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 日本の伝統的な冬の遊びである百人一首を町民の皆さんに楽しんでいただけま

すよう、次のとおり百人一首教室を開催します。 

百人一首教室に参加したい方は、教育委員会社会教育課までぜひお申し込みくだ

さい。事前の申し込みが無くても自由に参加することも可能です。 

「百人一首をしてみたい！」「大会の練習をしたい！」という方は遠慮なく会場ま

でお越しください。 

また、来年１月２０日（日）には、百人一首大会の開催も予定しています。 

 

【開催日時】１１月３日（土）～１月１２日（土）までの毎週土曜日 

午後１時～３時（約２時間程度）※１２月２９日と１月５日は除く 

【場  所】上湧別農村環境改善センター 

【申 込 先】教育委員会 社会教育課社会教育係 

℡５－３１３２ 

※小・中学生には、学校を通じてチラシを配布 

しますので、学校へ申込書を提出するよう 

お願いいたします。 

平成３０年１０月１０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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「百人一首教室」を開催します 

教育委員会 社会教育課 社会教育係 ５－３１３２ 
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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５３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 総務課庶務係、○湧子育て支援課に備えてあり 

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１１月１６日（金）までに○上 総務課庶務係へ直接また 

は郵送により提出願います。 

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１２月上旬を 

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】平成３１年４月１日 

 

 

 

 

 

 

 

保育士を募集します（正職員） 

○上 総務課 庶務係 ２－２１１２ 
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平成３１年４月１日採用の町の保育士（任期付フルタイム職員）を次のとおり募集します。 

職種 

募集 

人員 

勤務時間 資格等 給料月額 勤務場所 

保育士 １人 

月曜日～土曜日 

 

午前 7 時 30 分～ 

午後 6 時 15 分 

※上記時間内の 

7 時間 45 分 

※週休２日制 

●保育士資格かつ 

幼稚園教諭免許 

※採用予定日までに 

取得予定者を含む。 

●採用時６０歳以下 

18５,800 円 町内保育所 

【定 年】６０歳 

【健康保険等】市町村職員共済組合、市町村職員退職手当組合に加入します。 

【そ の 他】 

 ①任用期間は、１年間の更新制とし（最大３年間）、勤務成績が不良のときなど 

は任期の更新を行わない場合があります。 

 ②給料月額のほかに、期末・勤勉手当（年間２.２カ月分以内）および通勤 

手当（２ｋｍ以上の場合、距離に応じて）が支給されます。 

 ③給与制度の改正によって、給料月額等が変わる場合があります。 

④年次有給休暇、特別休暇があります。 

 ⑤採用された方は、地方公務員法の適用を受けることとなります。（守秘義務、 

政治的行為の制限、営利企業の従事制限など） 

【応募資格】町内に在住する方、または採用日までに居住する予定の方 

【応募方法】町指定の履歴書（○上 総務課庶務係、○湧 子育て支援課に備えてありま 

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１１月１６日（金）までに○上総務課庶務係へ直接または 

郵送により提出願います。 

【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１２月中旬を予定しており、応募者に後日通知します。 

【問い合わせ先】○上 総務課庶務係 ℡２－２１１２ 

 

 

 

 

 

 平成３０年９月１日現在で調製した海区漁業調整委員会委員選挙人名簿を次の

とおり縦覧することができます。 
 

【縦覧期間】１０月２０日（土）～１１月３日（土）まで〔１５日間〕 

【縦覧時間】午前８時３０分～午後５時 

【縦覧場所】選挙管理委員会事務局（上湧別庁舎２階 総務課） 

      ※土・日曜日、祝日は中湧別出張所で縦覧できます。 

保育士を募集します（任期付フルタイム職員） 

○上 総務課 庶務係 ２－２１１２ 

海区漁業調整委員会委員選挙人名簿縦覧のお知らせ 

○上 選挙管理委員会 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 

（２）日本国籍を有する方 

（３）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 

（４）普通自動車免許を所持している方 

（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】保健師 １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】町指定の履歴書（○上 総務課庶務係、○湧保健福祉課に備えてありま 

すのでお申し出ください。）に保健師免許証の写しを添付して 

１０月３１日（水）までに○上総務課庶務係へ直接または郵送によ 

り提出願います。 

 

【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１１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】平成３１年４月１日 

 

 
 

 

 

国立北海道障害者職業能力開発校では、求職中の障がい者の入校生を募集してい

ます。入校を希望される方は、同校または最寄の公共職業安定所までお問い合わせ

ください。 

【受付期間】１１月１日（木）～２０日（火） 

【試験日時】１２月３日（月）午前８時５０分から 

【会 場】国立北海道障害者職業能力開発校 

【選考方法】学力試験（国語、数学）、面接試験 

保健師を募集します（正職員） 

○上 総務課 庶務係 ２－２１１２ 

平成３１年度入校生の募集について 

○湧 保健福祉課 福祉係 ５－３７６５ 
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【募集訓練科】 

訓練課程 科 目 定員 訓練期間 対象者 

普通課程 

総合ビジネス科 ２０人 １年 

身体障害者 

精神障害者 

（発達障害者を含む） 

建築デザイン科 ２０人 １年 

プログラム設計科 ２０人 ２年 

CAD 機械科 １０人 ２年 

短期課程 総合実務科 ２０人 １年 知的障害者 

 

【問い合わせ先】国立北海道障害者職業能力開発校（砂川市焼山６０番地） 

℡０１２５－５２－２７７４ FAX０１２５－５２－９１７７ 
 

《国立北海道障害者職業能力開発校とは》 

障がいのある方々に、一人ひとりの適性に合わせた職種についての知識や技能・技

術を習得できるよう職業訓練を行い、職業を通じて自立を図るとともに産業の発展

に寄与する技能・技術者を養成することを目的とした公共職業訓練施設です。 

 

 

 

 

 

 
 

 

 湧別総合体育館・芭露ファミリースポーツセンター・中湧別総合体育館・上湧別

農村環境改善センターの冬期（１１月１日～翌年４月３０日）シーズン券の購入予

約を受け付けています。購入を希望する方は、希望する施設に直接、もしくはお電

話でお申し込みください。 

シーズン券の発行は、１１月１日（木）以降に希望する施設（湧別総合体育館・

芭露ファミリースポーツセンター・中湧別総合体育館・上湧別農村環境改善センタ

ー）にて、料金と引き換えにお渡しします。 

 

【個人使用料金】町内に居住する高校生以下は無料です。 

区分 夏期（5月1日～10月31日） 冬期（冬期（冬期（冬期（11111111月月月月1111日～翌年日～翌年日～翌年日～翌年4444月月月月30303030日）日）日）日）    

アリーナ 

トレーニング室 

１日券 １００円 １５０円１５０円１５０円１５０円    

シーズン券 ２，０００円 ３，０００３，０００３，０００３，０００円円円円    

 

※利用できる施設（本券で下記の施設を共通利用できます。） 

●湧別総合体育館（アリーナ、トレーニング室） 

●芭露ファミリースポーツセンター（アリーナ） 

●中湧別総合体育館（アリーナ、トレーニング室、第１・第２体育室） 

●上湧別農村環境改善センター（多目的ホール） 

【申 込 ・ 問 い 合 わ せ 先】 

●湧別総合体育館 ℡５－２２２９ ●芭露ファミリースポーツセンター ℡６－２３５３ 

●中湧別総合体育館 ℡２－４１８６ ●上湧別農村環境改善センター ℡２－４５０６ 

●共立・みやび企業体 オホーツク営業所（指定管理者）    ℡２－５６６８ 

町内体育館「個人使用シーズン券」販売のお知らせ 

教育委員会 社会教育課 スポーツ振興係 ５－３１３２ 
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街路灯の更新工事に伴い、次の場所において仮歩道を設置します。大変ご迷惑を

おかけしますが、皆さまのご理解とご協力をお願いいたします。 
 

【工事場所】国道２３８号（錦町４号線～５号線まで） 

国道２４２号 中湧別北町～南町（㈱湊機械店前～㈲マルスイ水岡水産前まで） 

      登栄床（登栄床湖畔道路） 

【工事期間】１１月３０日（金）まで※街路灯新設・撤去時に仮歩道を設置します。 

【施工業者】遠軽・児玉電設・児玉電機商会経常建設共同企業体（錦町） 

      工藤・為廣経常建設共同企業体（登栄床） 

      エスケー・カリヤ経常建設共同企業体（中湧別北町・中町） 

      北海・児玉経常建設共同企業体（中湧別中町～南町） 

 

 

 

街路灯整備工事のお知らせ 

○湧 まちづくり推進課 町民活動係 ５－３７６１ 
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 ９月６日に発生した北海道胆振地方中東部を震源とする最大震度７の地震によ

り被災された方々を支援するため、次のとおり義援金を受け付けています。皆さま

の温かいご支援をよろしくお願いいたします。 
 

【義援金名称】平成３０年北海道胆振東部地震災害義援金 

【受付期間】平成３１年３月３１日（日）まで 

      ※役場への持参の場合は、平成３１年３月２５日（月）まで 

【受付口座】 

 

（１）郵便振替 ※郵便局窓口での取扱の場合、振替手数料は免除となります。 

 

    ●加入者名：日赤平成３０年北海道胆振東部地震災害義援金 

 

    ●口座番号：００１３０－１－６７３５９１ 

 

    ※受領証を希望される場合は、通信欄に「受領証希望」と記載してください。 

（２）銀行口座 ※ご利用の金融機関によっては、振込手数料がかかる場合があります。 

    ①北海道支部 

     口座名義：北海道

ホッカイドウ

災害

サイガイ

義援

ギ エ ン

金

キン

募集

ボシュウ

委員会

イインカイ

 会 長

カイチョウ

 伊藤

イ ト ウ

 義郎

ヨシロウ

（次の２銀行共通） 

          北洋銀行    札幌南支店   （普）４６２７６７０ 

          北海道銀行  本店営業部  （普）３２８６２８０ 

    ②日赤本社 

     口座名義：日本

ニ ホ ン

赤十字社

セキジュウジシャ

（次の３銀行共通） 

              三井住友銀行  すずらん支店 （普）２７８７５３３ 

              三菱ＵＦＪ銀行 やまびこ支店 （普）２１０５５４１ 

              みずほ銀行   クヌギ支店  （普）０６２０４１３ 

     

※受領証が必要な場合は、振込先の連絡先に次の内容をご連絡ください。 

 

●義援金名 ●住所  ●氏名（受領証の宛名）  ●電話番号 

●寄付日  ●寄付額 ●振込金融機関名・支店名 

 

銀行口座①は日赤北海道支部（℡０１１－２３１－７１２６） 

     銀行口座②は日赤本社   （℡０３－３４３７－７０８１） 

（３）役場窓口への持参    

受付窓口：○湧 保健福祉課福祉係（日本赤十字社湧別町分区事務局） 

 ○上 住民税務課「総合窓口」、中湧別出張所 

 

平成３０年北海道胆振東部地震災害義援金の受付について 

○湧 保健福祉課 福祉係 ５－３７６５ 
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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。） 

 

 

 

 

  

９月２６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 9 23 

湧別オホーツク園 

リラの杜 ※３ 

２０人 0 ２ 6 8 

湖水の杜 ※３ 芭露 4-5525 ２０人 0 3 2 5 

湧愛園 

上湧別 

屯田市街地 

2-3151 

４０人 0 14 12 26 

湧愛園ちゅーりっぷ 

の里 ※３ 

２０人 0 2 9 11 

グループホーム 

※２ 

上湧別館 ※３ 中湧別北町 4-2070 １８人 0 1 11 12 

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 

1 1 1 2 

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 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 8 8 16 

夫婦用 

３室 

0 2 1 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。 
 

 

 

 

 

 

 

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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◆秋の火災予防運動 

 

秋から冬にかけて空気が乾燥し、強風が吹くなど火災が発生しやすい季節です。

暖房器具を使用前に点検するなど火災の発生を防止しましょう。また、火の元に十

分注意し安全で快適な生活を送ってください。 

湧別町消防団、消防署（湧別・上湧別出張所）では火災予防運動期間中、次のこ

とを実施します。 
 

【運動期間】１０月１５日（月）～３１日（水） 

【運動内容】（１）大サイレン吹鳴 

１０月１５日（月）～３１日（水）午後８時に一斉吹鳴 

（２）消防職員による啓蒙 

火災予防期間中、消防車両での警鐘および音声により町内を巡 

回します。 

（３）火災予防パレード 

１０月１４日（日）午前８時３０分～１１時３０分まで 

消防車両が町内一円をパレードします。 

（４）消防団員による一般住宅防火査察 

火災予防運動期間中の日中に実施します。 

 

 

【標  語】組合統一標語 「高めよう 地域みんなで 火の用心」 

      全国統一標語 「忘れてない？ サイフにスマホに 火の確認」 

 

※営農以外の「火災と紛らわしい煙を発する行為」は禁止されています。 

 営農のため、やむなく実施する場合は、必ず最寄りの消防署に届け出てください。 

【連 絡 先】遠軽地区広域組合消防署 湧別出張所  ℡５－２３３８ 

                  上湧別出張所 ℡２－４１１１ 

 

◆平成３０年度 火災予防ポスター・標語コンクール入賞作品の展示 

 

秋の火災予防運動の一環として、遠軽地区広域組合管内の小中学生を対象に火災

予防ポスターおよび標語コンクールを実施しました。入賞作品を次の日程で展示し

ます。ぜひご覧ください。 
 

場 所 日 時 

文化センターＴＯＭ １０月２４日（水）～２６日（金） 

文化センターさざ波 １１月 １日（木）～ ４日（日） 

 

遠軽地区広域組合消防署からのお知らせ 



- 10 - 

    

    

 

 

昨年度実施しました、空き家等の現地調査および所有者等へのアンケート調査に

より、町内に１年間以上使用されていない住宅、店舗、倉庫などが、２２０件程度

あることが分かりました。 

今後は法律に基づき、空家等対策計画の策定や危険な空き家（特定空家等）の認

定などについて意見を聴くため、空家等対策協議会の委員を公募します。 
 

【応募資格】次の要件をすべて満たす方とします。 

       （１）町内に引き続き１年以上居住している方で、満１８歳以上の方 

         （高校生、議会議員、常勤の公務員は除きます） 

（２）公募委員に選任される日において、２件以上の公募による審議 

会等の委員に選任されていない方 

（３）任期中に委員の職務を遂行できる方 

【募集人数】２人 

【任  期】３年間（平成３０年１１月～平成３３年９月） 

委員会は年３～４回程度の開催となります。 

【報 酬 等】町の規定に基づき、報酬と交通費を支給します。（４時間以内の会議

の場合は、報酬額３，０００円） 

【応募方法】応募申込書（○上企画財政課、○湧 まちづくり推進課「総合窓口」、中湧 

別出張所、芭露出張所（ＪＡ湧別町芭露支所内）に備えてあります） 

に必要事項を記入のうえ、期限までに持参、郵送、FAX、メールによ 

り提出してください。 

※町ホームページ（http://www.town.yubetsu.lg.jp/）からダウンロード 

できます。 

【提 出 先】●持 参 ○上 企画財政課、○湧 まちづくり推進課「総合窓口」、 

中湧別出張所、芭露出張所 

●郵 送 〒０９９－６５９２ 湧別町上湧別屯田市街地 318番地 

湧別町役場 企画財政課（締切日消印有効） 

●F A X ２－２５１１ 

●メール kikaku@town.yubetsu.lg.jp 

【募集期間】１１月２日（金）まで 

【問い合わせ先】○上 企画財政課計画係 ℡２－５８６２ 

 

湧別町空家等対策協議会委員を募集します 

○上 企画財政課 計画係 ２－５８６２ 

このこのこのこの宝宝宝宝くじのくじのくじのくじの収益金収益金収益金収益金はははは市町村市町村市町村市町村のののの明明明明るくるくるくるく    

住住住住みよいまちづくりにみよいまちづくりにみよいまちづくりにみよいまちづくりに使使使使われますわれますわれますわれます。。。。    
各各各各１１１１枚枚枚枚    ３００３００３００３００円円円円    

    
（（（（1111 等等等等３３３３千万円千万円千万円千万円    ・・・・前後前後前後前後賞各賞各賞各賞各１１１１千万円千万円千万円千万円合合合合わせてわせてわせてわせて））））    

    （（（（1111 等等等等３３３３億円億円億円億円    ・・・・前後前後前後前後賞各賞各賞各賞各１１１１億円合億円合億円合億円合わせてわせてわせてわせて））））    
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  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２日（金） 午前１０時～午後３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】もつ鍋 

 

【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 １，０００円 
 

【定    員】１５人程度 
 

【申込締切日】１１月１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。 

 

 

 

 

 

 

湧別町ソフト・ミニバレーボール協会では、１２月から開催するリーグ戦に参加

するミニバレーチームを募集しています。 

 地域や職場、お友達などでチームを編成し、ミニバレーを楽しんでみませんか。 

 

【チーム編成】町内に在住する方および町内に勤務する方 

      ミニバレー（４人制）：社会人で女性が２人以上入ること。 

      ※ソフトバレーは、当面の間募集しません。 

【年 会 費】１チーム６,０００円 

※会費は１１月下旬開催予定の総会（監督会議）で受け付けます。 

【そ の 他】①スポーツ傷害保険に全員加入してください。 

      ②メンバー登録は当協会のミニバレーのルールに基づき、８人以内の 

登録としてください。 

【申込方法】１１月５日（月）までに、加入申込書を下記の事務局へ提出してく 

ださい。加入申込書は上湧別農村環境改善センターおよび中湧別総合 

体育館に備えてあります。 

【申込・問い合わせ先】湧別町ソフト・ミニバレー協会事務局 伊藤 弘樹 

      自宅：℡２－３８７３ 職場：℡２－５８６３ 

ミニバレーチームを募集します 

教育委員会 社会教育課 スポーツ振興係 ５－３１３２ 

 

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 
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  最近、犬の放し飼いや鳴き声に関する苦情が多く寄せられています。 

  犬の放し飼いは近隣の方の迷惑になりますし、予期せぬ事故が起こる可能性もあ

り、危険ですので、どんなどんなどんなどんな理由理由理由理由ががががあってもあってもあってもあっても絶対にお止めください。 
 

◆鳴 き 声 

「犬は吠えるものだ」「番犬なのでしょうがない」という考えの飼い主もいますが、

四六時中吠えている場合は近所迷惑となります。飼い主は気にならないかもしれま

せんが、犬を飼っていない方には大きなストレスになっている場合もあります。「出

かける際や夜間は屋内へ入れる」「犬小屋のまわりを板で囲う」など、鳴き声が近

隣に漏れない工夫をお願いします。 
 

◆飼育環境 

首輪や鎖の劣化・飼育小屋の不良により、飼い主が不在の間に犬が逃げ出し周辺

住民に被害を与えたケースも発生していますので、今一度、飼育環境の点検をお願

いします。 
 

◆散歩方法 

 必ずリードを用いるとともに、散歩中の糞処理についてもマナーを遵守されます

ようお願いします。これから、夕暮れが早くなる時期です。散歩される場合は夜光

反射材の着用などご自身の安全にも十分ご注意願います。 
 

小さい子どもや高齢者に限らず、犬が苦手な方はいます。例え小さな犬でも苦手

な方はいます。可愛いペットが思わぬトラブルの元となる誤った飼い方は絶対にお

止めくださいますようお願いします。大切大切大切大切なななな愛犬愛犬愛犬愛犬をををを近隣住民近隣住民近隣住民近隣住民とのトラブルとのトラブルとのトラブルとのトラブルのののの原因原因原因原因とととと

しないよしないよしないよしないようううう適切適切適切適切なななな飼養飼養飼養飼養をおをおをおをお願願願願いいいいいたいたいたいたしますしますしますします。。。。 
 

※室内犬・小型犬でも「一生に一回の畜犬登録」と｢年一回の予防注射｣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

ますのでご注意ください。 

 
 

 

 

 

 
 

かつて、森林は町の財政を支え、山から切り出された「木材」は生活の様々な場

で利用され、厳しい北国の私たちの暮らしを支えてくれるとても大切な存在でした。 

 第８回ふるさと講座は、湧別町の資料をもとに、林業の歩みと暮らしの関わりを

学び、町有林の現状を通して、林業（山）の役割について学びます。 

 植樹から伐採までの必要な手間、山積みされている木材の行く先など、案外知ら

ない「木材」のことを、現場を預かる講師の方から伺います。貴重な機会です。ぜ

ひ、ご参加ください。 

 

【日 時】１０月２０日（土）午後１時３０分～４時 

【会 場】ふるさと館ＪＲＹ メディアシアター 

ペットの飼育マナーを守りましょう 

○上 住民税務課 環境衛生係 ２－５８６３ 

「木材」をテーマに第８回ふるさと講座を開催します（再掲載） 

教育委員会 社会教育課 社会教育係 ５－３１３２ 
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テ ー マ 内  容 講  師 

第１部 

「資料からみる 

町の林業の歩み」 

（５０分） 

・町史からみる町の林業の歩みと暮らし 

・資料「150 丁の鋸（のこぎり）」から

見えてくるもの 

中島 一之さん 

（学芸員） 

第２部 

「この木材はどこへ」 

（３５分） 

・山積みされている木材はどこから運ば

れ、どう活用されるのか 

・地域との関わり 

脇坂 敏夫さん 

（湧別林産専務） 

第３部 

「町の山は今」 

（４５分） 

・森林づくり～山の仕事 

・町有林の実態と課題・役割 

田中 千嘉伸さん 

（水産林務課長補佐） 

【参 加 料】無料 

【申込方法】１０月１６日（火）までに教育委員会社会教育課（℡５－３１３２） 

      までお申し込みください。 

【共  催】ふるさとから学ぶ会、教育委員会 

【協  力】株式会社 湧別林産、○湧 水産林務課 
 

 
 

 

生まれたときには母乳やミルクしか飲んでいなかった赤ちゃんが、いろいろな食

品を食べられるようになるまでには、食材との初めての出会いを繰り返しながら、

少しずつ食べられるようになっていくという道すじが大切です。今回は小さなお子

さんでも食べられるカンタンおかず作り講座を行います。ぜひご参加ください。 

 

【日  時】１０月２４日（水）午前１０時～１１時３０分 

【場  所】保健福祉センター 

【対  象】町内に居住する就学前の乳幼児をもつ保護者 

【定  員】１５人 

【持 ち 物】エプロン・三角巾・箸やスプーン等（試食用）・飲み物・ 

大人用上履き（あればお子さんの上履き） 

【そ の 他】●２～３才児を対象としたおかずを作ります。お子さんの年齢に関わ

らず、どなたでも参加可能です。完成後はお子さんと一緒に試食を

行います。 

●託児が必要な方は、お子さんの着替えやオムツ、水分補給用飲料水 

など必要と思われるものを持参してください。 

【申込締切日】１０月１７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 

「カンタンおかず作り講座」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 
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大阪府北部を震源とする地震により、ブロック塀が倒壊する事故が発生しました。 

ブロック塀（鉄筋で補強されたブロック造の塀）、組積造の塀（れんが、石、鉄

筋のないブロック等を積み上げた塀）については、所有者・管理者の方が適切に維

持管理することが求められますので、「ブロック塀の点検チェックポイント」を参

照するなどして安全点検するようお願いいたします。 

 安全点検の結果、異常が認められた場合には、付近通行者への速やかな注意表示

および補修・撤去等を行うなど、適切な維持管理に努めてください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 
 

 

例年、収穫期を迎えるこれからの季節は貨物輸送などで交通量が増え、また、夕

暮れが早まり歩行者などの事故が多発しています。 

このため、１０月１５日（月）から２４日（水）までの１０日間、「秋の輸送繁

忙期の交通安全運動」が行われますので交通安全を心がけましょう。 
  

【運動の重点】①過労・過積載・過密な運転の防止 

②スピードの出し過ぎなど無謀運転の防止 

③高齢者の交通事故防止・夜光反射材の普及 

④夕暮れ時と夜間の歩行中・自転車乗用中の交通事故防止 

⑤飲酒運転の根絶 

ブロック塀等の安全確認について 

○上 建設課 建築係 ２－５８６９  

 

 秋の輸送繁忙期の交通安全運動 

○湧 まちづくり推進課 町民活動係 ５－３７６１ 


