）午前１０時 

【実施場所】上湧別庁舎、湧別庁舎、教育委員会事務局、中湧別出張所、湧別図書館、 

中湧別図書館、ふるさと館ＪＲＹ、各保育所・児童センター、学校給食センター 

【訓練内容】時間に合わせて、各自がそれぞれの場所で、地震発生を想定し、概ね

1分間程度、基本行動（安全行動の１－２－３）を実施します。 
 

①ドロップ（まず低く）②カバー（頭を守り）③ホールドオン（動かない） 
 

 

 

 

 

令和元年８月２６日発行 
湧別町役場上湧別庁舎 ２－２１１１ ・ 湧別庁舎 ５－２２１１ 
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９月６日（金）午前１０時 湧別町は北海道シェイクアウトに参加します 

～震災から命を守る 1分間 みんなでやろう！シェイクアウト訓練～ 

○上総務課 情報防災Ｇ ２－２１１２ 

 

 

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

井 

【安全行動の１－２－３】 
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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。 

なお、乳がん検診はガイドラインに基づき「マンモグラフィー撮影のみ」とな

ります。 
 

 

 

 

 
 

【日 程 ・ 会 場】 

検診項目 日にち 受付時間 

各時間定員

（人） 
会場 申込締切日 

乳がん 
子宮頸 

がん 

乳がん検診 

（40歳以上対象） 

10月２９日

（火） 

①午前 9時00分～ 15 25 

保健福祉 

センター 

9月２７日

（金） 

②   9時30分～ 15 25 

③  10時00分～ 10 25 

④  10時30分～ 10 25 

子宮頸がん検診 

超音波検査 

（20歳以上対象） 

⑤午後  1時00分～ 15 25 

⑥   1時30分～ 15 25 

⑦   ２時00分～ 10 25 

※定員になり次第、締め切りとさせていただきます。  
 

【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 
 

【そ の 他】 

●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。 

●生活保護の方は無料です。 

●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 

 

 

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。過去の

受診年度が不明な方はお問い合わせください。 

乳がん・子宮頸がん検診のご案内 

○湧健康こども課 健康相談Ｇ ５－３７６５  
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今年で３９回目を迎える湧別町産業まつりで開催する、「オホーツク人間ホタテ

引き大会」の出場チームを次のとおり募集します。 

今年は湧別町の合併１０周年にちなみ、優勝賞金が１０万円となっています。た

くさんのご参加をお待ちしています。 
 

【開 催 日】９月２３日（月）秋分の日 

【会  場】湧別総合体育館横 中央道路特設コース（栄町） 

【開催時間】午前９時３０分～１０時４０分（予定） 

【競技内容】スタートの合図でゴール地点から５０ｍ先にある「八尺（ホタテ漁 

に使用する桁網で重量が３８０ｋｇあります）」を走って取りに行き、 

この八尺を引いてゴールに入るまでのタイムを競います。 

なお、女性チームは距離を３５ｍ、重量を３３０ｋｇとします。 

【参加方式】１チームは男女別で５人編成とします。（男女混合不可） 

町外の方も歓迎します。 

【募 集 数】２０チーム（申込順で定数になり次第締め切りとさせていただきます。） 

【賞  金】優勝：１０万円 準優勝：５万円 ３位：３万円 

４位：２万円  ５位：１万円 

      ※参加全チームに参加賞をご用意しています。 

【申込締切日】９月１０日（火） 

【申込・問い合わせ先】湧別町産業まつり実行委員会 事務局 ○上商工観光課 

      〒０９９－６５９２ 湧別町上湧別屯田市街地３１８番地 

      ℡２－５８６６ FAX２－２５１１ 

電子メールアドレス shoko＠town.yubetsu.lg.jp 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

湧別町産業まつり「人間ホタテ引き大会」参加チームを募集します 

○上商工観光課 商工観光Ｇ ２－５８６６ 
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ようお願いいたします。 

 
 
 

町の保育士を次のとおり募集します。 
 

【応募 資 格】 

（１）保育士かつ幼稚園教諭免許の資格を有する方または採用予定日までに 

保育士かつ幼稚園教諭免許の資格を取得する見込みの方 

（２）昭和５４年４月２日以降に生まれた方 

（３）日本国籍を有する方 

（４）町内に在住する方または採用予定日までに居住する予定の方 

（５）地方公務員法第１６条（以下のア、イ、ウ）に該当しない方 
   

 ア．成年被後見人または被保佐人 

   イ．禁こ以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで、または執行を受け 

ることがなくなるまでの者 

   ウ．当該地方公共団体において懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から 

２年を経過しない者 
 
 

【採用職種・採用予定者数】保育士 １人 
 

【勤務 場 所】町内保育所 
 

【勤務時間等】湧別町職員の勤務時間、休暇等に関する条例の規定による。 
 

【給 与 等】湧別町職員の給与に関する条例の規定による。 
 

【応募の方法】町指定の履歴書（○上総務課、○湧健康こども課に備えてありますの 

でお申し出ください。）に保育士証および教員免許状の写しを添付 

して９月３０日（月）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。 

採用予定日までに保育士かつ幼稚園教諭免許の資格を取得見込み 

の方は、資格取得見込み証明書と卒業見込み証明書の添付が必要 

です。 
 

【面接 試 験】採用の可否は、面接を行って決定します。面接日は１０月下旬を予 

定しており、応募者には後日文書で通知します。 
 

【採用予定日】令和２年４月１日 

 

 

 

 

 

 

 

 

保育士を募集します（正職員） 

○上総務課 総務Ｇ ２－２１１２ 
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町の保健師を次のとおり募集します。 
 

【応募資格】 

（１）保健師の資格を有する方または採用予定日までに保健師の資格を取得する 

見込みの方 

（２）平成７年４月２日以降に生まれた方 

（３）日本国籍を有する方 

（４）町内に在住する方または採用予定日までに居住する予定の方 

（５）普通自動車免許を所持している方 

（６）地方公務員法第１６条（以下のア、イ、ウ）に該当しない方 
 

ア．成年被後見人または被保佐人 

   イ．禁こ以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで、または執行を受け 

     ることがなくなるまでの者 

   ウ．当該地方公共団体において懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から 

     ２年を経過しない者 
 

【採用職種・採用予定者数】保健師 ２人 
 

【勤務場所】湧別町役場 
 

【勤務時間等】湧別町職員の勤務時間、休暇等に関する条例の規定による。 
 

【給 与 等】湧別町職員の給与に関する条例の規定による。 
 

【応募の方法】次の書類を９月３０日（月）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。 

①町指定の履歴書（○上総務課、○湧健康こども課に備えてあります 

のでお申し出ください。） 

②最終学校の卒業証明書（卒業証書の写しも可）または卒業見込み 

証明書 

③最終学校の成績証明書（単位取得証明書も可） 

④保健師免許証の写し（すでに取得している場合のみ） 
 

【面接試験】採用の可否は、面接を行って決定します。面接日は１０月下旬を 

予定しており、応募者には後日文書で通知します。 
 

【採用予定日】令和２年４月１日 

 

 

 

 

 

保健師を募集します（正職員） 

○上総務課 総務Ｇ ２－２１１２ 
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９月に町内の喜寿（満７６歳）・米寿（満８７歳）・白寿（満９８歳）の方々を対

象に、「敬老祝金」として「湧別町内のお店（一部のお店除く）」で利用できる商品

券をお贈りする予定となっています。 

 つきましては次の内容にて実施しますので、商品券の取り扱いについてご協力を

お願いいたします。 
 

【商品券発行月日】９月１０日（火） 

【商品券有効期限】令和２年３月９日（月） 

【換金方 法】湧別町商工会に持参し、小切手に換金 

       ※換金場所 … 遠軽信用金庫 湧別支店、中湧別支店 

【換金期 限】令和２年３月３１日（火） 

【問い合わせ先】湧別町商工会 ℡２－２２７８ 

 

 

 

見  本 
 

 

 

 

※商品券の色は「青」となります。 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

湧別町では、写真を主体として町の四季風景や産業、観

光名所、イベント風景などを町外に発信して、湧別町の知

名度向上と観光客の増加を図るために、町公式インスタグ

ラムを開設しています。 
お手持ちのスマートフォンなどにインスタグラムのアプリ

をダウンロードし、「湧別町」または「yubetsu_town」で検索し

てください。 

 

町内全てのお店の方へ 

湧別町商工会 ２－２２７８ 

 

 
発行年月日 令和元年 9月 10日 

有 効 期 限 令和 2年 3月 9日  湧別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ございます 

使用の可否は、事前にお店へご確認ください 

皆さまの「フォロー」と「いいね！」をお願いします！ 

湧別町の魅力を広く発信 

湧別町公式 インスタグラム 
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平成２８年１２月２２日に新潟県糸魚川市で発生した大規模火災を受け、消防法

令の改正が行われたことから、火を使用する設備または器具を設けた飲食店には、

面積に関係なく消火器の設置が義務化されます。 
 

【対 象】火を使用する設備または器具を設けた飲食店 

※建物全体の面積が１５０㎡以上の場合は、従前から設置が必要です。 

【適 用 日】１０月１日（火）～ 

【設置義務の免除】調理油過熱防止装置など、全ての火を使用する設 

備または器具に「防火上有効な措置」を設けてい 

る場合は消火器の設置義務が免除されます。 
 

＜防火上有効な措置の例＞ 

 

 

 

 

 
 

【そ の 他】消火器の設置場所、本数など詳細が不明な点はお問い合わせください。 

【問い合わせ先】遠軽地区広域組合消防署 上湧別出張所 予防係 ℡２－４１１１ 

湧別出張所  予防係 ℡５－２３３８ 

 

 
 

 
町内のパークゴルフ愛好者の健康づくりと親睦交流を深めることを目的に、「第

１０回湧別町議会議長杯パークゴルフ大会」を次のとおり開催します。皆さまの多

数のご参加をお待ちしています。 
 

【日  時】９月１５日（日） 雨天決行 

      受  付：午前８時１０分  

開 会 式：  ８時３０分 

      競技開始：開会式終了後 

【場  所】五鹿山パークゴルフ場（北兵村二区） 

【参 加 料】無料 

※シーズン券をお持ちでない方は、コース使用料３００円が必要です。 

【申込方法】五鹿山・芭露の各パークゴルフ場の申込書に氏名等を記入してください。 

【申込締切日】９月７日（土） 

【問い合わせ先】上湧別パークゴルフ協会事務局 水野 ℡２－３９８９ 

全ての飲食店に消火器の設置が義務化されます！ 

遠軽地区広域組合 消防署 上湧別出張所・湧別出張所 

調理油過熱防止装置 
 

鍋などの適度な温度上昇を
検知して、自動的にガスの
供給を停止し、火を消す装
置 

自動消火装置 
 

厨房設備における温度上昇
を感知して、自動的に消火
薬剤を放射することにより
火を消す装置 

圧力感知安全装置 
 

過熱などによるカセットボン
ベ内の圧力上昇を感知し、カ
セットコンロ本体へのガス供
給が停止されることにより火
を消す装置 

第１０回湧別町議会議長杯パークゴルフ大会を開催します 

○上議会事務局 ２－２１３０ 
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農地中間管理事業を活用して農地の借り入れを希望する方を募集しますので、今

年度新たに農地の借り入れを考えている方は、期日までにお問い合わせのうえ、申

請を行ってください。 

同事業を活用するには事前登録が必要となり、登録をしていない方は希望する農

地を借りられない場合があります。（ただし、登録後実際に農地を借りない場合で

も罰則等はありません。） 

なお、登録の有効期間は、登録があった年度を含む５年後の年度末まで（平成２

８年５月～平成３０年９月に登録された方は、登録日から５年間）となりますので、

平成２８年度以降に登録された方は、今回再申請する必要はありません。 
 

【受付期 間】９月２日（月）～２５日（水） 

【用意するもの】印鑑 

【届出・問い合わせ先】○上農政課 ℡２－５８６１ 

※農協組合員の方は、所属農協にお問い合わせください。 

 

 
 

 

 
 

 

収穫期を迎え、農作業機械による事故の発生が懸念されています。９月から１０

月までの２カ月間、全国農作業安全確認運動が実施されますので、農作業中の事故

を未然に防ぐため、常に周囲の状況を確認する習慣や、機械の点検・整備をする習

慣をつけましょう。 
 

【重点推進テーマ】 

「まずはワンチェック、ワンアクションで農作業安全」 
 

 

【運動の重点事項】 
 

●重大事故に直結する収穫用機械の「転落、転倒事故」、「巻き込まれ事故」を起

こさないため、常に周囲確認および機械の点検・整備を行いましょう。 
 

●万一、事故が発生した場合に備え、労災保険などに加入し、事故補償対策も万

全にしておきましょう。 

 

 

 

 

 

 

農地の賃貸に関するお知らせ 

○上農政課 農政Ｇ ２－５８６１ 

秋の農作業安全確認運動の実施について 

○上農政課 農政Ｇ ２－５８６１ 
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【募集住宅】 
 

団地名 

（場所） 
仕 様 建設年度 面積 間取り 月額家賃 

共益費 

（月額） 
主な設備等 

募集 

戸数 

錦町団地 

（錦町） 

単身向 

世帯向 
平成１０年 49.9㎡ 1LDK 

12,900円 

～  
29,100円 

なし 
ユニットバス

電気温水器 
1戸 

上湧別団地 
（上湧別屯田市街地） 

世帯向 平成１１年 61.5㎡ 2DK 
16,100円 

～  
37,100円 

1,000円 
ユニットバス 

電気温水器 
１戸 

 

【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】９月９日（月） 
 

【入居時期】９月下旬からの予定 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

町営住宅等の入居者を募集します 

○上建設課 管理Ｇ ２－５８６９  
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「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、バランスの良い料理を作ってみませんか。 
 

【日  時】９月１０日（火） 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「ごま豆乳つけそば丼」、「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５日（木）までに ○湧健康こども課（℡５－３７６５）までお申

し込みください。 

 

 

 
 

 

 

 
 

月  日 内科当番 外科当番 

９月 １日（日） 
遠軽厚生病院 

（0158-42-4101） 

曽我病院 

（2-2001） 

９月 ８日（日） 
みずしま内科クリニック 

（0158-42-3214） 

遠軽共立病院 

（0158-42-5215） 

９月１５日（日） 
はやかわクリニック 

（0158-49-2525） 

遠軽厚生病院 

（0158-42-4101） 

９月１６日（祝） 
遠軽厚生病院 

（0158-42-4101） 

９月２２日（日） 
瀧本皮膚科クリニック 

（0158-42-8048） 

遠軽厚生病院 

（0158-42-4101） 

９月２３日（祝） 
遠軽厚生病院 

（0158-42-4101） 

遠軽共立病院 

（0158-42-5215） 

９月２９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） 

 

 

「バランス丼 料理教室～コツコツとろう！カルシウム①～」を開催します  

○湧健康こども課 健康相談Ｇ ５－３７６５ 

 

９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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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 ４日（水） 上湧別保育所 
３歳以上児：午前 ９時３０分～１１時 

３歳未満児：午前１０時００分～１１時 

９月１１日（水） 中湧別保育所 
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】上湧別保育所 ℡２－２４９０ 中湧別保育所 ℡２－２２５９ 

 
 
 

 
 
 

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。 
 

 上湧別・中湧別・開盛・富美地区 湧別・芭露地区 

日時 
１０月２日（水） 

午後１時より受付開始 

１０月８日（火） 

午後１時より受付開始 

場所 上湧別コミュニティセンター 保健福祉センター 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

「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 

就学時健康診断を実施します 

 教育委員会 教育総務課 学校教育Ｇ ５－３１４３  
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子育て支援センターでは、第４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。ぜひご参加く

ださい。 
 

【日  時】９月１７日（火） 午前１０時～１１時３０分 

【場  所】湧別児童センター（栄町） 

【対  象】町内に居住する就学前の乳幼児をもつ保護者 

【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 

【定  員】１０人 

※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】９月１０日（火） 

【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 

 

 

 

 
子育て支援センターでは、ヒンメリ作りの講座を行います。ヒンメリとはフィン

ランドの伝統的な、お祭りの装飾品です。わらに糸を通し多面体を構成して最後に

つなぎ合わせて完成させます。別名「光のモビール」と言われています。この機会

に作ってみませんか。 
 

【日  時】９月１８日（水） 午前１０時～１１時３０分 

【場  所】中湧別子育て支援センター（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 

※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】９月１１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・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４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 

 

 

「ヒンメリ作り講座」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では、親子が一緒に楽しく遊ぶ育児学級や、お母さんのため

の講座などさまざまな活動を行っています。乳幼児とその保護者の方であれば、ど

なたでも利用できますので、気軽に遊びに来ませんか？ 

 

※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 

2 3 4 5 6 7 

★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 

 

 

 

 

 

●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 

9 10 11 12 13 14 

●乳幼児相談 
中湧午前10時00分 

    ～11時30分 

※申込み不要 

 

●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 
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  

栄養士・歯科衛生士に

よるお話 

湧別午前10時00分 

    ～11時30分 

※申込み必要 

●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 
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 

16 17 18 19 20 21 

閉 館 

●3Ｂ体操 
湧別午前10時00分 

    ～11時30分 

※申込み必要 

 

●開放日 
湧別午後1時～5時 

中湧午前9時～午後5時 

●ヒンメリ作り講座 

中湧午前10時00分 

    ～11時30分 

※申込み必要 

 

●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 

★育児学級運動会 
中湧午前10時00分 

    ～11時30分 

※申込み必要 

 

●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 

23 24 25 26 27 28 

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 

 

 

 

 

 

●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 

30 
●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。申し込み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。 

★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 

子育て支援センター９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 
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法務局では、子どもの人権についての専用相談電話「子どもの人権１１０番」を

設置しています。いじめや虐待など子どもの人権に関する悩みをご相談ください。 

また、８月２９日（木）から９月４日（水）までは、「全国一斉『子どもの人権

１１０番』強化週間」です。期間中は、平日の受付期間を延長して土日も対応しま

す。 
 

【受付時間】◆通 常 時（土日・年末年始を除く） 

平日：午前８時３０分～午後５時１５分 

◆強化期間（８月２９日～９月４日） 

平日：午前８時３０分～午後７時 

       土日：午前１０時  ～午後５時 

【連 絡 先】℡０１２０－００７－１１０（全国共通・無料） 

【実施機関】法務局・地方法務局、都道府県人権擁護委員連合会 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

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 

 ９月１９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 

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 

 
 

【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。 

 

 

 

北見年金事務所出張相談所開設のお知らせ 

○上住民税務課 住民生活Ｇ ２－５８６３ 

「子どもの人権１１０番」強化週間のお知らせ 

○上住民税務課 住民生活Ｇ ２－５８６３ 
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 今夏、（公財）北海道埋蔵文化財センターが町内の遺跡である「川西２遺跡」で

発掘調査を実施しています。次の日程で、地域の方に発掘調査の意義やその様子を

知っていただく機会として、発掘調査の現地説明会を開催します。 

また、あわせて郷土館で実施している２つの企画展示「平成３０年度シブノツナ

イ竪穴住居跡発掘調査速報展」、「ほかのまちの動物型考古資料『ビビちゃん』展」

の展示解説会も実施します。 

町が行っている遺跡の保護と活用に触れ、一緒に考えてみましょう！きっと、湧

別の古代のロマンを感じられる貴重な機会となります！町の歴史や遺跡に興味の

ある方は、ぜひご参加ください。 
 

【日 時】９月１６日（月・敬老の日） 午前９時３０分集合 

第１部：川西２遺跡発掘調査の現地説明会（午前１０時～１０時４５分） 

      第２部：郷土館の企画展示解説（午前１１時～１１時４５分） 

※第１部だけの参加も歓迎です。 

※荒天の場合、中止します。 

【集合場所】文化センターさざ波 駐車場（栄町） 

【解 説 員】第１部：（公財）北海道埋蔵文化財センター 普及活用課 坂本 尚史さん 

      第２部：教育委員会 ふるさと館ＪＲＹ・郷土館 学芸員 林 勇介さん 

【参 加 料】無料 

【定 員】先着３０人（参加者は全員バス乗車のため、人数限定です。） 

【申込方法】９月１３日（金）午後４時までにふるさと館ＪＲＹ（℡２－３０００） 

へお申し込みください。 
 

≪川西２遺跡とは？≫ 

平成２９年に新しく登録された遺跡で、昨年の調査により１０２か所もの竪穴住

居跡と考えられる地表の窪みが確認されました。現在、遺跡の年代や当時の人々の

くらしを明らかにするための発掘調査が行われています。 

 

 

「遺跡の発掘調査を見てみよう！川西２遺跡」実施のお知らせ 

ふるさと館ＪＲＹ ２－３０００ 

オホーツク地域の新たなイメージコンセプト「オホーツクール」 

オホーツク地域は、たぐいまれな自然を有し、北海道の中でも農業や漁業の生産額、木材・木製

品の出荷額はトップクラスと、豊かな食資源を誇り、多面的な魅力を持つエリアです。しかしながら、

「流氷」「特急オホーツク」「オホーツク海」など、そのイメージは限定的であるともいわれています。 

このため、この地域の魅力を国内外の多くの方々に知っていただき、観光、物産、移住定住など

の地域の活性化につなげるため、オホーツク管内１８市町村が共同で「オホーツクール」キャンペー

ンと銘打ち、イメージ発信しています。 
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 本年１０月に予定されている消費税・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販売し

ます。 

 商品券の購入には「購入引換券」が必要です。「購入引換券」の交付申請期限は

次のとおりですので、購入を希望される方はご注意ください。（対象となる可能性

のある方へは○上住民税務課より申請書を送付済みです。）子育て世帯主の方が購入

できる商品券については、申請手続きはありませんので、対象となる方に直接「購

入引換券」を送付します。 
 

【申請期限】１１月２９日（金） 

【申請窓口】○湧福祉課、○上住民税務課、中湧別出張所、芭露出張所 

【送付時期】購入引換券を９月上旬より順次送付します。 

【注意事項】商品券販売は町内の郵便局で行い、交付された購入引換券を持参し購 

入することとなります。 
 

 

 

 

 

 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 

湧別町プレミアム付商品券「購入引換券」の交付申請期限にご注意を 

○湧福祉課 福祉Ｇ ５－３７６１ 

 

本町へ転入された方も「湧別町プレミアム付商品券」を購入できます 

○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 


