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水道の安定供給のため、漏水調査を次の日程で実施しますのでお知らせします。 

 なお、作業中は一時的に断水となる場合がありますので、ご迷惑をおかけします

がご協力をお願いします。 
 

【調査地区】中湧別市街地区（中湧別北町、中湧別中町、中湧別南町、中湧別東町の一部）、 

北兵村一区、北兵村三区、上湧別屯田市街地、南兵村一区、 

南兵村二区、南兵村三区 

【調査期間】６月１７日（月）～７月３１日（水） 

午前９時～午後５時、午後１１時～午前５時 

      （日程、時間は予定ですので、多少の変更となる場合があります） 

【調査内容】水道本管および給水管の音聴調査、仕切弁開閉調査 

【調査業者】フジ地中情報株式会社 

【そ の 他】●調査員が住宅の敷地付近で作業する場合があります。 

●仕切弁の開閉を行うため、調査を行った区域につきましては赤水や空気を 

        含んだ白水が出る場合がありますが、数分間出し続けると元に戻ります。 

【問い合わせ先】○上水道課 ℡２－５８６７ 

令和元年６月１0日発行 
湧別町役場上湧別庁舎 ２－２１１１ ・ 湧別庁舎 ５－２２１１ 

Ｎo.233 
４ 
 

福祉灯油等助成商品券の有効期限は 6 月 30日までです  ９ 
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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 
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水道の漏水調査に伴う一時断水のお知らせ（上湧別地区） 

○上水道課 上下水道Ｇ ２－５８６７ 
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 ６月３０日（日）は、サロマ湖１００ｋｍウルトラマラソンの開催に伴い次の区

間が一時全面通行止めまたは片側交互通行となります。皆さまには大変ご迷惑をお

かけしますが、ご理解とご協力をよろしくお願いいたします。 
 

【通行止区間・時間】 

①スタート（市街地）⇒ ②東丁寧地区 

規制時間：午前５時～８時３０分頃まで 

②東丁寧地区 ⇒ ③町道４号東５線 ⇒ ④国道２３８号線 

規制時間：午前６時３０分～９時３０分頃まで 

⑤町道月見ケ浜線 

規制時間：午前７時～１１時頃まで 

※この時間帯は車両の出入りはできませんので、この時間の前後に出入りしてい

ただきますようお願いします。 

※緊急事態で出入りする場合は、警備員に事情をお伝えください。混雑している

場合はお待ちいただきます。 

※最後尾の選手が通過した時点で、随時「通行止解除」となります。 

 

【片側交互通行区間・時間】 

国道２３８号線（東９線付近） ⇒ 弥生バス停付近 

規制時間：午前６時３０分～１０時頃まで 
 

      

【問い合わせ先】教育委員会 社会教育課 ℡５―３１３２ 

（第３４回サロマ湖１００㎞ウルトラマラソン実行委員会湧別事務局）  

        

サロマ湖１００ｋｍウルトラマラソン開催に伴う交通規制のお知らせ 

教育委員会 社会教育課 社会教育Ｇ ５－３１３２ 
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サロマ湖１００ｋｍウルトラマラソンの開催に伴い、次の期間「湧別総合体育

館・湧別町武道館」および「湧別屋内ゲートボール場（すぱーく湧別）」を休館と

します。皆さまには大変ご迷惑をおかけしますが、ご理解とご協力をよろしくお願

いいたします。 
 

【休館期間】 

●湧別総合体育館（アリーナ）     ６月２７日（木）～７月 ２日（火） 

●湧別町武道館           ６月２５日（火）～  ３０日（日） 

●すぱーく湧別（屋内ゲートボール場） ６月２５日（火）～７月 ２日（火） 
 

※湧別プールとトレーニングルームは、通常どおり利用できます。ただし、 

２９日（土）は湧別総合体育館正面の駐車場は使用できません。ご不便をおか

けしますが役場湧別庁舎の駐車場をご利用ください。 

 

 

 
 

サロマ湖１００ｋｍウルトラマラソンの開催に伴い、町営バスの『三里浜線第１

便』、『計呂地・中湧別線第３便』の運行時間が参加選手の走行時間と重なることか

ら、大会当日の６月３０日（日）は次のとおり運休とします。 

 皆さまには大変ご不便をおかけいたしますが、ご理解とご協力をよろしくお願い

いたします。 
 

運休する路線・便数 
 

【三里浜線第１便】  

往路 湧 別 発：午前７時００分 ⇒ 竜宮台着：午前７時３０分 

復路 竜宮台発：午前７時３０分 ⇒ 湧 別 着：午前８時００分 
 

【計呂地・中湧別線第３便】  

往路 中湧別ＴＯＭ発：午前 ９時０５分 ⇒ 計呂地１９号線着：午前 ９時５１分 

復路 計呂地１９号線発：午前１０時００分 ⇒ 中湧別ＴＯＭ着：午前１０時５０分 

 

 
 

 

湧別保育所運動会開催日を次の通り変更します。 
 

変更前６月２９日（土） ⇒ 変更後７月６日（土） 
 

※健康カレンダーに掲載の日程から変更していますので、お間違いのないようお願

いします。 

【問い合わせ先】○湧健康こども課 ℡５－３７６５ 湧別保育所 ℡５－２２３４ 

湧別総合体育館・湧別町武道館・すぱーく湧別臨時休館のお知らせ 

教育委員会 社会教育課 社会教育Ｇ ５－３１３２ 

町営バス臨時運休のお知らせ 

○上住民税務課 住民生活Ｇ ２－５８６３ 

 

湧別保育所運動会 開催日変更のお知らせ 

○湧健康こども課 児童支援Ｇ ５－３７６５ 
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町では、生活習慣病等の予防または早期発見のために、医療機関で人間ドックを

受診した際の費用の一部を助成していますので、ぜひご利用ください。 
 

【対 象 者】 

 湧別町民で、次のいずれかに該当する方 

 ●受診年度において３０歳以上３９歳以下の方 

 ●受診年度において４０歳以上７４歳以下で、かつ受診日において国民健康保険 

被保険者の方 

 ●受診日において後期高齢者医療被保険者の方 

※湧別町が実施する総合健診を受ける方は対象外となります。 
 

【対象となる検査】 

●健康診査…問診・診察・身体計測（身長・体重・腹囲測定）・血圧・血液検査・ 

尿検査・貧血検査・心電図検査・眼底検査 

●胃がん検診  ●肺がん検診  ●大腸がん検診  ●腹部超音波検査 

※「健康診査」は必須項目となります。健康診査を受けなければ助成の対象とな

りませんのでご注意ください。 

※検査項目についてご不明な場合は、受診前に○湧健康こども課までお問い合わせ

ください。 

※受診する医療機関の指定はありません。 
 

【助 成 額】 

 医療機関に支払った自己負担額に対し、１６，０００円を限度として助成します。

※１人につき当該年度１回の助成となります。 

※自己負担額に対して、他の制度により助成金の支給がある場合には、当該助成

金を差し引いた額を自己負担額とします。 
 

【申請方法】 

 次の書類等を持参のうえ、申請の手続きを行ってください。 

 ●医療機関が発行した領収書 

●検査結果の写し 

 ●助成金の振込先が確認できる通帳等 

 ●印鑑 

※検査項目が不足している場合、申請後に助成の対象外となる場合もございます

ので、ご了承ください。 

※本年度中に受けた人間ドック検診の助成申請は、令和２年３月３１日までに行

ってください。 
 

【問い合わせ先】○湧健康こども課 ℡５－３７６５ 

人間ドック検診費用の助成について 

○湧健康こども課 健康相談Ｇ ５－３７６５ 
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 各種選挙において、身体障害者手帳や戦傷病者手帳、介護保険被保険者証をお持

ちの方で、障がいの程度などが次の基準に該当される方は、自宅等で投票用紙に記

載して郵送する「郵便等による不在者投票制度」により投票することができます。 

 制度を利用するには、「郵便等投票証明書」が必要となりますので、証明書をお

持ちでない方はお早めに町選挙管理委員会へお申し出ください。 
 

種   類 種   別 程度・区分 

身体障害者手帳 

両下肢、体幹、移動機能 １級または２級 

心臓、じん臓、呼吸器、直腸、小腸、 

ぼうこう 
１級または３級 

免疫、肝臓 １級～３級 

戦傷病者手帳 

両下肢、体幹 特別項症～第２項症 

心臓、じん臓、呼吸器、直腸、小腸、 

ぼうこう、肝臓 
特別項症～第３項症 

介護保険被保険者証 要介護状態区分 要介護５ 

上記に該当する方の中で、次のいずれかに該当する方は、代理記載人による「代理投票」が可

能です。 

 ●身体障害者手帳：上肢、視覚の障がいが『１級の方』 

 ●戦傷病者手帳：上肢、視覚の障がいが『特別項症～第２項症までの方』 

※詳しい内容は、○上選挙管理委員会（℡２－２１１２）にお問い合わせください。 

 

 

 

 
 

 

 上湧別小学校プールを次の日程で開放します。ご家族やお友達をお誘い合わせの

うえ、たくさんのご利用をお待ちしています。 
 

※ご利用にあたっては、きまりを守り必ず帽子（スイミングキャップ）をかぶっ 

てください。帽子をかぶらない場合は利用できません。 
 

【場 所】上湧別小学校プール 

【開放期間】７月１日（月）～８月３１日（土） 

※天候等の状況により変更する場合があります。 

【開放時間】●平 日：午後２時～４時４５分 

●夏休み［７月２７日（土）～８月１８日（日）］、土日・祝日 

：午前１０時～午後４時４５分 ※正午～午後１時は昼休み 

【非開放日】お盆［８月１５日（木）、１６日（金）］、低温日（赤旗で表示） 

郵便等による不在者投票制度のお知らせ 

○上選挙管理委員会 ２－２１１２ 

 

上湧別小学校プールを開放します 

教育委員会 社会教育課 社会教育Ｇ ５－３１３２ 



- 6 - 

【参加申込先】北海道連合遺族会 ℡０１６６－５１―１０４０ 

 

開盛地区に定住促進を目的に造成した宅地『開盛第２パークタウン』を分譲して

います。住宅建設補助をご利用いただくと最大２００万円の補助金（令和２年３月

３１日まで）がありますので、この機会にぜひご検討ください。 
 

【分 譲 地】開盛（残り１１区画） 

【分譲価格】２,５７１円／㎡（８,５００円／坪）  
№ 区画面積 分譲価格 

① 533.95㎡ （161.52坪） 1,372,785円 

② 526.98㎡ （159.41坪） 1,354,866円 

③ 453.98㎡ （137.33坪） 1,167,183円 

④ 455.98㎡ （137.93坪） 1,172,325円 

⑤ 455.98㎡ （137.93坪） 1,172,325円 

⑧ 456.00㎡ （137.94坪） 1,172,376円 

⑨ 456.00㎡ （137.94坪） 1,172,376円 

⑩ 454.00㎡ （137.34坪） 1,167,234円 

⑪ 499.99㎡ （151.25坪） 1,285,474円 

⑫ 500.01㎡ （151.25坪） 1,285,526円 

⑬ 499.99㎡ （151.25坪） 1,285,474円 
 

 

 

 

 

 
 

 

【分譲条件】契約日から５年以内に新築し入居するなどの条件があります。 

【受付窓口】○上建設課 

【申込方法】購入申込書に必要事項を記入・押印し、受付窓口に提出してください。 

※購入申込書は受付窓口に備えていますが、町ホームページ 

（http://www.town.yubetsu.lg.jp/70kurashi/02life/04jyutaku/ 

02takuchi/index.html）からもダウンロードできます。 
 

 

 
  

★定住促進住宅建設補助金の概要★ 
 

【主な条件】①町内に新築住宅を建設する方で、入居後５年以上生活の本拠地とすること。 

②業者に建築を請け負わせて新しく建てる床面積が８０㎡以上の 

住宅で、建築基準法に合致する建物であること。 

【補助金額】 

補助対象者 
補助金額 

基本額 町内業者施工による加算額 

湧別町民 50万円 100万円 

転入者 100万円 100万円 
 
 

 

 

 

◎分譲内容および補助の詳細は、○上建設課（℡２－５８６９）にお問い合わせま 
たは町ホームページでご確認ください。 

『開盛第２パークタウン』分譲の申込受付中！ 

○上建設課 管理Ｇ ２－５８６９ 

 

 

 

 

 

【位置・区画図】 

◎交通／バス停「開盛」まで徒歩１分 

◎金融／開盛郵便局まで徒歩１分 

◎学校／開盛小学校まで徒歩１０分（800ｍ） 
 

※図面の閲覧を希望される方はご連絡ください。 

開盛団地 
開盛 

パークタウン 

② 

① 

③ 

④ 

⑤ ⑧ 

⑨ 

⑩ 
⑪ 

⑫ 

⑬ 
緑地 

町ホームページ 

ＱＲコード 

売約済 売約済 
売約済 
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町では、町内にある「空き家」、「空き地」の物件情報を提供する「住まいの情報

バンク」を実施しています。 

この制度は、町内にある空き家等の賃貸・売買等を希望する方の情報を移住や定

住などで住宅等を探している方に提供し、空き家等の有効活用を通じて湧別町への

移住・定住を促進し、地域の活性化へつなげることを目的としています。 

空き家等の物件情報の登録・利用を希望する方は、○上企画財政課までご連絡く

ださい。 
 

◆登録・利用の流れ 

①物件（空き家・空き地）を売りたい、貸したいとお考えの所有者から、住まいの

情報バンクへの物件情報の登録申込書を提出していただきます。 

②担当職員が物件の現地調査および内容確認を行い、内容等に不備がなければ「住

まいの情報バンク」に登録し、町ホームページ（http://www.town.yubetsu.lg.jp/ 

st/kikaku/sumainojohobank.html）や窓口で物件情報を発信します。 

③物件を買いたい、借りたいとお考えの希望者は、町へ利用希望申込書を提出して

いただきます。 

④物件の利用希望があった場合は、所有者および利用希望者の双方に登録情報を提

供します。 

⑤その後の交渉・契約については、所有者および利用希望者の当事者間において行

っていただきます。 

◆注意事項 

町では物件情報等の紹介や連絡のみを行うだけであり、物件の仲介・斡旋・交渉・

契約は行いません。また、当事者間で起きた物件に関するトラブル等について、町

では一切の責めを負いません。 

◆５月１７日現在の登録状況 

●空き家 ４件 

●空き地 ６件 

 

 

 

 

【日  時】６月１６日（日） 午後１時 
 

【会  場】かみゆうべつチューリップ公園駐車場内 
 

【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 
 

住まいの情報提供制度「住まいの情報バンク」を実施しています 

○上企画財政課 未来づくりＧ ２－５８６２ 

 

令和元年度湧別町消防団春季消防演習を開催します 

遠軽地区広域組合 消防署 上湧別出張所・湧別出張所 
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７月７日(日)に開催される「第６回屯田七夕まつり」のイベントとして「グルー

プ対抗長なわとび大会」を次のとおり開催します。自治会や友人、職場や部活の仲

間たちなどで、ぜひ参加してみませんか。 
 

【集合時間】集合・受付：午前１１時３０分 
 

【開催場所】上湧別百年記念公園運動広場 
 

【チーム編成】●中学生・高校生の部：中学生から高校生までで、１チーム５人以上 

●一 般 の 部：１８歳以上の社会人で、１チーム５人以上 
 

【共通事項】長なわとびの長さは１０ｍです。 

町外在住者も参加可能です。 
 

【競技ルール】競技は、跳ぶ人数×跳んだ回数のポイントで競います。（制限時間３分） 

     「一般の部」では、次のとおりポイントの年齢加算を行います。 

     ≪５０歳以上の方が１人以上跳んだ場合、そのチームのポイントを 

１.５倍とします。≫ 

      ※芝の上での競技実施を予定しています。 
 

【募集チーム数】●中高生：１０チーム ●一般：１５チーム (先着となります) 
 

【賞 金 等】中高生：優勝３０,０００円、準優勝２０,０００円、３位１０,０００円 

一 般：優勝５０,０００円、準優勝３０,０００円、３位２０,０００円 

※中高生の部は、商品券となります。 

※全チームに参加賞を用意します。 
 

【申込方法】６月２５日（火）までに、屯田七夕まつり実行委員会（○上商工観光 

課）までお申し込みください。 

℡２－５８６６ FAX２－２５１１ メール shoko@town.yubetsu.lg.jp 

 

 
 

 
 

令和元年第２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】６月１８日（火） 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。 

 

屯田七夕まつり「グループ対抗長なわとび大会」参加チーム募集！ 

○上商工観光課 商工観光Ｇ ２－５８６６ 

 

町議会定例会のお知らせ 

○上議会事務局 ２－２１３０ 
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 ７月７日（日）に上湧別百年記念公園運動広場で開催される「第６回屯田七夕ま

つり」の売店コーナー、フリーマーケットの出店者を次のとおり募集します。 
 

◆共通事項 
 

【出店月日】７月７日（日） 

【出店場所】上湧別百年記念公園運動広場内 

【申込締切日】６月２１日（金） 

【問い合わせ先】湧別町商工会 ℡２－２２７８ 
 

◆売店コーナー 
 

食品衛生法による営業許可申請（出店）は一括許可にはなりませんので、各自で 

事前に保健所へ申請してください。 
 

【出店時間】午前９時～午後９時３０分 

【出 店 料】５,０００円  

【出店スペース】前面３間×奥行２間 

【出店者資格】湧別町商工会会員または湧別町観光協会会員 ※ただし、町内業者に限る。 

【出店条件】会場設営作業（７月６日）・会場撤去作業（７月８日）の出役。（1店舗 1名以上） 

【申込方法】湧別町商工会事務局に出店申込書（商工会に備えてあります。）、保健 

所の営業許可証（コピー）、出店料を添えてお申し込みください。 

詳細は後日の出店者会議にて協議します。 
 

◆フリーマーケット 
 

【出店料金】無料 

【出店資格】町内在住者 

【申込方法】湧別町商工会事務局にあります申込書に必要事項を記入して提出して 

ください。 

 

 

 

 
 

 平成３０年度湧別町福祉灯油等助成事業において交付した商品券の有効期限は

次のとおりとなっています。 

 有効期限を過ぎると利用ができなくなりますので、お早めにご利用ください。 

※一部店舗で取り扱いできない場合があります。 
 

【有効期限】６月３０日（日）まで 

【問い合わせ先】○湧福祉課 ℡５－３７６１ 

屯田七夕まつり出店者を募集します 

湧別町商工会 ２－２２７８ 

 

福祉灯油等助成商品券の有効期限は６月３０日までです（再掲載） 

○湧福祉課 福祉Ｇ ５－３７６１ 
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北海道埋蔵文化財センターでは、湧別町川西２遺跡の調査を実施します。次の

とおり作業員を募集しますので、応募される方は履歴書の提出をお願いいたしま

す。 
 

職種 主な作業内容 人数 日額賃金 

普通作業員 調査補助、測量調査など ６人 7,７５０円 

＊通勤手当は支給されません。（川西2遺跡に現地集合および解散が可能な方。） 

＊経験の有無は問いません。 
 

【各種保険】短期間のため、社会保険には加入できません。 

勤務上の傷病は、労働災害保険が適用されます。 

【勤務場所】川西５０１－１、５０８、５０９（川西２遺跡） 

【雇用期間】９月２日（月）～２７日（金）のうち１８日間 

【勤務時間】午前８時３０分～午後５時１５分（昼休み１時間を含む） 

【休 日】土・日曜日、祝日および荒天により野外作業が困難な日 

【応募方法】市販の履歴書等に顔写真を貼付し、必要事項を記入のうえ、下記の 

問い合わせ先まで提出（郵送）してください。 

【申込締切日】７月１８日（木）必着 

【雇用説明会・面接日】日時：８月２日（金）午前９時３０分～ 

場所：ふるさと館ＪＲＹ 

※履歴書を提出した方は必ず出席してください。 

※都合により説明会に出席できない場合は事前にご連絡ください。 
 

【問い合わせ先】（公財）北海道埋蔵文化財センター 総務課（担当：直江） 

〒０６９－０８３２ 江別市西野幌６８５番地 1 

℡０１１－３８６－３２３１ 

 

 

 
 

 
 

 「我がまち湧別町のお宝をたずねる旅」は、見過ごしてしまいがちな“町のお宝”

にスポットを当て、そのお宝の魅力や価値を知る町の人に案内していただくバスツ

アー形式の旅です。 

 今回の旅は、登栄床地区です。おすすめ案内人の普段は聞けない貴重な案内で大

切な郷土のお宝をたずねます。ぜひご参加ください。 
 

【主  催】ふるさとから学ぶ会、湧別町教育委員会（共催） 
 

【協  力】ゆうべつアウトドアクラブ ＹＵ－ＰＡＬ 
 

「第８回我がまち湧別町のお宝をたずねる旅」に参加してみませんか（再掲載） 

教育委員会 社会教育課 社会教育Ｇ ５－３１３２ 

川西２遺跡の調査作業員を募集します 

（公財）北海道埋蔵文化財センター 総務課 ０１１－３８６－３２３１ 
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【内  容】バスツアー形式で、おすすめ案内人の案内で町のお宝をたずねます。 
 

【実 施 日】６月２２日（土）※雨天決行 
 

【参 加 料】２００円（飲み物、資料代） ※高校生以下は無料 
 

【集  合】どちらか都合のよい場所にお集まりください。 

●文化センターＴＯＭ 午前９時００分集合 ９時１０分出発 

●文化センターさざ波 午前９時１０分集合 ９時２０分出発 

      ３時間程度、午前中で終了予定です。 
 

【定  員】先着４５人 ※バスの定員により４５人です。 
 

【申込締切日】６月１９日（水） 

【申 込 先】教育委員会社会教育課（℡５－３１３２）までお電話でお申し込みください。 

 

 
 

 
 

 

【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 

いちい団地 
（中湧別東町） 

世帯向 平成５年 72.4㎡ 3LDK 
19,900円 

～  
33,100円 

600円 
ユニットバス

灯油ボイラー 
1戸 

栄町Ｂ団地

（栄町） 
世帯向 平成６年 63.78㎡ 2LDK 

17,900円 

～  
36,100円 

300円 
ユニットバス

灯油ボイラー 
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】６月２４日（月） 

【入居時期】７月中旬からの予定 

 

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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※１ 入所するには原則要介護３～５の認定が必要な施設です。 

※２ 入所するには要介護認定が必要な施設です。 

※３ 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。 

※４ 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。） 

 

 
 

 ５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 
定員 
･ 

室数 

空床 
･ 

空室 

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 

特別養護 

老人ホーム 

※１ 

湧別オホーツク園 

東 5-3660 

４０人 0 19 13 32 

湧別オホーツク園 

リラの杜 ※３ 
２０人 0 1 5 6 

湖水の杜 ※３ 芭露 4-5525 ２０人 0 0 1 1 

湧愛園 
上湧別 

屯田市街地 
2-3151 

４０人 0 25 11 36 

湧愛園ちゅーりっぷ 

の里 ※３ 
２０人 0 12 5 17 

グループホーム 

※２ 
上湧別館 ※３ 中湧別北町 4-2070 １８人 0 ３ 16 19 

有料老人 

ホーム 

小規模多機能 

向日葵 
中湧別東町 2-3618 ２２人 ０ 5 0 5 

リビングケア･ 

オリーブ 
中湧別中町 4-1760 

１人用 

１３室 
０ 1 3 4 

夫婦用 

２室 
０ 0 0 0 

高齢者 

賃貸住宅 

在宅支援型住宅 

湖水の杜 
芭露 4-5525 ５人 ０ 1 0 1 

ケアハウス来夢 

※４ 

上湧別 

屯田市街地 
4-1100 

１人用 

２４室 
０ 5 9 14 

夫婦用 

３室 
0 0 3 3 

 

 

 

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。 
 

 
 

 

 

 

 

 

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。 

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 
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高齢者生活福祉センター内の居住施設「亜麻の里」の入居者の募集をしますので、

入居を希望される方は、次のとおりお申し込みください。 
 

【場  所】湧別町東 湧別オホーツク園横 高齢者生活福祉センター内 

【募集居室】２人用居室・・・１室 

      ＊居室には、台所、ＩＨ調理器、冷蔵庫、洗面化粧台、トイレ、 

ヒーター、電話機、押入等がついています。また、浴室（月～金曜 

日に利用可）、洗濯乾燥室は入居者の共同利用となります。 

【対 象 者】町内に住んでいて、おおむね６５歳以上で独立して生活をすること 

に不安のある夫婦世帯または一人暮らし世帯。（ただし、自炊できる 

程度の健康状態にある方に限ります。） 

※夫婦世帯での入居申込みを優先させていただきます。 

※１人で入居される場合、１人用居室が空き次第、移動していただきます。 

【利 用 料】管理費：２人用居室月額１５,０００円（家賃、光熱水費を含みます。） 

事務費：年間の収入額に応じて負担 

●収入額（年額）１,２００,０００円以下は０円 

●収入額（年額）１,２００,００１円以上は収入額に応じ 

て４,０００円から３０,０００円を負担 

【申込締切日】６月２８日（金） 

【そ の 他】施設には生活援助員がいますので、相談や緊急時のお世話などをします。 

【申 込 先】○湧福祉課 ℡５－３７６１ 

      ※申込みの際にご用意していただく書類がありますので、事前に電話 

にてお問い合わせください。 

 

 
 

 

 

日本遺族会では、「戦没者遺児による慰霊友好親善事業」の参加者を募集しています。 

同事業は、厚生労働省から補助を受け実施しており、先の大戦で父等を亡くした戦没者の

遺児を対象として、父等の戦没した旧戦域を訪れ、慰霊追悼を行うとともに、同地域の住民

と友好親善を図ることを目的としています。 

 費用は、参加費として１０万円です。（集合場所までの往復交通費・帰国時宿泊代・渡航

手続手数料等は含まれていません。） 

 なお、参加希望者が募集人員を上回る場合、日本遺族会本部での選考となります。 
 

【問い合わせ先】日程等の詳細は、日本遺族会事務局（℡０３－３２６１－５５２１） 

までお問い合わせください。 

【申 込 先】北海道連合遺族会 ℡０１６６－５１―１０４０ 

高齢者生活福祉センター「亜麻の里」の入居者を募集します（再募集） 

○湧福祉課 福祉Ｇ ５－３７６１ 

戦没者遺児による慰霊友好親善事業への参加者を募集しています 

○湧福祉課 福祉Ｇ ５－３７６１ 
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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。できあがった

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】６月２６日（水） 午前１０時～午後１時頃 

【場  所】保健福祉センター 調理室 

【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】６月２０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。 

 
 

 
 

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  程】６月２７日（木） 午後１時～４時 

【会  場】地場産品加工センター 

【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】シュークリーム 

【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】６月２３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、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。 
 

 

 

 

次の日程で保育所を開放します。子ども達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 

６月２６日（水） 中湧別保育所 
午前９時３０分～１１時（３歳以上児） 

※３歳未満児の保育所開放はありません 

【そ の 他】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】中湧別保育所 ℡２－２４９０ 

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 

「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 

「乳和食で美味しく減塩講座」のお知らせ 

○湧健康こども課 健康相談Ｇ ５－３７６５  
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子育て支援センターで、樹脂粘土講座を行います。 

樹脂粘土は自然乾燥で固まる粘土です。童心に帰って粘土で好きな形を作り、自

分だけのオリジナル作品を作ってみませんか？ぜひご参加ください。 
 

【日  時】６月２６日（水）午前１０時～１１時３０分 

【場  所】中湧別子育て支援センター 

【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 

【申込期限】６月１９日（水） 

【そ の 他】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 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。右記のＱＲコードをスマートフォン 

などで読み取り、保護者氏名・住所・連絡先・託児の有無・託児希望の 

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  

 

 

 
 

 里親とは、親の病気、家出、離婚、その他いろいろな事情により家庭で暮らせな

い子どもたちを、自分の家庭に迎え入れて養育する人のことをいいます。 

里親制度は、児童福祉法に基づいて、里親となることを希望する方に子どもの養

育をお願いする制度です。 

くるみ里親会は、活動にご賛同いただける方からの賛助金をお願いしています。 

ご支援いただける賛助金は次の事業を行うための資金です。 
 

●子どもの日に里子さんに図書カードのプレゼント、里親里子レクリエーションの 

集いなどの慰問事業 

●里親研修会等、里親のスキルアップのための研修事業 

●会報「くるみ」の発行等、里親制度や里親会活動のための広報事業 
 

町内には里親に養育されているお子さんはいませんが、子どもたちの明るく健や

かな成長のため、くるみ里親会上湧別支部の役員が賛助金のお願いに伺いますので、

里親制度の趣旨にご賛同いただき、ご協力いただきますようお願いいたします。 

 また、くるみ里親会の運営にご協力いただける方を募集しています。詳しくは、

○湧健康こども課（℡５－３７６５）までお問い合わせください。 

「樹脂粘土講座」を開催します 

○湧健康こども課 子育て相談Ｇ ５－３７６５ 

 「くるみ里親会」へのご支援をお願いします 

○湧健康こども課 子育て相談Ｇ ５－３７６５ 
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平成３０年１月２日の上湧別屯田市街地における死亡事故以来、交通事故死ゼ

ロ日数目標を５００日とかかげ交通安全運動を進め、令和元年５月１７日（金）

をもって５００日達成となりました。 

これは、町民の皆さんや交通関係団体の方々の日頃からのご努力とご協力による

ものです。つきましては、新たに交通事故死ゼロ日数７００日《達成日：令和元年

１２月３日（火）》を目標に設定し、交通安全運動を推進してまいります。 

  町民の皆さまにおかれましては、これまで以上に「スピードダウン・シートベル

トの着用」を心がけ「安全運転」に注意され、職場・家庭・地域から交通安全運動

推進に、より一層のご協力をお願いいたします。 
 

 

 

 

 

 
 

本年度の浄化槽設置につきましては申し込み数が上限に達したため受付を終了

していましたが、受付終了後も設置申し込みのお問い合わせが多数あったため、追

加で浄化槽設置を行うこととしました。 

 本年度に合併浄化槽を設置して水洗化を行いたい方（住宅の新築など）は次によ

り申し込みをお願いします。 
  

【対象地区】 

湧 別 地 区～市街地（港町・曙町・緑町・栄町・錦町）の下水道区域を除く地区、 

緑蔭、信部内、川西、東、福島、芭露、上芭露、西芭露、東芭露、 

志撫子、計呂地 

上湧別地区～市街地（北兵村三区・北兵村二区・中湧別東町・中湧別南町・ 

北兵村一区・上湧別屯田市街地）の下水道区域を除く地区、旭、 

 南兵村三区、南兵村二区、南兵村一区、開盛、札富美、富美、上富美 

【自己負担】トイレ等の改造費、住宅から浄化槽までの排水設備工事、受益者分担 

金（８万円）、月々の浄化槽使用料、ブロワー（送風機）の電気料等 

（一部条件により変更となる場合があります。） 

【町が行うもの】浄化槽本体・放流管の設置および維持管理、汚泥の汲み取り 

【支援制度】自己資金で汲取便所から水洗便所に改造を行う方には、補助金または 

資金貸付制度（無利子）があります。(新築を除く) 

【申込・問い合わせ先】詳しい内容につきましては○上水道課（℡２―５８６７）までご相談

ください。 

 

交通事故死ゼロ日数目標を７００日に設定しました 

○上住民税務課 住民生活Ｇ ２－５８６３ 

合併処理浄化槽設置申込みのお知らせ（追加の受付） 

○上水道課 上下水道Ｇ ２－５８６７ 

 


