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市街地に出没したヒグマについて
湧 水産林務課
○

水産林務Ｇ ５－３７６３

７月２７日（土）午後３時頃、湧別総合体育館敷地内において、ヒグマのフンが
発見されました。猟友会等によるパトロールで、７月３１日（水）に錦町の小麦畑
を通り湧別川方面へ向かう痕跡を確認していますが、市街地に限らず町内各地で相
次いで目撃情報が寄せられていますので、引き続きヒグマを誘引させないためにも、
庭などにエサとなる干魚、生ゴミ、バーベキュー等後の適正処理の徹底にご協力く
ださい。
市街地を散歩等される方、畑で作業されている方は、鈴や携帯ラジオ等（人工音）
を鳴らし、人間の存在を早めにヒグマに知らせるようご協力お願いします。
【ヒグマ出没情報について】
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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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

ふるさと納税「返礼品」提供事業者を募集します
上 企画財政課
○

未来づくりＧ ２－５８６２

「ふるさと納税（ふるさと応援寄附）」の推進を通じ、地場産業の活性化と知名度向
上を目的として、寄附をいただいた方に対しお礼の品をお送りするサービスを行って
おり、平成 30 年度は、総数 1241 品の商品を全国各地の寄附者にお届けしています。
今年度もさらなる事業推進のため、「認定事業者」として商品を提供していただける
事業者の皆さんを募集していますので、この機会に是非ご検討ください。
【主な応募要件】①町内に本社（本店）
、支社（支店）
、事業所および工場がある企
業または個人事業者であること。
②適正に生産・製造・販売を行っており、町税等の滞納がないこと。
【提供いただく返礼品】次の条件を全て満たしている商品等を募集します。
①まちの魅力を発信し、地域産業の振興につながる要素をもつ商
品等。
②「町内で生産、製造、加工のいずれかが行われているもの」
、
「町内産の原材料を使用しているもの」
、
「サービスが町内で提
供されているもの」のいずれかに該当していること。
③安定的な供給が見込めること。
※期間・数量限定で供給可能なものは例外として認めます。
④利用券等サービスの場合は、原則として有効期限が発行から１
年間以上あること。
⑤商品情報の開示が可能であること。
⑥換金性・資産性の高い商品やサービスでないこと。
【返礼品の発送】返礼品の発送は、運送会社へ集荷を依頼しますので、注文に応じ
て商品を用意するだけで結構です。なお、配送料は町が負担しま
す。
【代金の受け取り】商品代金は、商品発送後、業務委託業者よりお支払いします。
【申 込 方 法】○
上 企画財政課に備えている（希望により送付します）申込書に
必要事項を記入のうえ、持参または郵送で提出してください。
※決定には一定の審査が必要となります。
なお、申し込みは随時受け付けますが、申し込みからポータルサ
イト等への商品掲載までに１～２カ月程度時間を要します。
【主な留意事項】①返礼品の品質および発送等に関しての寄附者からの苦情等は、
業務委託業者のコールセンターで対応しますが、直接、認定事
業者に寄せられた場合は真摯に対応し解決に努め、その内容に
ついて業務委託業者へ必ず報告ください。なお、品質および発
送等による保証やクレーム対応については、町は一切の責任を
負いません。
-2-

②返礼品の画像を町ホームページ、ふるさと納税のポータルサイ
トおよびふるさと納税パンフレット等に掲載しますので、画像
データを提出していただきます。なお、画像データの著作権ほ
か、諸権利（二次的著作物の利用に関わる権利を含む）は、町
に譲渡され帰属するものとします。

海区漁業調整委員会の委員の公選制廃止について
上 選挙管理委員会
○

２－２１１２

平成３０年１２月の漁業法の改正に伴い、海区漁業調整委員会委員の公選制（選
挙による選出）が廃止され、委員の選出方法が知事の任命による選任に変更となり
ました。
この変更により、海区漁業調整委員会委員選挙人名簿は今後調製しないことにな
りましたので、毎年９月に漁業者および漁業従事者の方々に提出いただいていまし
た「選挙人名簿登載申請書」は、今年より提出不要となりましたのでお知らせしま
す。

令和元年度湧別町戦没者・機雷殉難者追悼式のお知らせ
湧 福祉課
○

福祉Ｇ ５－３７６１

先の大戦が終結して、今年で７４回目の夏を迎えました。昭和１７年５月２６日、
オホーツク海沿岸で２つの機雷が発見され、ポント浜海岸で処理中に発生した爆発
事故により、地元の警防団員や見学していた方々１１２人が死亡するという痛まし
い事故から７７年が経過しました。
犠牲になられた方々へ、追悼を捧げるとともに平和を祈念するため、次のとおり
湧別町戦没者・機雷殉難者追悼式が執り行われます。
ぜひご参加いただき、今一度、戦争と平和について考えてみましょう。
≪戦没者・機雷殉難者追悼式≫
【日
時】８月１８日（日）午前１０時～
【場

所】文化センターさざ波 多目的ホール（栄町）

【留意事項】●受付は午前９時３０分から９時５０分までにお願いします。
●供花供物等は、ご辞退いたします。
●服装は平服でお越しください。
【主

催】湧別町遺族会
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子ども会交通安全駅伝競走大会が開催されます
教育委員会 社会教育課 社会教育Ｇ ５－３１３２

「第５２回子ども会交通安全駅伝競走大会兼第４０回南部忠平杯争奪戦駅伝競走
大会」が次のとおり開催されます。沿道でのご声援と大会の運営にご理解とご協力
をお願いいたします。
【日
時】８月２５日（日） 午前９時３０分スタート １１時頃終了予定
【コ ― ス】開盛小学校スタート→国道沿いに８関門→中湧別小学校ゴール
（１１.６㎞）
各チーム子ども会員（小中学生）９人がたすきを渡していきます。
【注意事項】応援の父母の方も含めてのお願いです。
●車での伴走や蛇行運転は絶対に行わないでください。
●国道沿いの民家や取り付け道路に無断で車を止めないでください。
●シートベルト着用、チャイルドシートの使用を徹底しましょう。
【主
催】湧別町青少年指導センター
湧別町交通安全推進委員会

東京経済大学体育会合気道部が湧別町で合宿します
湧別町合気道協会

東京経済大学体育会合気道部員１７人と総監督等３人の総勢２０人が湧別町で
合宿を行います。次により公開練習、演武会を行いますので、この機会にぜひ、洗
練された合気道の技をご覧ください。
【合宿日程】８月２５日（日）～９月２日（月）
【会
場】宿泊施設レイクパレス 大研修室（登栄床）
（℡５－３９０９）
【演武会日時】８月３１日（土）午前１０時～１１時
※日頃から鍛錬された合気道の素晴らしい技の数々が披露されます
ので、ぜひご覧ください。
合気道中湧別道場の小学生の演武も行います。
【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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湧別町商工会・法人会湧別支部共催の町民ゴルフ大会を開催します
湧別町商工会 ２－２２７８

湧別町商工会と法人会湧別支部の共催により親睦ゴルフ大会を開催します。職場
の同僚や、他社との親睦をかねて、ぜひご参加ください。
【日
時】９月１日（日）午後０時３０分スタート（午前１１時３０分受付）
【場
所】上湧別リバーサイドゴルフ場（南兵村三区）
【申込方法】８月１９日（月）までに商工会かゴルフ場の受付簿に記載してくださ
い。（商工会 ℡２－２２７８、ゴルフ場 ℡２－３４８６）
【参加資格】 湧別町商工会、法人会会員および従業員、湧別町民
【参 加 料】 １，０００円（当日プレー代と一緒にフロントへ）
【競技方法】 ハンディキャップはダブルペリア方式（３６打ち切り）
【そ の 他】競技中に傷害等が発生した場合は、主催者は応急処置以外の責任は負
いかねますので、スポーツ保険は各自でご加入ください。

「げんきの森で遊び隊」隊員（参加者）を募集します
湧 水産林務課
○

水産林務Ｇ ５－３７６３

昨年は９月６日に発生した北海道胆振東部地震の影響のため、中止しましたが、
今年は次の日程にて開催しますので「げんきの森で遊び隊」隊員（参加者）を募集
します。大人の隊員も大歓迎です。
なお、本事業は森林環境譲与税を使って実施します。
【日
【場
【講
【対
【内
【定

程】９月２８日（土）
所】五鹿山公園［集合はキャンプ場ロッジ前］
（北兵村二区）
師】知床山考舎（斜里町）
象】町内にお住まいの方（ロープを縛りながら登るため小学１年生以上）
容】ツリーイング（ロープを使った木登り）
、箸作り（カンナを使用）
員】２０人 ※申込状況によっては午前の部で終了する場合があります。
①午前の部：１０人 午前９時３０分～正午（受付は午前９時～）
②午後の部：１０人 午後１時～３時（受付は午後０時３０分～）
（５人木登り、５人箸作りを交互に行います。
）
【参 加 料】1 人 １００円
【服
装】長袖、長ズボン、運動靴など動きやすい服装
【持 ち 物】ヘルメットをかぶるため、バンダナや日本手ぬぐいなど、頭にかぶ
ることのできる薄手の布、手のサイズにあった軍手などの手袋
【申込締切日】９月２６日（木）
【そ の 他】荒天により中止する場合は、当日午前８時までにご連絡します。
【主
催】湧別町げんきの森活動委員会
【申 込 先】○
湧 水産林務課 ℡５－３７６３
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ヨガ＆ベビーマッサージ体験のお知らせ
ＭＡＭＡＰＡ実行委員会

子育て中のお母さんを対象に、ヨガとベビーマッサージの体験を行います。ヨガ
で子育てのリフレッシュをし、ベビーマッサージを通してお子さんの成長の確認や
スキンシップを図る機会にしませんか。
【日程・スケジュール】８月２５日（日）（ＭＡＭＡＰＡイベントの一環として開催されます）
◆ベビーマッサージ体験
【時 間】午前１０時４５分～１１時１５分
【対 象】生後２カ月以降の乳幼児およびその母親
【定 員】１０組
【持ち物】バスタオル、お子さんの飲み物、オムツ
◆ヨガ体験
【時 間】１回目：午前１１時３０分～正午
２回目：午後 １時３０分～午後２時
【対 象】子育て中の女性
【定 員】各回１０人
【持ち物】ヨガマットまたは大判のバスタオル、飲み物、汗ふきタオル、動きや
すい服装
【その他】託児あります。ただし、託児料が別途３００円かかります。
【会
場】文化センターＴＯＭ 和室（中湧別中町）
【参 加 料】各５００円
【主
催】ＭＡＭＡＰＡ実行委員会（湧別町生涯学習振興奨励事業）
【申込・お問い合わせ先】ＭＡＭＡＰＡ実行委員会 代表 片山
メールアドレス baby87cafe@gmail.com

子育て支援センター「たんぽぽ広場」を開催します
湧 健康こども課
○

子育て相談Ｇ ５－３７６５

子育て支援センターでは「たんぽぽ広場」を開催します。色々なコーナーで遊び
を楽しめ、
「ヘルシースプーン会」の手作りおやつがあり、バルーンアートショー
が行われます。ぜひ遊びにいらしてください。
【日
【場
【対

時】８月２８日（水）午前１０時～正午
所】中湧別子育て支援センター（中湧別中町）
象】町内に居住する就学前の乳幼児と保護者および妊婦の方
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【持 ち 物】お子さんの水分補給用飲料
リサイクルコーナーや簡単おもちゃ作りのコーナーがありますので、
お持ち帰り用の袋があると便利です。
【申込締切日】８月２１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・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

英会話教室の参加者募集！
教育委員会 教育総務課 教育管理Ｇ ５－３１４３

初心者向け・中級者向けの英会話教室を開催します。楽しく日常英会話を学んで
みませんか？
◆初心者英会話教室
【日
時】８月２９日～１０月１７日までの毎週木曜日
午後７時～８時 全８回
【対 象 者】中学生以上（初心者）
【内
容】初歩的な日常会話
◆中級者英会話
【日
時】８月２９日～１０月１７日までの毎週木曜日
午後８時１０分～９時１０分 全８回
【対 象 者】英語のみで進行しますので簡単な受け答え程度は英語でできる方
【内
容】テーマに沿っての自由会話、リスニング、スピーチなど
【場
所】文化センターＴＯＭ ２階会議室（中湧別中町）
【定
員】各１０人
【受 講 料】無料
【講
師】外国語指導助手 ザン・サザーランドさん
教育委員会教育総務課 佐藤 美貴さん
【申込締切日】８月２７日（火）※定員になり次第締め切りとさせていただきます。
【主
催】湧別町教育委員会
【申 込 先】教育委員会教育総務課 ℡５－３１４３
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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

７月２５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

20

16

36

２０人

0

2

3

5

２０人

0

1

1

2

４０人

0

16

35

51

２０人

0

12

17

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
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

0

19

19

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

0

0

0

１人用
２４室

０

5

10

15

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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「地域の支え合い活動を考える学習会」を開催します
～住み慣れた町で、地域で、我が家で、ずっと暮らしていくために～
湧 福祉課
○

高齢介護Ｇ ５－３７６１

「住み慣れた町で、地域で、我が家で、ずっと暮らし続けたい。」という思いは
皆さん共通の願いです。支え合いで、自分らしく、活躍できる「お互いさま」の地
域であるために、そのヒントを、他の地域の取り組みや手法を参考に地域の皆さん
と一緒に考えてみませんか。
【日
時】９月９日（月）午前１０時～１１時３０分まで
【場
所】文化センターさざ波 多目的ホール（栄町）
【対 象 者】どなたでも参加できます
【参 加 費】無料
【講
師】北星学園大学社会福祉学部福祉計画学科 教授 岡田 直人さん
【主
催】湧別町社会福祉協議会（町生活支援体制整備事業受託者）
【協
力】北星学園大学社会福祉学部（同大地域社会貢献事業）
【申 込 先】湧別町社会福祉協議会事務局 ℡２－２１９７
事前にお電話でお申し込みください。（当日受付も可能）
【そ の 他】湧別町社協ボランティアポイント付与対象事業です。

難病医療・福祉相談会のお知らせ
湧 福祉課
○

福祉Ｇ ５－３７６１

難病を抱え生活されている方、難病と思われるご病気でお悩みの方、医療費や生
活問題でお困りの方はいらっしゃいませんか。難病医療・福祉相談会では難病専門
医と相談員がお悩み等にお答えします。
当日は精神科医（パーキンソン病などが専門）、内科医（リウマチやこう原病な
どが専門）、整形外科医（後縦じん帯骨化症などが専門）、理学療法士が患者さん
のお話をお聞きします。また、医療ソーシャルワーカーによる障害年金や身体障害
者手帳、医療費の相談コーナーもあります。
【日

時】９月２２日（日）
受付時間は午前８時４５分～正午まで、相談対応は午後３時まで
【会
場】広域紋別病院（紋別市落石町１丁目３番３７）
【料
金】無料
【定
員】２０人
※お困りの症状やこれまでの病状などを事前にお聞きし、難病専門医
と相談のうえ相談対応の可否を決定します。（難病専門医等関係者
へ聞き取り内容を共有させていただくことに同意していただける
方が対象です）
【申込期限】８月２０日（火）まで（土日・祝日は除く）
【申 込 先】紋別保健所 健康推進課 ℡０１５８－２３－３１０８
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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】８月２５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】チーズケーキ
【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】８月２２日（木）
【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、５月から８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・金曜日と祝日となっています。

「バランス丼 料理教室 ～減塩でも美味しく④～」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。ちょっとし
た工夫で減塩できる料理を作ります。
食事のバランスや家庭の味付けを見直す機会に、ぜひご活用ください。
【日
【場
【内

時】８月２９日（木）午前１０時～午後１時頃
所】保健福祉センター 調理室（栄町）
容】①ミニ講話
②調理実習「食パンとツナ・たまご・野菜炒め丼」
「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】８月２３日（金）までに○
湧 健康こども課（℡５－３７６５）までお申
し込みください。

- 10 -

「乳和食で美味しく減塩講座（２回目）
」を開催します
湧 健康こども課
○

健康相談Ｇ ５－３７６５

乳和食は牛乳を和食に取り入れた美味しく減塩できる調理法です。出来上がった
料理に牛乳臭さはほとんどなく、牛乳が苦手な方でも美味しくいただけます。
美味しく減塩できる料理を一緒に学びませんか。
【日
時】９月５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】
「乳和食で美味しく減塩！」
（講話・調理実習）
【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）
【主
催】ヘルシースプーン会
【申込方法】８月３０日（金）までに○
湧 健康こども課（℡５－３７６５）までお申
し込みください。

ゴミ収集業務休業のお知らせ（再掲載）
上 住民税務課
○

住民生活Ｇ ２－５８６３

お盆のため、ゴミ収集業務を次のとおり変更します。ご迷惑をおかけしますが、
健康カレンダーにも記載してありますのでご確認のうえ、指定された日に排出くだ
さいますようご理解とご協力をお願いいたします。
休業日

収集業務名
燃やすゴミ

８月１５日（木）

８月１６日（金）

対象の地区
港町・曙町・緑町・栄町・錦町
東町・北町・中町・南町

空き缶・紙パック・
川西・信部内・登栄床・東・福島
プラ類・発泡
燃やすゴミ

登栄床・志撫子・計呂地
屯市

燃やさないゴミ

変更後の収集日等
中止
８月１３日（火）に
変更
８月１７日（土）に
変更
中止

富美

※日程は健康カレンダーまたは町ホームページ（http://www.town.yubetsu.lg.jp/
70kurashi/02life/03gomi/files/H31gomi.pdf）でも確認出来ます。
※資源ゴミを出される際は分類の確認をお願いします。
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８月２８日（水）に第２回Ｊアラート全国一斉情報伝達訓練を実施します
上 総務課
○

情報防災Ｇ ２－２１１２

地震・津波や武力攻撃などの発生時に備え、町では情報伝達の一環として、登録
制メール配信サービス「サポートメール＠防災ゆうべつ」のほか、緊急の津波情報
を放送するため、沿岸地域に設置している「防災スピーカー」で、次の日時で試験
放送を実施しますので、お間違えのないようご注意ください。
この情報伝達訓練は、総務省全国瞬時警報システム（Ｊアラート）を利用した全
国一斉訓練のため、湧別町以外の地域でも様々な手段を用いて訓練が行われます。
訓練当日は、町外にいる方につきましてもご留意ください。
なお、訓練当日の災害発生等により試験等を中止する場合があります。
【訓練日時】８月２８日（水）午前１１時頃
【伝達手段】●防災メール「サポートメール＠防災ゆうべつ」
●防災スピーカー
【伝達内容】
防災メール

「これは、Ｊアラートのテストです」
町内沿岸地域２１か所に設置してある防災スピーカーから、
一斉に、次のように放送されます。

防災スピーカー

上りチャイム音
↓
「これは、Ｊアラートのテストです」
（３回繰り返します）
↓
「これで試験放送を終わります」
↓
下りチャイム音

※Ｊアラートとは、地震・津波や武力攻撃などの緊急情報を、国から人工衛星など
を通じて瞬時に市町村等へ伝達するシステムです。

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、内容を確認のうえ、手順に従って登録してください。
【メールアドレス】
touroku@i.town.yubetsu.lg.jp

【Ｑ Ｒ
コ -ー ド】
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