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平成３０年１月２日の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３００日とかかげ交通安全運動を進めてきたところですが、平成３０年 

１０月２９日（月）をもって３００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５００日《達成日：平成３１

年５月１７日（金）》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致します。 
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 平成３１～３３年度において湧別町が発注する物品等の発注にかかる競争入札

等の参加者となるためには、参加資格審査申請書を提出し資格審査を経て参加資格

者名簿に登載されなければなりません。この申請受付を次のとおり行いますので、

希望される方は下記のとおり申請書を提出してください。 

 

 

対象となる発注の範囲 

 

 ①対象となる「物品等の発注」とは次の４種類です。 

●物品製造：物品の製造、修繕および改造 

●物品購入：物品の購入および印刷製本 

●物品借上：物品の借り入れ 

●委 託 等：役務の提供および業務の請負（建設工事および建設工事等に係る 

測量、調査、設計等の請負を除く） 

※建設工事関係については、今回の申請受付とは別扱いとなり、
○
上建設課管理係に対して 

「建設工事等入札参加資格審査申請」の提出が別途必要となります。 

〈申請期日等、
○
上建設課管理係（℡２－５８６９）へ問い合わせください。〉 

②対象となる「物品等競争入札等」とは、次の２種類です。 

●上記①の契約のために実施する競争入札 

●上記①の契約のために実施する随意契約で、予定価格が 80 万円以上の物品 

製造、50 万円以上の物品購入、40 万円以上の物品借上、50 万円以上の委託等 

 

 

参加資格の有効期間 

平成３１年４月１日～平成３４年３月３１日（平成 31～33年度の 3年間） 

※平成３１年度より３３３３年間年間年間年間に変更となります。 
 

 

【受付期間】１１月２０日（火）～１２月２０日（木）※土日祝日は除く 
 

【受付時間】午前９時～午後５時 ※正午～午後１時は除く 
 

【受付場所】○上 企画財政課財務係に持参持参持参持参提出提出提出提出のみのみのみのみ ※郵送は不可 

 

【申請方法】●所定様式の申請書と添付書類を上記受付場所に提出してください。 

       ※今回の申請より、資格要件として社会保険等の加入状況について 

確認を行いますので、添付書類として「法定保険加入状況一覧表」 

を提出していただきます。 

●申請書の記入方法、様式、参加資格者となるための条件など詳細は、 

町ホームページまたは○上 企画財政課財務係で配布します。 

※町ホームページ（http://www.town.yubetsu.lg.jp/） 

「行政情報」→「入札・契約」→「物品等競争入札等参加資格申請について 

（平成 31年度～平成 33年度）」 

【そ の 他】●提出された申請書は資格審査を行い、資格の有無を決定し、参加資 

格があると決定した方（参加資格者）は、町の「物品等競争入札参 

加資格者名簿（平成 31年度～平成 33年度）」に登載します。 

●参加資格者名簿は平成３１年３月上旬頃に、町ホームページにて 

公開します。 

平成 31～33 年度 湧別町物品等競争入札等参加資格申請の受付について（再掲載）  

○上 企画財政課 財務係 ２－５８６２ 
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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】１１月２１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 ー防 災 メ ー防 災 メ ー防 災 メ ー ルルルル    「これは、Ｊアラートのテストです」「これは、Ｊアラートのテストです」「これは、Ｊアラートのテストです」「これは、Ｊアラートのテストです」    

防災スピーカー防災スピーカー防災スピーカー防災スピーカー    

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。 

上りチャイム音上りチャイム音上りチャイム音上りチャイム音    

↓↓↓↓    

「これは、Ｊアラートのテストです」「これは、Ｊアラートのテストです」「これは、Ｊアラートのテストです」「これは、Ｊアラートのテストです」    

（３回繰り返します）（３回繰り返します）（３回繰り返します）（３回繰り返します）    

↓↓↓↓    

「「「「これで試験これで試験これで試験これで試験放送を終わります放送を終わります放送を終わります放送を終わります」」」」    

↓↓↓↓    

下りチャイム音下りチャイム音下りチャイム音下りチャイム音    

 

※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。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１１月２１日（水）に第 3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 防災係 ２－２１１２ 

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 

を確認の上、手順に従って登録してください。 

 

【メールアドレス】          【Ｑ Ｒ コ ー ド】 

touroku@i.town.yubetsu.lg.jp 
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今後とも地区会館等の適切な管理にご協力をよろしくお願いいたします。 

 

 

歌とダンスで表現するミュージカルを、お子さんに楽しく体験していただくこと

を目的に、教育委員会では第９回目の「子どもミュージカル体験事業」を開催しま

す。プロの劇団の指導のもと、６日間の練習で見違えるように成長する子どもたち

の姿には毎回驚かされます。「ミュージカル」という普段馴染みのないものですが、

お子さんの文化芸術の素養を高めるきっかけとして、ご参加をお待ちしています。 

はじめての人も大歓迎ですので、ぜひ、お問い合わせください。 
 

【日 時 等】 

月 日 時 間 内 容 会 場 

平成 3１年 

1 月 5 日（土） 

午前 10 時～午後４時 

開会式～配役オーディション 

～レッスン開始 

文化センター

TOM 

大ホール 

1 月 6 日（日） 

 ～10 日（木） 

午前 10 時～午後４時 レッスン 

１月１１日（金） 

午前 9 時 集合 

午後６時～６時５０分 発表会 

 

【講  師】劇団鳥獣戯画 知念正文さん・石丸有里子さん 他劇団員３人 

※知念さんは劇団主宰とともに埼玉県で子どもミュージカル劇団の 

 総合プロデュースも務めています。また石丸さんは「ひらけ！ポン 

キッキ」６代目おねえさんを務めたこともあり、ダンス指導などを 

行います。 

【参加対象】町内の小学１年生～中学３年生等 先着３０人 

※ＯＢの高校生、一般のボランティアの皆さんも一緒にご参加ください。 

【用意するもの】動きやすい格好、飲料水（レッスンでの水分不足を補うため） 

タオル、お昼ごはん（参加者と講師で一緒に食べます。） 

【参 加 費】８００円（スポーツ安全保険掛金） 

【申込方法】所定の申込用紙（町内小中学校を通じて配布しています）に必要事 

項を記入し参加費とともに１２月７日（金）までに教育委員会社会 

教育課文化振興係（文化センターさざ波内）までお申し込みください。 

※ボランティアでこの事業に携わっていただける方を募集します。 

役者や裏方など、興味のある方は社会教育課文化振興係 

（℡５－３１３２）へお問い合わせください。 

 

ボクもワタシもミュージカルスター！ 

「子どもミュージカル体験事業」を開催します 

教育委員会 社会教育課 文化振興係 ５－３１３２ 
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障がいのある方の生活を支援するために、障がいのある方やそのご家族・関係者

からの相談に対応する窓口を、相談支援事業者に委託し設置しています。 

日常生活のこと・福祉サービスの利用に関すること・障がいや病状の理解に関す

ることなどのさまざまな困りごと・悩みについて、障がいの種別や年齢・障害者手

帳の有無に関わらず無料でお受けしています。 

相談にあたっては、プライバシーに配慮し秘密を守って行われますので、お気軽

にご相談ください。 

 

【対象となる方】障がいのある方や、そのご家族、関係者、地域の方など 

       ※障がいの種別・年齢・障害者手帳の有無に関わらず相談に応じます。 

 

【相 談 内 容】●日常生活のこと 

       ●福祉サービスなどの利用に関すること 

       ●障がいや病状の理解に関すること 

       ●家族関係・人間関係に関すること 

       ●その他困っていること・不安なこと 

       ※相談内容によって適切な関係機関と連携し対応することがあります。 

 

【相 談 窓 口】訪問・来所・電話などにより相談をお受けしています。 

※相談窓口によって対応可能な曜日・時間に違いがあります。 

 

名  称 所  在  地 電話番号 

相談支援室 ま～ぶる 

 遠軽町西町１丁目４－１８ 

 パオ遠軽内 

0158-46-3383 

遠軽町地域生活支援センター   遠軽町大通北４丁目２－９５ 0158-42-8455 

湧別町社協相談支援事業所   湧別町栄町１１２番地の１ 5-3772 

相談支援事業所 

くらしネットＬｉｎｋ 

 遠軽町岩見通南３丁目１－２３ 

ヤマギシビル２０１号室 

0158-46-7255 

  

 

【出 張 相 談】次のとおり出張窓口も開設していますので、ぜひご利用ください。 

 

名 称 開 設 日 開設時間 開設場所 

相談支援室 

ま～ぶる 

１１月 15 日（木） 

午前１０時 

～

 

午後３時 

保健福祉センター内 

（栄町） 

１２月 20 日（木） 

平成３１年 １月 17 日（木） 

 ２月 21 日（木） 

 ３月 14 日（木） 

相談支援事業 

くらしネット 

Ｌｉｎｋ 

１２月 3 日（月） 

午前９時３０分 

～

 

午後３時 

平成３１年 １月 7 日（月） 

２月 4 日（月） 

３月 4 日（月） 

障がいのある方やそのご家族などに対する相談支援を行っています 

○湧 保健福祉課 福祉係 ５－３７６５  
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「子どもの健やかな成長を願って」をテーマに、次のとおり研修会を開催します。 

親として、祖父母として、教師として、子どもの能力や可能性を十分に引き出す

接し方はどうあればよいのでしょうか。子どもたちをとりまく環境が厳しくなって

いる今、ともに学んでみませんか。 

 今年は、お子さんの苦手感に寄り添い、養護学校で優れた実践をされている講師

にお越しいただきます。 

 

【日 時】１２月９日（日） 

受  付：午前９時３０分～９時５０分 

開会行事：午前９時５０分～１０時 

       講  演：午前１０時～１１時４０分 

閉会行事：午前１１時４０分～１１時５０分 

【会 場】文化センターＴＯＭ 研修室 

【演  題】『ちょっと立ち止まって子育てを振り返りませんか？ 

          ～人間ウオッチングで発見！子どもの伸びしろ！～』 

講師：北海道東川養護学校 校長 久保 了乙（くぼ りょういち）さん 

【対 象 者】子育てに関心のある町民の方 

【申込方法】１１月２２日（木）までに、教育委員会社会教育課（℡５－３１３２） 

      または、小・中学校の担当者にご連絡ください。 

事前の申し込みがなくても、当日会場で受け付けができます。 

【後 援】家庭教育研修会実行委員会、家庭教育推進員会、町内各家庭教育学級 

 

 

 

 

 

 

 
 

湧別町相互交流事業でカナダを訪問した中高生の皆さんの報告会を次のとおり

開催します。 

英語や海外の生活に興味がある方、これから派遣の参加を考えている方など、参

加者が体験したカナダや友好都市のホワイトコート町の様子などをぜひご覧くだ

さい！ 
 

【日  時】１１月３０日（金） 午後６時３０分～ 

【場  所】文化センターＴＯＭ 視聴覚室 

家庭教育研修会を開催します！ 

子どもさんを笑顔で勇気づけるヒント満載の講演会！ 

教育委員会 社会教育課 社会教育係 ５－３１３２ 

 

相互交流事業カナダ派遣参加者報告会を開催します！（再掲載） 

教育委員会 教育総務課 総務係 ５－３１４３ 
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冬の交通安全運動が、１１月１１日（日）から１１月２０日（火）までの１０日

間実施されます。 

 

運動の重点 

●高齢歩行者の保護 

●スリップ事故の防止 

●飲酒運転の根絶 

 
 

●高齢者の道路横断に対応できる安全な速度で、思いやりのある運転をしましょう。  

 ●デイ・ライトや早めの点灯で、自車の存在を周囲に知らせるとともに、歩行者

や自転車の早期発見に努めましょう。 

●夜間、走行車や対向車がいないときは、ライトをハイビームにしましょう。 

 ●夜間、外出するときは明るい服装で夜光反射材を身につけ、車に注意して安全 

確認をしっかり行うようにしましょう。 

 ●早朝、夜間は路面凍結のおそれがあるため、早めにタイヤ交換を行うとともに、 

スピードを抑えた運転をしましょう。 

 ●飲酒運転は悪質で重大な犯罪であると認識を持ち、二日酔い運転を含め、飲酒 

運転は絶対にやめましょう。 

 

 

 

 

 

 

 

湧別町公式「インスタグラム」では産業の様子も掲載しています！！ 

 

普段見ることができない映像や働いている人しか知らない「なるほど～」が満載！ 

もしかしたら、ご自身や友人、お知り合いが写っているかも・・・ 

随時更新していますので、ぜひご覧ください！！ 

 

 

 

 

 

 

 

 「冬の交通安全運動」が実施されます 

○湧 まちづくり推進課 町民活動係 ５－３７６１ 

ここに注目！ 
ドローンで撮影も 

しているよ！ 

「いいね♥」してね！ 

登録・閲覧は無料だよ 

「フォロー」してね！ 

「フォロー」「いいね！」お願いします 

湧別町公式 インスタグラム yubetsu_town 
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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】１１月３０日（金）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。 

 

 

農業振興地域整備計画の変更受付について 

○上 農政課 農政係 ２－５８６１  
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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。） 

 

 

 

 

  

１０月２９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 １４ １０ ２４ 

湧別オホーツク園 

リラの杜 ※３ 

２０人 0 ２ ３ ５ 

湖水の杜 ※３ 芭露 4-5525 ２０人 0 ３ １ ４ 

湧愛園 

上湧別 

屯田市街地 

2-3151 

４０人 0 １８ １３ ３１ 

湧愛園ちゅーりっぷ 

の里 ※３ 

２０人 0 ８ ８ １６ 

グループホーム 

※２ 

上湧別館 ※３ 中湧別北町 4-2070 １８人 0 ２ ９ １１ 

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 １２ ０ １２ 

リビングケア･ 

オリーブ 

中湧別中町 4-1760 

１人用 

１３室 

０ ０ ２ ２ 

夫婦用 

２室 

1 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 ２ ０ ２ 

ケアハウス来夢 

※４ 

上湧別 

屯田市街地 

4-1100 

１人用 

２４室 

０ ７ ８ １５ 

夫婦用 

３室 

0 １ １ ２ 

 

 

 

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。 
 

 

 

 

 

 

 

 

町内の高齢者福祉入所施設の空き状況 

○湧 保健福祉課 介護保険係 ５－３７６５ 
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子育て支援センターでは「ヨガ講座」を開催します。日頃の子育てから開放され

て、心も身体もスッキリとリフレッシュしませんか？ご参加をお待ちしています。 
 

【日  時】１１月２８日（水） 午前１０時～１１時３０分 

【場  所】湧別児童センター体育館 

【対  象】町内に居住する就学前の乳幼児をもつ保護者 

【講  師】ヨガ カフェ オルオル代表 石川 千尋 さん 

【持 ち 物】ヨガマット（大判バスタオルでも可）、汗ふきタオル、動きやすい服 

装（ストッキング不可）、飲み物 

【定  員】１５人 

※応募多数の場合は子育て支援センターで実施している講座に参加 

したことのない方を優先させていただきますのでご理解ください 

ますようお願いいたします。 

※託児が必要な方は事前にお申し込みください。また、当日は 

オムツ・水分補給用飲料水・着替え等をご持参ください。 

【申込締切日】１１月２２日（木） 

【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 

 
 

 
 

 

 

 

林業の仕事に従事されたことがあり、当時、林退共制度に加入していた方、もし

くは加入していたかもしれない方で、退職金請求手続きをしたお心当たりのない方

は、お気軽に最寄りの支部または本部へお問い合わせください。 

また、林退共事業本部では、被共済者の方に確実に退職金を受け取っていただく

こと等を目的として、現況調査、アンケート調査を実施していますので、ぜひ調査

にもご協力願います。 

  

【問い合わせ先】独立行政法人 勤労者退職金共済機構 林業退職金共済事業本部 

        （〒170-8055 東京都豊島区東池袋 1-24-1 ニッセイ池袋ビル） 

        ℡０３－６７３１－２８８９ FAX０３－６７３１－２８９０ 

        ホームページ http://www.rintaikyo.taisyokukin.go.jp/ 

「ヨガ講座」を開催します 

湧別子育て支援センター ５－２４３２ 中湧別子育て支援センター ２－２０４９ 

 

林業退職金共済制度（林退共）の退職金請求について 

○湧 水産林務課 林務係 ５－３７６３ 
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住宅、物置、店舗、事務所、倉庫などの家屋の新築、増改築、取り壊し、所有者

を変更されたときには、必ず届出をしてください。 

詳細は○上住民税務課税務係（℡２－５８６３）までお問い合わせください。 

 

新築、増改築したときは･･･ 

法律により申告の義務がありますので、○上 住民税務課税務係にご連絡ください。 

固定資産税の課税の基礎となる評価額を算出するため、完成後に職員がお伺いし

て家屋調査をさせていただきます。 

 

一部または全部を取り壊したときは･･･ 

●登記されている家屋  法務局で登記申請が必要です。町への届出は不要です。 

●登記されていない家屋  町に届出がないと課税となります。 

 
 

売買や相続、贈与などで所有者を変更したときは･･･ 

●登記されている家屋  法務局で登記申請が必要です。町への届出は不要です。 

●登記されていない家屋  表題登記をするか、町への届出が必要です。町に届出が

ないと元の所有者に課税となります。（登記した場合は

町への届出は不要） 
 

※届出にあたり図面など必要となるものがありますので、事前に税務係までお問い

合わせください。 
 

※新築、増改築、取り壊しなどが見受けられる場合は、届出される前に電話などに

より状況確認させていただくほか、家屋調査をさせていただく場合があります。 
 

※家屋を含む不動産を取得したときには、地方税法第７３条の１８により、町への

申告が義務付けられており、正当な事由がなく届出しなかった場合には、北海道

税条例第４４条の５により、１０万円以下の過料に処されます。 
 

※登記申請の手続きについては、釧路地方法務局北見支局にお問い合わせください。 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

１０月末に志撫子地区公民館の窓ガラスが割れている事案が発生しました。万が

一、飛び石や事故等で地区会館を損傷、または発見した場合は直ちに○上 企画財政

課地域振興係（℡２-５８６２）または、地区の自治会長へご連絡ください。 

今後とも地区会館等の適切な管理にご協力をお願い致します。 

 

家屋に関する税などの届出を忘れずに！（再掲載） 

○上 住民税務課 税務係 ２－５８６３ 

 

地区会館等の適切な管理について 

○上 企画財政課 地域振興係 ２－５８６２ 
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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 

曙町団地  

（曙町） 

世帯向

単身向 

昭和 49 年建設 

平成２４年 

全面改善 

50.02㎡ ２LDK 

13,000 円 

～

 

30,000 円 

300 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５年 69.56㎡ ３LDK 

19,300 円 

～

 

37,600 円 

300 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 

～

 

36,200 円 

300 円 

ユニットバス

灯油ボイラー 

1 戸 

あやめ団地 

（特公賃） 

（栄町） 

世帯向 平成１４年 79.96㎡ ３LDK 

45,000 円 

～

 

49,100 円 

100 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 建設課管理係、○湧 まちづくり推進課「総合窓口」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】１１月２６日（月） 

 

【入居時期】１２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 管理係 ２－５８６９  
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今話題の新感覚インテリア雑貨、ハーバリウムをご自身の手で作ってみませんか。 

ハーバリウムとは、植物標本の意味です。ガラスボトルに専用のオイルを入れ浸

すことで、みずみずしい状態でお花や植物を鑑賞していただけるインテリアです。

今回は作品作りのテーマはありませんので、クリスマス仕様にするもよし、参加者

の皆様のお好みのハーバリウム作りをお楽しみください。 
 

【日 時】１２月１６日（日）午前１０時３０分～正午 

【場 所】文化センターさざ波 中会議室 

【講 師】アトリエ Chiro 主宰 渡邊 千晶さん 

     ※道新文化センター講座（北見市）でもご活動中です。 

【対 象】町内在住の方 

【定 員】１５人（定員になり次第終了） 

【持ち物】持ち帰り用の袋 

【材料費】１，５００円（当日お支払いください） 

【申込先】参加ご希望の方は、社会教育課文化振興係まで 

ご連絡ください。（℡５-３１３２） 

      

 

 

 

 

 

   
 

  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】１１月２４日（土） 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】五目の具 

 

【持参用具】エプロン、バンダナ、持ち帰り用の袋、長靴(２３cm以下の方) 
 

【費    用】１人 ５００円 
 

【定    員】１０人程度 
 

【申込締切日】１１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、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。 

オリジナルのハーバリウムを作ってみませんか 

～ハーバリウム教室参加者募集のお知らせ～ 

社会教育課 文化振興係 ５－３１３２ 

 

加工実習講習会の参加者を募集します 

○上 農政課 農政係 ２－５８６１ 



- 14 - 

 

 
 

 

今年で４３回目を迎える「町民３００歳バレーボール大会」の参加者を次のとお

り募集します。多くのご参加をお待ちしています。 
 

【日  程】１２月２日（日） 会場集合：午前８時４５分 

【会  場】湧別総合体育館（栄町）、中湧別総合体育館（中湧別南町） 

【参加資格】①大会日現在で町内に在住の方 

      ②出場人数（９人制）の年齢が３００歳以上となっていること。 

      ③スポーツ傷害保険等の保険に加入していること。 

【参 加 料】無料 

【申込方法】自治会単位でのチーム編成となりますので、参加を希望される方は 

下記までご連絡ください。 

      上湧別地区…各自治会体育部長（体育部長がいない場合は自治会長） 

へお申し込みください。 

      湧 別 地 区…各自治会長へお申し込みください。 

【問い合わせ先】社会教育課スポーツ振興係 ℡５－３１３２ 
 

 
 

 

 

 

 

 

職 種 

募集 

人数 

資 格 勤務時間 勤務場所 

幼稚園教諭 １人 

●幼稚園教諭免許かつ保育士免許 

※採用予定日までに取得予定者を含む。 

●昭和 63 年 4 月 2 日以降に生まれた方 

法人の勤務

規定による 

みのり 

幼稚園 

 

【採用予定日】平成３１年４月１日 

【賃  金】法人の給与規定によります。 

【応募資格】園までの通勤時間が３０分圏内に居住していること。 

       あるいは採用予定日までに居住可能であること。 

【試験内容】面接試験、実技試験（ピアノの弾き歌い） 

      試験日は１２月中旬を予定しており、応募者に後日通知します。 

【応募方法】必要書類を添付して１１月３０日（金）までに「和光学園」に送付。 

【提出書類】①履歴書（書式任意） 

②幼稚園教諭免許の写し 

③保育士免許の写し 

      ※②、③はそれぞれの免許取得見込み証明書と卒業見込み証明書を 

もってかえることができます。 

【送 付 ・ 問 い 合 わ せ 先】学校法人 和光学園 人事係 

℡２-３５３８（〒099-6328 中湧別南町 842-8 みのり幼稚園内） 

みのり幼稚園の教諭（正職員）を募集します 

「町民３００歳バレーボール大会」の参加者を募集します 

教育委員会 社会教育課 スポーツ振興係 ５－３１３２ 
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職 種 

募集 

人数 

資 格 勤務場所 

看護職員 

（正職員） 

１人 

●正看護師または准看護師 

●普通自動車運転免許 

湧別オホーツク園（東） 

または 

サポートセンターばろう（芭露） 

介護職員 

（正職員） 

若干名 

●介護福祉士 

●普通自動車運転免許 

介護職員 

（臨時職員） 

●介護福祉士が望ましい 

●普通自動車運転免許 

介護職員 

（パート職員） 

●介護職員初任者研修取得者が望ましい 

●普通自動車運転免許 

 

【採用予定日】看護職員：平成３１年４月１日（早期就職も可能） 

      介護職員：随時 

【賃  金】法人の給与規定によります。 

【加入保険】健康保険、厚生年金、雇用保険、退職金制度（該当者は加入） 

【応募資格】町内在住または通勤可能な方。 

【試験内容】採用の可否は面接により決定します。 

面接日は応募者に後日通知します。 

【応募方法】履歴書を「湧別オホーツク園」に提出してください。 

【勤務条件】勤務条件等の詳細は面接の際に説明します。 

【そ の 他】介護職員の採用の時期、臨時職員・パート職員の１カ月の勤務日数・ 

勤務時間に関してはお気軽にご相談ください。 

【問い合わせ先】（福）湧別福祉会 特別養護老人ホーム湧別オホーツク園 

℡５-３６６０（東４１番地の１） 

 

 

 
 

 

 

 

議員１１人で構成される特別委員会において、湧別町の平成２９年度各会計に関

する決算審査を２日間の予定で行います。どなたでも傍聴することができますので、

ぜひご来場ください。 

  

【日  時】１１月２１日（水） 午前１０時開会 

         ２２日（木） 午前１０時開会 

      ※進行の状況により、２１日で終了する場合があります。 

 

【場  所】議場（役場上湧別庁舎３階） 

 

湧別福祉会の職員を募集します 

決算審査特別委員会のお知らせ 

○上 議会事務局 ２－２１３０ 
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平成３０年度の「まちづくり懇談会」を次の日程で開催します。 

今年から懇談会の内容を見直し、町政の重要課題を懇談テーマとして行います。 

今年の懇談テーマは次の２点です。町が資料で概要説明した後、皆さまからのご

意見やご要望などをお伺いいたします。 

 

《懇談テーマ》 

①公共施設の再配置計画について（役場庁舎・文化体育施設・地区集会施設など） 

②湧別高校の存続対策について 

 

この他にも、町政全般における皆さまのご意見やご提案もお伺いしますので、多

くの方々のご参加をお待ちしております。 

 

月 日 曜日 開始時間 自治会 会 場 

１２月 

２日 日 

午前 9 時00 分 志撫子 志撫子地区公民館 

午後 1 時30 分 ５の３ ５の３公民館 

３日 月 午後 ６時00分 登栄床 登栄床地区防災センター 

５日 水 

午後 1 時30 分 上芭露 上芭露地区公民館 

午後 ６時30分 東町 東町自治会館 

６日 木 

午後 1 時30 分 川西・信部内・旭 川西地区公民館 

午後 ６時00分 中町 文化センターTOM 

７日 金 

午後 1時３0分 富美・上富美 富美地区住民センター 

午後 ７時00分 港町・曙町・緑町・栄町 宮の森センター 

８日 土 午後 1 時30 分 錦町・東 錦研修センター 

９日 日 

午前 9 時30 分 開盛 開盛住民センター 

午後 1 時30 分 ４の 1・４の２・４の 3 ４の２会館 

午後 ７時00分 屯市・札富美 上湧別コミュニティセンター 

１０日 月 午後 ６時30分 南町 社会福祉会館 

１１日 火 午後 １時30分 芭露 芭露地区会館 

１２日 水 午後 1 時30 分 東芭露 東芭露地区公民館 

 １３日 木 午前1１時30 分 計呂地 計呂地地区活性化センター 

 

１５日 土 

午前 9 時30 分 西芭露 西芭露ふるさとセンター 

 午後 ６時30分 ５の１ ５の１会館 

 １７日 月 午後 ７時00分 北町 北町会館 

※日時の変更もございますのでご了承願います。 

※ご自身の自治会にご都合が悪く参加できない場合には、他の会場にお越しいただ 

くこともできます。 

まちづくり懇談会を開催します 

○上 総務課 広報広聴係 ２－２１１２ 

 


