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児童手当・特例給付を受給している方は、毎年６月に現況届を提出する必要があ

ります。 

 これは、毎年６月１日の世帯状況を現況届により湧別町に届け出し、引き続き受

給資格があるかを確認するためのものです。 

 対象の方には、６月１日付けで「現況届」の用紙をお送りしますので、必要書類

を添えて提出してください。 

 現況届を提出いただけない場合は、６月以降の児童手当が受給できませんので、

期限内に必ず提出いただくようお願いいたします。 

※５月以降に初めて湧別町で認定請求した方（５月中に第一子が生まれた方、５月 

中に湧別町へ転入した方など）は現況届を提出する必要はありません。 
 

【提出期限】６月２８日(金) 

【受付時間】午前８時３０分～午後５時１５分 

【提 出 先】○湧健康こども課、○上住民税務課、中湧別出張所、芭露出張所 
 

令和元年５月２４日発行 
湧別町役場上湧別庁舎 ２－２１１１ ・ 湧別庁舎 ５－２２１１ 

Ｎo.232 
４ 
 

危険物安全週間             11 
お宝をたずねる旅            12 
湧別弓道会会員募集 
不法投棄は犯罪です           13 
消費税軽減税率制度説明会        14 
狩猟免許取得等の補助 
６月の図書館事業            16 
保育所開放日              17 
３Ｂ体操教室              18 
バランス丼料理教室 
６月子育て支援センター予定表      19 
蜂の巣に注意              20 
カラスによる農業被害 

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 

〈目次〉 
 

児童手当・特例給付「現況届」の手続き  １ 
夏の総合健診              ２ 
６月の当番病院             ３ 
乳がん・子宮頸がん検診         ４ 
乳がん・子宮頸がん検診費用の助成    ５ 
献血にご協力をお願いします 
ヘリカルＣＴ（肺がん）検診       ６ 
脳ドック検診 
国道花壇のチューリップ球根の提供    ８ 
屯田会会員の募集 
畜犬登録と狂犬病予防注射        ９ 
空き巣ねらい、車上ねらいに注意     10 
北見年金事務所出張相談所開設 
ＡＥＤ無料貸し出し           11 

児童手当・特例給付「現況届」手続きのご案内 

 ○湧健康こども課 児童支援Ｇ ５－３７６５ 
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総合健診の受診を希望される方は、下記によりお申し込みください。 

 

【日 程 ・ 会 場】 

日  程 会  場 

８月 ６日（火） 
富美地区住民センター 
＊午前７時からの受付 

８月 ７日（水） ４の２公民館 

８月 ８日（木） ５の３公民館 

8月 ９日（金） 上湧別コミュニティセンター 

8月２１日（水） 

文化センターTOM 
8月２２日（木） 

8月２３日（金） 

8月２４日（土） 

8月２５日（日） 
上湧別コミュニティセンター 

8月２６日（月） 
 

【受 付 時 間】各会場共通 ①午前６時 ②午前７時 ③午前８時 ④午前９時 

＊富 美 地 区 住 民 セ ン タ ー に つ い て は 午 前 ７ 時 か ら の 受 付 開 始 に な り ま す 。 
 

【対象者と料金】 

 

 ＊社会保険扶養者の方でも、保険証と受診券（事業所発行）があれば、町の特定

健診を受診することができます。（事前の予約が必要となります。） 

 ※「腹部超音波検査」・「ピロリ菌検査」は８月２１日（水）～２６日（月）のみ

の実施となります。 

※ピロリ菌検査は、特定健診受診者が対象です。すでに除菌治療を行っている方 

は、正確な結果がでない可能性があるため対象外です。 

※腹部超音波検査は、腹部へ機材をあて内臓の様子を診る検査です。 

※肝炎検診は、一度受診された方は対象外です。 

 

特定健診 

（基本健診） 腹部超音波  

検査 

胃がん 

検診 

肺がん検診 大腸 

がん 

検診 

前立腺 

がん検診 
(50 歳以上) 

肝炎検診 
(40 歳以上) 

ｴｷﾉｺｯｸｽ 

症検査 
 

ピロリ 

菌検査 
 喀痰 

19～29歳 1,500円         

無料 

30～39歳 1,500円 800円 

1,000円 1,000円 200円 300円 300円 

  

40～74歳 
1,500円 

国保加入者のみ* 
800円 400円 400円 

後期高齢者医療 

被保険者の方 
800円 400円 500円 500円 100円 200円 200円 200円 200円 

夏季総合健診のご案内 

○湧健康こども課 健康相談Ｇ ５－３７６５ 

 

町が健診料金の一部を負担し

ているから、病院で受けるよ

りもお得な料金で健診を受け

ることができるんだよ！ 

（例）特定健診の場合 
町の料金…1,500円 

病院の料金…約8,000円 

学生や働きはじめで健診の機会

がない方など、19歳以上の町民

であればどなたでも特定健診を

受けることができるんだよ！ 

将来の自分のため、家族のため、

年に一度は健診を受けよう！ 



- 3 - 

 ※エキノコックス症検査は、５年以上検査を受けていない方が対象です。 

 ※生活保護世帯の方は無料です。 
 

【健診実施機関】８月 ６日～ ９日 遠軽厚生病院 

８月２１日～２６日 北海道労働保健管理協会 

【申 込 締 切 日】６月１４日（金）まで 
 

【申 込 方 法】①上湧別地区（４の３自治会を除く）の方は、地区の保健推進員

（組長または班長）が取りまとめに伺いますので、その際にお

申し込みください。 

②湧別地区と４の３自治会の方は、○湧健康こども課（℡５－３ 

７６５）まで直接またはお電話にてお申し込みください。 

【そ の 他】チューリップポイント対象事業になります。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。 
 

 

 

 ★ピロリ菌検査★ 
 

湧別町ではピロリ菌検査を実施しています。胃がんの原因でもあるピロリ菌感染の有無

を明らかにし、陽性者を除菌治療につなげ、胃がんにかかるリスクを下げることを目的にピ

ロリ菌検査を実施しています。 
 

【対 象 者】 ３０歳以上の町民  

★特定健診受診者が対象となります。 

【検査内容】 血液検査 

【料  金】 ３０～７４歳までの町民の方  ８００円 
後期高齢者医療被保険者の方（概ね７５歳以上の方） ４００円 

【そ の 他】 ・この検査ではピロリ菌感染の有無を調べます。陽性と判断された方はかか

りつけの医療機関において除菌治療を受けてください。 
 

 

 

 

 

 
 

月  日 内科当番 外科当番 

６月 ２日（日） 
瀧本皮膚科クリニック 

（0158-42-8048） 

遠軽厚生病院 

（0158-42-4101） 

６月 ９日（日） 
遠軽厚生病院 

（0158-42-4101） 

曽我病院 

（2-2001） 

６月1６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） 

６月２３日（日） 
はやかわクリニック 

（0158-49-2525） 

遠軽厚生病院 

（0158-42-4101） 

６月３０日（日） 
遠軽厚生病院 

（0158-42-4101） 

受けましたか？ 

６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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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 日程 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） 

7月19日

（金） 

① 午前 9時00分～  15 25 

文化センター 

ＴＯＭ 

 

6月25日

（火） 

 

②     9時30分～ 15 25 

③     10時0０分～ 10 25 

子宮頸がん検診 

超音波検査 

（20歳以上対象） 

④     10時30分～ 10 25 

⑤ 午後 １時00分～ 15 25 

⑥    1時30分～ 15 25 

⑦    ２時00分～ 10 25 

※乳がん・子宮頸がん検診が同日に受けられます。 

※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 

※生活保護世帯の方は無料です。 

※超音波検査（５００円）は、希望者に実施します。申し込みの際にお伝えください。 

※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になります。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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町では乳がんおよび子宮頸がんの予防のため集団検診を実施し、２年に一度の受

診を勧めています。 

何らかの理由によって町の集団検診を受診する事ができなかった方へ、医療機関

で受診した乳がんまたは子宮頸がん検診にかかった費用の一部を助成しています。 
 

【対 象 者 ・ 助 成 額】 

検診 助成対象者 助成回数 助成金額 

乳がん 40歳以上の女性の方 ２年に1回 8,002円を限度 

子宮頸がん 20歳以上の女性の方 ２年に1回 6,166円を限度 

※前年度に町の乳がん・子宮頸がん検診の助成を受けていない方が対象です。 

※年齢は、令和２年３月３１日現在の年齢になります。 

※治療のためにかかった検査費用等は対象外です。 
 

【申 請 方 法】 

 助成を希望される方は、次の書類等を持参のうえ、申請の手続きをしてください。 

●医療機関が発行した検査結果 

●医療機関が発行した自己負担額がわかる領収証と明細書 

※領収書・明細書の紛失等で検査の詳細が確認できないと助成できない場合が 

あります。 

●振込先がわかるもの（通帳） 

●印鑑 

【申 込 先】○湧健康こども課、○上住民税務課、中湧別出張所、芭露出張所 

 

 
 

 

６月６日（木）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。 

月 日 実施場所 時 間 

６月６日（木） 

湧別町役場 湧別庁舎 前 午前１０時００分～１１時４０分 

オホーツク園 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 

湧別漁業協同組合 前 ３時３０分～ ４時３０分 

乳がん・子宮頸がん検診の費用を助成します 

○湧健康こども課 健康相談Ｇ ５－３７６５  

  

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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「ヘリカルＣＴ」とは、肺を輪切りに画像化し、レントゲンでは見つけられない

早期の肺がんを見つけることができる検診です。検査にかかる時間は３～５分で所

定の場所に横になっているだけで終了します。ぜひ、この機会をご利用ください。 
 

【実施日時】  

日  程 受 付 時 間 定  員 会  場 申込締切日 

７月19日（金） 

①午前 ８時３０分～ 

②   ９時００分～ 

③   ９時３０分～ 

④  １０時００分～ 

⑤  １０時３０分～ 

⑥午後 １時００分～ 

⑦   １時３０分～ 

⑧   ２時００分～ 

⑨   ２時３０分～ 

⑩   ３時００分～ 

各時間帯 

10人 

文化センター 

ＴＯＭ 
６月25日（火） 

 

【対 象 者】４０歳～７４歳の方 ※令和２年３月３１日現在の年齢になります。 

ただし、ＣＴ検診ガイドラインに基づき、次の方が優先となります。 

      ①５０～７４歳で＊喫煙指数が６００以上の方 

      ②５０～７４歳で＊喫煙指数が６００未満の方 

      ③４０～４９歳の方 

＊喫煙指数：喫煙年数×１日の平均本数（過去の喫煙も含みます） 
 

【注意事項】ペースメーカーが入っている方、妊娠の可能性がある方は受診できません。 

【検査料金】●ヘリカルＣＴ撮影（胸部）４,０００円 

       ●喀痰検査          ３００円 

【そ の 他】チューリップポイント対象事業になります。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 
 

 

 

 

 
 

町では、脳ドック検診を受けられる方に１人２万円の助成を行っています。脳梗

塞や脳動脈瘤など、脳の病気は早期に発見することで治療の幅が広がり改善の可能

性も高くなりますので、この機会をぜひご利用ください。 
 

【対 象 者】４０歳以上の町民の方（令和元年度中に４０歳になる方を含みます） 

※ただし、平成２７年４月以降に、町の脳ドック検診費用助成を受 

 けていない方（５年に一度の助成になります） 

ヘリカルＣＴ（肺がん）検診のご案内 

○湧健康こども課 健康相談Ｇ ５－３７６５  

 

脳ドック検診のお知らせ 

○湧健康こども課 健康相談Ｇ ５－３７６５ 
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◆助成の受け方（その１）・・・町が指定する医療機関で受診する場合 

助成額２万円を差し引いた額を医療機関で支払う方法 
 

 

【申込方法】○湧健康こども課で随時受け付けます。電話でお申し込みください。 

①町に対し助成の申し込みをしていただきます。その際、希望の病院 

をお聞きします。 

②次に受診者本人が、希望の病院に直接電話をして受診の予約をして 

いただきます。 

      ③受診日のおよそ１週間前に町から『受診券』を郵送します。受診日 

に受診券を持参し受診してください 

【自己負担】検診料金から１人２万円の助成額を差し引いた金額を、医療機関の 

窓口で直接お支払いください。 
 

◆助成の受け方（その２）・・・町指定以外の医療機関で受診する場合 

医療機関で検査費用を全額支払った後に、役場の窓口に下記の書類を提出する 

ことで、かかった費用のうち２万円を限度に助成を受ける方法 
 

【助 成 対 象 検 査 項 目】脳ドック検診の検査項目は次の項目全てを必ず含むものとします。事 

     前に受診する医療機関に検査項目を確認することをお勧めします。 

●問診・ＢＭＩ／腹囲 ●診察 ●尿・血液一般・血液生化学検査 

●心電図 ●頭・頸部ＭＲＩ ●頭・頸部ＭＲＡ 

【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（自己負担額がわかるもの） 

●検査結果の写し（検査項目が確認できるもの） 

●助成金の振込先が確認できる通帳等 

●印鑑 

【申 込 ・ 問 い 合 わ せ 先】○湧健康こども課 ℡５－３７６５ 

 

指定 

医療機関 

網走の丘総合病院 

（旧網走脳神経外科・ 

リハビリテーション病院） 

道東の森総合病院 

（旧道東脳神経外科病院） 
北星記念病院 遠軽厚生病院 

所在地 網走市 北見市 北見市 遠軽町 

検診料金 

（５月現在） 
３７，８００円 ３７，８００円 ３２，４００円 ３０，２４０円 

町助成額 ２０，０００円 

自己負担額 １７，８００円 １７，８００円 １２，４００円 １０，２４０円 

検査項目 

☆問診 ☆診察 ☆尿検査 ☆心電図検査 ☆血液検査 ☆頸部・頭部Ｘ線撮影 

☆頸部ＭＲＡ（頸部の血管撮影検査） ☆頭部ＭＲＡ（脳の血管撮影検査） 

☆頭部ＭＲＩ（脳の断層撮影検査）  

★認知機能検査・頸動脈超音波検査（網走の丘、道東の森、北星記念病院のみ実施） 



- 8 - 

 

 

 
 

 

花いっぱいの道実行委員会が中心となり、住民の皆さんにより上湧別地区の国道

花壇に植えられているチューリップ球根を次のとおり提供します。各自で掘り取り

のうえご活用ください。 

なお、一部提供できない花壇がありますので、ご注意ください。 
 

【提 供 期 間】６月３日（月）～６日（木）の４日間（期間中でも、抜き取りを 

終了している花壇もありますのでご了承願います。） 

【提 供 で き な い 花 壇】中湧別中町［旧中湧別駅前通～９号線（柴田家具店前）まで］に植

えられている球根は提供できませんので、このほかの国道花壇から

お取りください。 

【花 の 色】赤、黄色、淡桃色の３色があります。 

【掘 り 取 り の 際 は …】交通事故に十分に気を付けられ、球根に茎と葉っぱが付いた状態で 

掘り取ってください。 

【そ の 他】※６月８日（土）までに、上湧別地区の国道花壇に咲いていたチュ 

ーリップの抜き取りをお願いしています。（南町地区は６月９日 

（日）に一斉抜き取り） 

抜き取ったチューリップは６月９日（日）に町が回収しますが、 

家庭で出たゴミは回収しませんので、その場に出さないように 

お願いいたします。 

             ※むやみに花壇に入ったり、車両で乗り入れたりしないようにご注 

意願います。 

※上湧別屯田市街地の花皆遊公園（バス停「上湧別」前）のチュー 

リップ球根も提供できますので、上記期間に掘り取りください。 

 

 

 
 
 

屯田会では、湧別屯田兵とその家族の開拓の苦労をしのび、その偉業を永く後世

に伝えると共に会員相互の親睦を図ることを目的とした活動を行っており、会員を

随時募集しています。この会に賛同いただける方はぜひお申し込みください。 
 

【対 象 者】湧別屯田兵の子孫および本町に在住する方で、この会の趣旨に賛同い 

ただける方 

【主な行事】開拓招魂祭、屯田七夕まつりでの屯田兵行進、会員親睦等 

【年 会 費】５００円 

【申 込 先】○上総務課 ℡２－２１１２ 

 

国道花壇のチューリップ球根を提供します 

○上総務課 広報・自治会Ｇ ２－２１１２ 

 

屯田会会員の募集について 

○上総務課 総務Ｇ ２－２１１２ 
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犬の飼い主には飼い犬の登録（一生に一回）と予防注射（年一回）が法律で義務

付けられており、法律に違反した場合は罰則（２０万円以下の罰金）が適用されま

す。 

狂犬病は治療法が無く発症すると１００％死に至る恐ろしい病気であり、ロシア

や中国など近隣各国では、狂犬病に感染した動物に噛まれた方が亡くなっているケ

ースもあります。日本国内で狂犬病が流行することを防ぐためにも犬を飼っている

方は、畜犬登録および狂犬病予防注射を必ず受けるとともに、飼い犬の適正な飼育

管理に努められるようお願いいたします。 

なお、令和元年度６月の畜犬登録および狂犬病予防注射日程等は次のとおりです。 

お近くの会場で予防注射を受けるようお願いいたします。 

 

【費 用】●畜犬登録料  ３，０００円 

●予防注射料  ３，１１０円（注射済票発行手数料５５０円を含む） 

          ●予防注射往診料    ５００円 

      ●予 防 注 射 済 票 発 行 手 数 料  ５５０円 

【そ の 他】●畜犬登録をされている方には、集合注射案内ハガキが送付されます 

ので、当日持参してください。なお、生後９０日以内の犬は、登録 

および注射の対象となりませんのでご注意ください。 

●予防注射を都合で受けられない場合は、○上住民税務課までお問い合 

わせください。 

●集合注射案内ハガキが送付されたが、『犬が亡くなった場合』、『転 

入・転出がある場合』、『飼い主が変更となる場合』についてもお手 

数ですが○上住民税務課までご連絡をお願いいたします。 

        ●動物病院等で予防注射を行った場合は、病院等で発行される予防注 

射済証をもってご来庁ください。予防注射済票を発行します。 

（手数料５５０円が必要になります。） 

【日 程】  

月  日 実  施  場  所 時   間 

６月９日（日） 

栄町 役場湧別庁舎前 午前  ９時００分～  ９時３０分 

登栄床 登栄床地区防災センター前 ９時５０分～１０時１０分 

芭露 芭露地区会館前 １０時３０分～１０時５０分 

中湧別中町 老人憩の家前 １１時１０分～１１時３０分 

上湧別屯田市街地 上湧別農村環境改善センター前 １１時４０分～正午     

 

【問 い 合 わ せ 先】○上住民税務課 ２－５８６３ 

畜犬登録および狂犬病予防注射日程のお知らせ（再掲載） 

○上住民税務課 住民生活Ｇ ２－５８６３ 
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 初夏を迎え、行楽や産業活動と人の移動が活発になる時期です。町内での刑法犯

の認知件数は減少していますが、空き巣ねらい、事務所荒らし、車上ねらいなどの

窃盗事件がまだまだ発生しています。空き巣ねらいや車上ねらいを防ぐため、次の

ことに気をつけましょう。 

●空き巣ねらいを防ぐために～チェックしましょう わが家の盲点～ 

 ①鍵は確実にかけましょう！   ②窓の開けっ放しにご用心！ 

 ③合鍵を安易に置かない！    ④新聞をためない！ 

 ⑤足場になるものを家のまわりに置かない！ 

●車上ねらいを防ぐために 

 ①必ずドアをロックしましょう！ ②手荷物はいつも持ち出しましょう！ 

 ③明るい駐車場を選びましょう！ ④防犯装置を取り付けましょう！ 
 

    
 

 

 

 

 

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 

６月２０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 

７月１８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 

８月 ８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。 

空き巣ねらい、車上ねらいに気をつけて！ 

○上住民税務課 住民生活Ｇ（安心の街づくり協議会）２－５８６３ 

 

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 
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遠軽地区危険物安全協会では、イベントや各種大会などで、参加者の心臓や呼吸

が止まってしまった場合に救命活動を支援する目的で、ＡＥＤ（自動体外式除細動

器）の無料貸出事業を行っています。 

 営利を目的としない行事が対象で、ＡＥＤの講習等を修了している方が行事に参

加していることが貸し出しの条件となります。 

 なお、貸し出すことができるＡＥＤは１台ですので、希望される方はお早めにお

申し込みください。 
 

【申 込 ・ 問 い 合 わ せ 先】遠軽地区広域組合消防本部予防課（遠軽地区危険物安全協会事務局） 

       ℡０１５８－４２-７６００ 

 

 
 

 

 
 
 

 

 

危険物とは、ガソリン・灯油等の燃料のほか、スプレー缶、アロマオイルや高濃

度アルコール飲料など、私たちの生活に身近な物も多く、その危険性を意識せずに

使用したために発生した火災も少なくありません。 

危険物に起因する事故は、年々増加傾向にあります。特に危険物を取り扱う施設

では、貯蔵取扱い上の不注意や維持管理の不適切等による人的要因と、腐食などに

よる設備の劣化等の物的要因により、事故が多く発生しています。 

事故を防ぐためには、それぞれの危険物施設の特性に応じた事故要因を把握し、

対策を見出す自己保安対策の取り組みが重要です。危険物を取り扱う事業所の方は、

事業所における自主保安の重要性を再確認しましょう。 

また、家庭内においては危険物に該当する製品の取り扱い上の注意事項をよく読

むなど、身の回りにある危険物の性質および取扱いを十分理解し、危険物に関する

事故発生を未然に防止しましょう。 
 

【期 間】６月２日（日）～８日（土） 
 

今年度の危険物安全週間推進標語 

「無事故への 構え一分の 隙も無く」 
 

 

 

 

 

 

危険物安全週間について 

遠軽地区広域組合 消防本部 予防課（遠軽地区危険物安全協会事務局） ０１５８－４２－７６００ 

ＡＥＤを無料で貸し出します！ 

遠軽地区広域組合 消防本部 予防課（遠軽地区危険物安全協会事務局） ０１５８－４２－７６００ 
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 「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、登栄床地区のお宝をたずねます。第１種漁港として数年前まで日本

一の規模を誇り、今も北海道のホタテ漁を支える「登栄床漁港」。北海道で唯一の

“竜宮伝説”の誕生を伝える重厚な石碑と景観が広がる「竜宮台」。最新の“湧別

町ガイドブック”には掲載されていない「サギ沼原生花園」です。 

 今回も、登栄床自治会長・町元直春さんをはじめとするおすすめ案内人の、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。 
 
 
 

 

 

《たずねるお宝とおすすめ案内人》 
 

登栄床漁港     町元 直春さん（登栄床） 

竜宮台       嘉藤 晃男さん（錦町） 

サギ沼原生花園   YU-PAL（ゆうべつアウトドアクラブ） 
 
 
 

【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 
 

【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。 

 

 
 

 

 当会では、弓道を楽しみ、会員相互に親睦を深めながら、武道・生涯スポーツと

して自己を鍛えるために修練に励んでいます。会員は初心者から上級者まで幅広く、

老若男女、世代を超えて、弓道を楽しんでいます。会員同士がお互いに教え合い、

支えあいながら和気あいあいと練習できるのが魅力です！ 

 新規入会は随時行っていますので、ぜひ、道場に一度見学にお越しください。一

緒に弓道ができる方の入会をお待ちしています。 

「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 

教育委員会 社会教育課 社会教育Ｇ ５－３１３２ 

湧別弓道会の会員を募集しています 

湧別弓道会事務局 
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【活 動 日】●毎週火曜日・木曜日 午後７時３０分～ 

●「弓道月例射会」 毎月第２・第４木曜日 

●「弓道体験教室」 毎年７月頃 

【会 場】湧別町武道館弓道場（湧別総合体育館併設） 

【そ の 他】見学は自由ですが、担当者が不在の場合もありますのでご希望の日時 

をご連絡ください。 

【問 い 合 わ せ 先】湧別弓道会事務局長 伊藤 護 ℡０９０－８２７９－０８５８ 

 

 

 

 

 

「人通りの少ない道路や河川」、「人目に付かない場所」への悪質な不法投棄が一

向に後を絶ちません。特に五鹿山道路・チューリップ街道・東９線道路・一号橋付

近等で被害が発生しています。 

不法投棄は立派な犯罪です。捨てたものが紙くずやカップラーメンの容器、貝殻

などちょっとした家庭ゴミであっても「量の多い少ない」、「ゴミの種類」、「どんな

理由」があっても、それはゴミの「不法投棄」であり、処罰（５年以下の懲役もし

くは１千万円（法人は３億円）以下の罰金、またはその両方）の対象となります。 

自己の敷地内に「ゴミを投棄している方」、「野焼きを行っている方」、「ストーブ

等でゴミを燃やしている方」を散見しますが、これらの行為も違法行為です。絶対

にお止めください。また、お店の駐車場にタバコの吸殻や空き缶・ペットボトルの

ポイ捨てを行う方も見受けられますが、お店の迷惑になりますし何より違法行為で

すのでお止めください。 

不法投棄を発見したなどの連絡があった場合、町は速やかに警察へ通報し協力し

て検挙につなげています。湧別町の豊かな自然やきれいな町並みを守るため、これ

からも皆さんのご協力をお願いするとともに不法投棄の撲滅にご協力くださいま

すようお願いします。 

 

 町では、地域の方や事業所・学校など、いろいろな方のボランティア活動と協力

しながらまちの清掃美化運動の推進・応援に取り組んでいます。 

また、道路や公園など「まちをキレイにしていただいている方」を支援する「エ

コボランティア制度」も実施しています。内容を詳しく知りたい方、興味がある方

は○上住民税務課（℡２－５８６３）までお問い合わせください。 

 

※私有地に不法投棄が発生し、行為者が判明した場合はその行為者に撤去責任があ 

りますが、行為者が不明の場合は土地の所有者・管理者が撤去しなければなりま

せんので、不法投棄をされないよう所有地の管理をお願いします。 

 

 

不法投棄は犯罪です 

○上住民税務課 住民生活Ｇ ２－５８６３ 
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１０月１日の消費税率１０％への引上げと同時に、「酒類・外食を除く飲食料品」、

「定期購読契約に基づき週２回以上発行される新聞」に対しては消費税率を８％と

する軽減税率制度が実施されます。 

 事業者は、税率ごとに区分する請求書の発行や記帳などの対応が必要になります

ので、紋別税務署、湧別町、湧別町商工会において町内事業者に向けた説明会を開

催します。 
 

【日 時】６月１０日（月）午後２時～３時 

【場  所】文化センターＴＯＭ 視聴覚室 

【内  容】●軽減税率制度（軽減対象品目、帳簿・請求書等の記載方法、税額計

算など）の概要 

●適格請求書等保存方式（いわゆるインボイス制度）の概要 

●事業者支援措置（補助金申請など）の概要 

※昨年９月に開催した説明会と同内容となります。 

【対  象】町内事業者（定員８０人） 

※飲食料品の取扱いのない事業者、免税事業者も軽減制度への対応が

必要となる場合がありますのでご留意ください。 

【申込方法】６月３日（月）までに湧別町商工会（℡２－２２７８）までお申し込 

みください。 

 

 

 

 
 
 

 

 湧別町では、有害鳥獣による農林水産物および人畜への被害防止対策を猟友会の

協力を得て行っていますが、年々高齢化により会員が減少している状況です。 

 今後にわたり、有害鳥獣を適切に捕獲し被害を防止するため、新たに有害鳥獣捕

獲に必要な狩猟免許取得および猟銃所持許可取得ならびに猟具等の購入に要する

経費を補助します。 
 

【対 象 者】下記の要件をすべて満たす方 

①町内に住所を有していること。 

      ②町税および使用料等に滞納がないこと。 

      ③町内の猟友会（上湧別・湧別・芭露部会のいずれか）に入会し、補

助金を受けた年度の翌年度から継続して５年間有害鳥獣捕獲に従

事すること。 

 
 

事業者に向けた消費税軽減税率制度説明会の開催について（再掲載） 

○上住民税務課 税務Ｇ ２－５８６3 

 

狩猟免許取得等に補助をします 

○湧水産林務課 水産林務Ｇ ５－３７６３   
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【対 象 と な る 内 容】 
 

区  分 内  容 補助対象経費 補助金額 

１．北海道による狩猟免許

試験に係る経費 

  （第２種免許を除く） 

①狩猟免許試験予備講習会 

受講料 
受講費用 

左記金額の１/２ ②狩猟免許試験申請手数料 
北海道収入証紙にて

支払った金額 

③医師の診断書料 
診断書の交付を受ける

ため支払った金額 

２．北海道公安委員会によ

る猟銃所持許可に係

る経費 

①銃砲所持許可の初心者 

講習会受講料 

北海道収入証紙にて

支払った金額 

左記金額の１/２ 

②射撃教習を受ける資格 

認定料 

③銃砲所持許可申請料 

④射撃講習受講料 受講費用 

⑤医師の診断書料 
診断書の交付を受ける

ため支払った金額 

３．猟銃等の購入に係る 

経費 

猟銃およびガンロッカー・ 

装弾ロッカー 
購入金額 

左記金額の１/２

１０万円を上限 

４．わな等の購入に係る 

経費 
箱わなおよびくくりわな 購入金額 

左記金額の１/２

１０万円を上限 
 

 

【補助制限】補助金の交付は、左記表の区分ごとに各１回限りとします。 
 

【申請方法】狩猟免許および猟銃所持許可取得日、猟具、銃猟具を取得した日から 

３カ月以内に次の書類すべてをそろえ、○湧水産林務課へ申請してく 

ださい。 

      ①狩猟免状の写し 

      ②猟銃所持許可証の写し 

      ③経費の支払いを証明できる領収書 

      ④猟友会に所属したことを証する書面 

      ⑤誓約書 
 

【狩 猟 免 許 試 験】開催場所：オホーツク総合振興局（網走市北７条西３丁目） 

      試 験 日：７月 ７日（日）午前９時～ 

      受付期間：６月２１日（金）まで[郵送は６月２４日（月）必着] 
 
 

【猟 銃 所 持 許 可 講 習 会】７月まで北見方面公安委員会で開催される初心者講習会はありません。 
 

 

【問 い 合 わ せ 先】○湧水産林務課 ℡５－３７６３ 
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◆「わくわく号」巡回予定 
 

「わくわく号」は、町内を巡回する移動型図書館です。 

各巡回場所では、本の貸し出しはもちろん、湧別図書館・中湧別図書館で貸し出

した本の返却、リクエスト等も受け付けています。 

皆さまのご利用をお待ちしていますので、どうぞお気軽にお立ち寄りください。 
 

【わくわく号巡回スケジュール】 

６月４日（火）・１８日（火） ６月５日（水）・１９日（水） 

中湧別保育所 午前 9時45 分～10時 20分 上湧別小学校 午後 ０時40 分～ １時 30分 

上湧別保育所 10時35分～11時05分 開盛小学校 2時20分～ 2 時50分 

みのり幼稚園 11時15分～11時45分 湧別高校（19日のみ） 3時30分～ 4 時00分 

中湧別小学校 午後 ０時40 分～ １時 30分 

富美小学校 2時50分～ 3時20分 

上湧別中学校 3時40分～ 4時10分 

 

６月６日（木）・２０日（木） ６月１１日（火）・２５日（火） 

湧別小学校 午前10時10分～10時 45分 湧別保育所 午前 9時45 分～10時 20分 

湧別高校（6 日のみ） 午後 0時40 分～ 1 時 10分 芭露保育所 10時50分～11時20分 

 
芭露学園 午後 ０時45 分～ 1時 15分 

湧別中学校 3時20分～ 4時00分 
 

【配本交換スケジュール】 

 ５月から下記の施設において行っている配本の交換を２ヵ月に一度に変更して

います。配本はいつでも貸し出していますので、どうぞご利用ください。 

なお、配本交換の時間は定めていませんので、ご了承ください。 
 

６月１２日（水） 
７月 

※日にちは６月２５日号かわらばんでお知らせします 

開盛郵便局 ケアハウス来夢 上芭露郵便局 芭露キッズ 

開盛児童館 老人デイサービス（上湧別） 芭露郵便局 デイサービスセンター（湧別） 

上湧別農村環境改善センター グループホーム上湧別館 計呂地郵便局 オホーツク園・リラの杜 

上湧別農村環境改善センター 

ちびっこ広場 
ポレポレゆうべつ 芭露スポーツセンター サポートセンターばろう 

上湧別郵便局 くつろぎ空間RAN 湧別児童センター 東福祉の家 

なかよし児童センター 信部内地区会館 湧別児童支援センター 芭露地区会館 

なかよし児童支援センター 錦寿の家  

＊天候等により巡回の中止、日程・時間を変更する場合がありますのでご了承くだ 

さい。 
 

６月の図書館事業のお知らせ 

湧別図書館 ５－３１２２ 中湧別図書館 ２－３１５０ 



- 17 - 

◆「読み聞かせ会」 

毎月土曜日、ボランティアによる「読み聞かせ会」を中湧別図書館等で開催して

います。 

「読み聞かせ会」では、幼児から小学生まで、その日の参加者に合わせ絵本や紙芝

居を読み聞かせています。また６月２２日には、七夕飾りの飾り付けもあわせて行

います。ぜひ親子でお気軽にご参加ください。 
 

 

日   時 場   所 

6月 ８日（土） 
午後１時30分～ 中湧別図書館 おはなしコーナー 

6月2２日（土） 
 

 

◆「映画上映会」 

 湧別図書館では、下記の日程で映画上映会を開催します。６月の上映作品は、い

ま子ども達に大人気のものがたり「おしりたんてい」のアニメ作品を上映します。

かわいい絵柄とおしりたんていの“必殺技”が、子ども達に大人気のこの作品、ぜ

ひ親子でご覧ください。会場は湧別図書館多目的室、入場料は無料です。 
 

【作 品】「おしりたんてい～ププッ ふめつのせっとうだん」（上映時間１時間） 

レディにやさしく、スイートポテトがだいすきな名探偵・ 

おしりたんていが、助手のブラウンとともに難事件を見事 

解決！ 今回は「ププッ ふめつのせっとうだん」前後編と 

「ププッ おきゃくさんのわすれもの」の計三作。スクリー 

ンを見ながら、みんなで事件を推理しよう！ 

 

【日 時】６月１５日（土） 

●１回目：午前１０時３０分 

●２回目：午後 １時３０分 

●３回目：   ３時３０分 

 

 
 

 

 
 
 

 

 

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 ５日（水） 湧別保育所 午前９時３０分～１１時 
 

【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】湧別保育所 ５－２２３４ 

 

「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 
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子育て支援センターでは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】６月１３日（木） 午前１０時～１１時３０分 

【場  所】なかよし児童センター 

【対  象】町内に居住する就学前の乳幼児をもつ保護者 

【持 ち 物】ヨガマットまたは大判バスタオル、動きやすい服装、飲み物 

【定  員】１０人 

【申込期限】６月６日（木） 

【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 

 

 

 
 

 

 

 

「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  時】６月１３日（木） 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「塩さばとさっぱり夏野菜丼」「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】６月７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。 
 

 

「３Ｂ体操教室」を開催します 

○湧健康こども課 子育て相談Ｇ ５－３７６５ 

 

「バランス丼 料理教室 ～減塩でも美味しく③～」を開催します 

○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、ぜひ一度遊びに来ませんか？ 

 

 

※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 

     1 

●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。登録制となっております。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。 

 

 

 

 

 
●開放日 

湧別・中湧 

午前9時～午後5時 

3 4 5 6 7 8 

★育児学級ぴよぴよ 
ふれあいあそび 

【おやつの日】 

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 
そとあそび 

【おやつの日】 

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 
ふれあいあそび 

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 
粘土あそび 

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 

10 11 12 13 14 15 

★育児学級ぴよぴよ 
ふれあいあそび 

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 
シールあそび 

【モグモグタイム】 

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 
※申込み必要 

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 
せいさく 

【モグモグタイム】 

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 

17 18 19 20 21 22 

●乳幼児相談 
※申込み不要 

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 

★育児学級遠足 
※申込み必要 

湧別・中湧 

午前8時45分 

    ～12時30分 

 

●開放日 

湧別・中湧 

午前9時～午後5時 

●マタニティ教室 
※申込み必要 

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 

★育児学級ぴよぴよ 
ふれあいあそび 

【誕生会】 

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 
運動あそび 

【誕生会】 

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 

24 25 26 27 28 29 

★育児学級ぴよぴよ 
ふれあいあそび 

【誕生会】 

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 
粘土あそび 

【誕生会】 

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 

●樹脂粘土講座  

※申込み必要 
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 

★育児学級ぴよぴよ 
ふれあいあそび 

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 
いちご狩り 

※申込み必要 

湧別・中湧 

午前10時00分 

    ～11時00分 

●開放日 
湧別・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 

子育て支援センター６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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ハチは暖かくなる５月中旬頃から活動が活発化します。巣を作る条件としては、

①雨風をしのげ、天候の影響が少ない場所、②閉鎖された空間、③餌の豊富な場所

が挙げられます。これらの条件が整った場所には毎年のように巣を作るようです。 

昨年度ハチの巣を作られたという方は、一度点検してみてはいかがでしょうか。 

 この時期のハチの巣は作り始めのためまだ小さいものが多いです。しかし小さい

ハチの巣であっても近寄ると大変危険ですので、見かけた方は○上住民税務課まで

ご連絡ください。 

 

 

 
 

 

 

 現在、カラスによる農業被害が多数寄せられています。猟友会の協力を得て、カ

ラス駆除を実施していますが、会員等の減少により全ての圃
ほ

場で駆除を実施するま

でには至っていません。 

 カラスを寄せ付けない対策（鳥型凧）など自己防衛にご協力くださいますよう、

お願いいたします。 

町では、狩猟免許等の取得に係る経費を補助していますので、ぜひご利用くださ

い。 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

蜂の巣を見かけたらご連絡ください！ 

○上住民税務課 住民生活Ｇ ２－５８６３ 

 

カラスによる農業被害の発生について 

○湧水産林務課 水産林務Ｇ ５－３７６３ 

皆さまの「フォロー」と「いいね！」をお願いします！ 

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、「北海道湧別町」または「yubetsu_town」

で検索してください。 

 

湧別町の魅力を広く発信 

湧別町公式 インスタグラム 


