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町内外の大勢の皆さまにご利用いただいています日帰り温泉入浴施設「かみゆう

べつ温泉チューリップの湯」は、施設の定期保守点検および清掃作業実施のため次

の日程で臨時休館します。 

 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 日】１０月１１日（木）～１２日（金）の２日間 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成３０年 9 月１０日発行 

湧別町役場上湧別庁舎 ２－２１１１ ・ 湧別庁舎 ５－２２１１ 

ＮＮＮＮo.o.o.o.２１２１２１２１５５５５    
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 セルウィン町から訪問団 来町 
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担当課表記担当課表記担当課表記担当課表記    ○上 ＝＝＝＝役場役場役場役場上湧別庁舎上湧別庁舎上湧別庁舎上湧別庁舎    ((((上湧別屯田市街上湧別屯田市街上湧別屯田市街上湧別屯田市街地地地地))))    ○湧 ＝＝＝＝役場湧別庁舎役場湧別庁舎役場湧別庁舎役場湧別庁舎    ((((栄町栄町栄町栄町))))    

「かみゆうべつ温泉チューリップの湯」臨時休館のお知らせ 

○上 商工観光課 観光係 ２－５８６６ 

「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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がんが早期発見された場合と進行後に発見された場合では、その後の生存率に大

きな差が生じます。多くのがんは早期の段階で自覚症状がないため、早期発見する

ためには定期的に検診を受けることが何よりも大切です。町では次により乳がん・

子宮がん検診を実施します。２年に一度の受診を目安に、町の検診をご利用くださ

い。 

【対   象   者】乳がん検診：４０歳以上 

         子宮がん検診：２０歳以上 

 

 

 

 

 

 

 

【日 程 ・ 会 場】  

◎１０月１日（月）は乳乳乳乳ががががんんんん検診検診検診検診のみのみのみのみ受けることができます。 

検診項目 日程 受付時間 

各時間定員

（人） 

会場 申込締切日 

乳がん検診 

（40 歳以上対象） 

10 月１日（月） 

①午後３時３０分～ － 

保健福祉 

センター 

9月20日（木） 

②午後４時 00 分～ 

10 

③午後４時３０分～ 

④午後５時００分～ 

⑤午後５時 3０分～ 

 

◎１０月２日（火）は乳乳乳乳がん・がん・がん・がん・子宮子宮子宮子宮がんがんがんがん検診検診検診検診を同日に受けることができます。 

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

がん 

乳がん検診 

（40 歳以上対象） 

10 月２日（火） 

①午前 9 時 00 分～ － 25 

保健福祉 

センター 

9月20日（木） 

②午前 9 時 30 分～ － 25 

③午前 10 時 00 分～ － 25 

④午前 10 時 30 分～ 10 25 

子宮がん検診 

超音波検査 

（20 歳以上対象） 

⑤午後  1 時 00 分～ 15 25 

⑥午後 1 時 30 分～ 15 25 

⑦午後 ２時 00 分～ 10 25 

※定員になり次第、締め切りとさせていただきます。  

昨年度（平成 29 年 4 月～平成 30 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。 

申し込みに空きがありましたら、全額自己負担で集団検診の受診を受け入れいた

します。希望される方はお問い合わせください。 

～安心のために 受けてますか がん検診～ 

乳がん・子宮がん検診のご案内（再掲載） 

○湧 保健福祉課 健康推進係 ５－３７６５  
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【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 

子宮がん検診（内診） 1,000 円 500 円 

超音波検査（子宮がん検診と併せて実施） 500 円 

 

【そ の 他】 

●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。  

●無料クーポン券該当の方も受診可能です。 

●生活保護の方は無料です。 

●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、受付の際にご提示ください。 

 

【申込・問い合わせ先】○湧 保健福祉課健康推進係 ℡５－３７６５ 

 

 

 
 

 

 

 
 

１歳から就学前までのお子さんを対象に、歯科健診・フッ素塗布を行います。 

希望される場合は、○湧 保健福祉課健康推進係までお申し込みください。 

 

【日程・会場】 

月 日 受付時間 会 場 申込締切日 

10月１9日（金） 

①午後０時３０分～０時４０分 

 

②午後１時００分～１時１０分 

保健福祉センター 

（栄町） 

１０月１２日（金） 

 

【流 れ】①受付 ②染め出し（希望者のみ） ③ブラッシングチェック 

④歯科健診 ⑤フッ素塗布（綿球法または歯ブラシ法を選べます。） 

※染め出しとは、歯垢（プラーク）を赤く染め、歯の色を区別しやす 

くするものです。磨き残しがある場所を確かめることができるため、 

歯磨きの癖を知ることができます。 

【料 金】無料 

【持 ち 物】●母子手帳 

●歯ブラシ 

●問診票（お手元に無い方は、当日会場でご記入ください。） 

●エプロン、コップ（染め出しを希望する方のみ） 

【そ の 他】染め出しを希望されないお子さんは、事前に歯磨きをしてきてください。 

【申 込 先】○湧 保健福祉課健康推進係 ℡５－３７６５ 

歯科健診・フッ素塗布のご案内 

○湧 保健福祉課 健康推進係 ５－３７６５ 
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（お配りした「調査のお知らせ」） 

 

 

 

１０月１日現在で住宅・土地統計調査を実施します。    

１１の調査単位区が設定されており、調査調査調査調査のののの対象対象対象対象とととと    

なっているなっているなっているなっている次次次次のののの区域内区域内区域内区域内のののの住宅等住宅等住宅等住宅等にににに対対対対してはしてはしてはしては、、、、すでにすでにすでにすでに    

調査員調査員調査員調査員がががが調査調査調査調査のおのおのおのお知知知知らせのチラシをらせのチラシをらせのチラシをらせのチラシを配布配布配布配布していますしていますしていますしています。。。。 

このあと、抽出により調査対象となった建物（１調査 

単位区あたり１７戸）には、９月中に調査書類を配布し 

ますので、調査へのご協力をお願いいたします。 

 

※簡単・便利なインターネットによる回答をおすすめ 

 しています。 

 

【調査対象区域】曙町、錦町、川西、登栄床、上芭露、 

中湧別東町、中湧別中町、北兵村一区、 

上湧別屯田市街地、開盛 

 

※それぞれの地区で「調査単位区」 

となっているのは全区域全区域全区域全区域ではなくではなくではなくではなく    

一部一部一部一部のののの区画区画区画区画です。 

 

【問い合わせ先】○上 企画財政課 調整係 ℡２－５８６２ 

 

 

 

 

 

 
 

来年、新たに小学校に入学するお子さんを対象に、次のとおり健康診断を実施し

ます。 

町内で年度内に転居予定の方、現在湧別町に住所はないが入学までに転入する予

定の方は、教育総務課学校教育係（℡５－３１４３）までご連絡ください。 

なお、該当される方には、９月下旬に案内文書を送付します。 
 

 上湧別・中湧別・開盛・富美地区 湧別・芭露地区 

日時 

１０月１０日（水） 

午後１時より受付開始 

１０月１６日（火） 

午後１時より受付開始 

場所 上湧別コミュニティセンター 保健福祉センター 

内容 内科健診・歯科健診・視力検査・聴力検査・知能検査 

対象 平成２４年４月２日～平成２５年４月１日生まれのお子さん 

 

平成３０年住宅・土地統計調査にご協力をお願いします 

○上 企画財政課 調整係 ２－５８６２ 

就学時健康診断を実施します 

 教育委員会 教育総務課 学校教育係 ５－３１４３  
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湧別町少年柔道大会「上野カップ 2018」に、「湧別町ふるさと応援大使のオリン

ピック柔道メダリスト上野姉妹」と「2017 世界柔道選手権大会金メダリストの新井

あ ら い

千鶴

ち づ る

選手」、「リオオリンピック銅メダリストの近藤

こんどう

亜美

あ み

選手」が今年もやってきま

す。模範演技や体験教室、サイン会も開催され参加料・入場料は全て無料です。 

白熱した試合をご覧に、ぜひお越しください。 

 

※「上野カップ 2018」は小・中学生の全道規模の大会で、体験教室やサイン会は

大会のイベントとして行われます。大会に参加する子ども達や保護者が多数おり

ますのでご了承ください。 

 

１０月６日（土） 

 

●柔道体験教室 

【時  間】午後３時～５時 

【会 場】湧別総合体育館（アリーナ） 

【対 象 者】湧別町少年柔道大会参加者および町内小・中学生 

【講 師】上野雅恵さん、上野順恵さん、上野巴恵さん、 

新井千鶴さん、近藤亜美さん （予定） 

【申込方法】事前に申し込みが必要となります。９月２８日（金）までに下記の 

問い合わせ先へお申し込みください。 

 

１０月７日（日） 

 

●柔道大会 

【日 時】開会式：午前９時  競 技：午前９時３０分～午後２時（予定） 

【会 場】湧別総合体育館（アリーナ） 

【模範演技】午前９時２０分～ 特別講師による得意技を中心とした模範演技 

      出演者：上野雅恵さん、上野順恵さん、上野巴恵さん、 

新井千鶴さん、近藤亜美さん （予定） 

【吹奏楽演奏】正午より湧別中学校吹奏楽部による激励演奏会を行います。 

 

●サイン会 

【日 時】午前の部：午前１０時２０分～１０時５０分 

      午後の部：午後 １時３０分～ ２時００分 

【出 演 者】新井千鶴さん、近藤亜美さん （予定） 

【会 場】湧別総合体育館（１階プレイルーム） 

【そ の 他】サインを希望する方は、色紙とペンをご持参ください。（１人１枚限定） 

※当日は、混み合うことが予想されます。また、競技の進行状況に 

より、時間の変更がある場合がありますのでご了承ください。 

 

【問い合わせ先】湧別町教育委員会 社会教育課 スポーツ振興係   

湧別町少年柔道大会「上野カップ 2018」事務局 

℡５－３１３２ FAX５－３７１０ 

湧別町少年柔道大会「上野カップ 2018」開催のお知らせ 

教育委員会 社会教育課 スポーツ振興係 ５－３１３２ 
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 広報ゆうべつ９月号で「農業委員会委員の募集」についてお知らせしていますが、

農業委員の推薦・募集状況について、次のとおり公表しますのでお知らせします。 

 

【公表期間】委員の推薦・募集期間〔９月２０日（木）～１０月１７日（水）〕の

中間と期間終了後 

【公表方法】閲覧および町ホームページ（http://www.town.yubetsu.lg.jp/）による 

公表 

［閲覧場所］ 

●上湧別コミュニティセンター（１階ロビー） 

       ●役場湧別庁舎（１階ロビー） 

       ●役場芭露出張所 

【公表内容】提出された推薦書または応募申込書の記載事項のうち、推薦を受けた

方および募集に応じた方の住所を除く氏名・職業・年齢等。 

 

 

 

 
    

 

 

 

来年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】９月２７日（木）午後２時～３時 

【場  所】文化センターＴＯＭ 大ホール（中湧別中町） 

【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 

【対  象】町内事業者（定員１００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】９月２０日（木）までに湧別町商工会（℡２－２２７８）まで事前に 

お申込みください。 

湧別町農業委員会委員の募集に係る推薦・募集状況の公表について 

農業委員会事務局  ２－５８６５ 

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 税務係 ２－５８６3 
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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。 
 

 

 

 

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 
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町では、ゴミの減量化に取り組んでいます。 

 町が収集しているゴミのほとんどは家庭から出されるゴミです。その家庭から出

るゴミの多くは生ゴミです。 

その生ゴミを減らすことがゴミ減量化の「カギ」となります。生ゴミは水分を多

く含んでいますので、排出する前に一度軽く絞ると重量を減らすことができます

し、悪臭の対策にもなります。手軽に実践できる減量対策ですので皆さまのご協力

をお願いいたします。 

また、町ではゴミの減量化の一助として「生ゴミ処理容器（コンポスト）」「生

ゴミ処理機（電動式）」を購入した際に購入額の一部を助成する制度もありますの

で、ぜひご活用ください。 

なお、助成の詳しい内容については○上 住民税務課環境衛生係（℡２－５８６３）

までご連絡ください。 

 日頃より町と収集業者は一体となって円滑なゴミ収集を行うよう努力していま

す。より円滑な収集業務を行うため皆さまにおかれましては、できるだけゴミの搬

出場所の集約化についてご協力くださいますようお願いします。 
 

 

 

 

●町のホームページに、ゴミに関する様々な情報を掲載しています 

  トップページ中段の「くらしの情報」内の【生活・環境】 

欄にある「ごみ・リサイクル」の文字をクリックすると 

専用ページに移動します。 

専用ページには、かわらばん等では紙面の都合上掲載 

できない「ごみの区分け辞典」や「ごみの排出方法」など 

お役に立つ情報を掲載していますので、ぜひご活用ください。 

町公式ホームページアドレス http://www.town.yubetsu.lg.jp/  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ゴミの減量化にご協力をお願いします 

○上 住民税務課 環境衛生係 ２－５８６３ 

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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 秋の一斉清掃を１０月７日（日）に実施します。午前８時に全町一斉にサイレン

が鳴りますので、これを合図に出役し、自宅周辺道路等に散乱しているゴミを集め、

きれいな町にしましょう。 

 皆さまのご協力をよろしくお願いいたします。 

 

【注意事項】 

●ゴミは中身が見える透明もしくは半透明のゴミ袋に入れてください。 

●肥料袋などを使用する場合は、自治会に配布済みの「清掃シール」を貼り付 

け、口を開けたままにしておいてください。 

●土砂はできるだけ道路わきの土のある場所へ戻してください。 

●資源ゴミとして排出できるゴミは、極力分別して資源ゴミの日に排出してくだ 

さい。 

●集めたゴミは、上湧別地区はゴミステーションの足元に、湧別地区は資源 

ゴミの回収拠点に置いてください。（一斉清掃で集めたゴミのみ回収します） 

●事業所においても、清掃日までに清掃のご協力をお願いいたします。 

●雨等で中止になる場合があります。その場合はサイレンが鳴りません。 

●１０月７日（日）が中止の場合は、延期とせずに中止とします。 

 

 

 

 
 

 
 

 湧別町と友好都市提携を結んでいるニュージーランド・セルウィン町より、町長

と２人の訪問団一行３人が９月２８日から来町し、ホームステイしながら町内各施

設の視察や日本文化の体験などを行います。 

 セルウィン町の皆さんは、湧別町の皆さんと交流できることを楽しみにしていま

すので、町内で見かけましたらお気軽に声をおかけください。 
 

 【滞 在 期 間】９月２８日（金）午後６時頃～１０月２日（火）正午 
 

 【訪問団の方々】 

職  業 名   前 

セルウィン町長 

Ｓａｍｕｅｌ

サ ム

 Ｂｒｏｕｇｈｔｏｎ

ブ ロ ウ ト ン

 

マルバーンコミュニティ議員 

Ｋａｒｅｎ

カ ー レ ン

 Ｍｅａｒｅｓ

メ ア ー ズ

 

 

Ｅｉｌｅｅｎ

エ イ リ ー ン

 Ｐｈｉｌｌｉｐｓ

フ ィ リ ッ プ

 

１０月７日は秋の一斉清掃日です 

○上 住民税務課 環境衛生係 ２－５８６３ 

ニュージーランド・セルウィン町から訪問団が来町します 

○上 企画財政課 地域振興係 ２－５８６２ 
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子育て支援センターでは、アイロンビーズ手作り講座を開催します。アイロンビ

ーズとは小さなパイプ状のビーズを専用のプレートの上に並べて平面的な絵柄を

作り、アイロンの熱で溶かして接着する子どもから大人まで楽しめる知育玩具です。

オーナメントやアクセサリーなど、様々な形を作って楽しむほか、集中力や達成感

が得られることから作業療法にも取り入れられています。ぜひこの機会に、世界で

ひとつだけのオリジナル作品を作りませんか？ 

 

【日  時】９月１９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 

【そ の 他】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】９月１２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 

 
 

 

 

 

 

 札幌合気道会２７人が湧別町で合宿を行います。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】９月１５日（土）～１７日（月） 

【会  場】湧別町武道館（栄町） 

【見 学 会】９月１５日（土）午後２時３０分～３時３０分 

９月１６日（日）午前９時～１０時 

        午後２時～３時 

９月１７日（月）午前９時～１０時 

      ※時間を変更する場合がありますので、ご了承ください。 

【問 い 合 わ せ 先】湧別町合気道協会 会長 尾﨑 晌（℡０８０－３３４５－７８７８） 

 

「アイロンビーズ手作り講座」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 

 

札幌合気道会が湧別町で合宿します 
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 山菜採りや山登りをされる方々にとっては待ちかねたシーズンがやってきます

が、町内でも数多くのヒグマの出没情報が寄せられています。 

山へ入られる方や農作物等の収穫に従事される方は十分に注意してください。 

  

【秋のヒグマ注意特別期間】９月８日（土）～１０月３１日（水）（５４日間） 

 

【山菜取りの心構え５カ条】（１）行き先を必ず家族等に知らせておきましょう。 

 

（２）単独での入山はやめましょう。 

 

（３）目立つ服装等を心がけましょう。 

 

（４）通信手段（携帯電話、無線機等）や笛、鈴、 

ラジオ、非常食、懐中電灯、ナタ等を携行しま 

しょう。（熊撃退スプレーがあれば、なお良い） 

 

（５）迷ったら落ち着いて行動しましょう。 

 

【ヒグマと出会わないために】●「車車車車がががが近近近近くにあるからくにあるからくにあるからくにあるから、、、、大丈夫大丈夫大丈夫大丈夫」ではなく、鈴や笛、 

ラジオ等（人工音）を鳴らし、人の存在を早めに 

ヒグマに知らせましょう。 

 

●早朝や夕暮れ時はヒグマが活発に行動するので入 

山は避けましょう。 

 

●ヒグマのフンや足跡、食べ跡、爪跡を見つけたら 

すぐに引き返しましょう。 

 

【ヒグマ出没状況について】町民の皆さま等から寄せられた情報や、町職員が発見 

した情報を随時町ホームページに掲載しています。 

（http://www.town.yubetsu.lg.jp/） 

ヒグマの姿や足跡等を発見した場合は、○湧水産林務 

課林務係（℡５－３７６３）へご連絡ください。 

山菜採りに伴う事故やヒグマとの遭遇に十分ご注意を！！ 

○湧 水産林務課 林務係 ５－３７６３ 
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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。） 

 

 

 

 

 ８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 15 10 25 

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 29 14 43 

湧愛園ちゅーりっぷ 

の里 ※３ 

２０人 0 15 13 28 

グループホーム 

※２ 

上湧別館 ※３ 中湧別北町 4-2070 １８人 0 3 7 10 

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 0 4 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 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 9 7 16 

夫婦用 

３室 

0 2 2 4 

 

 

 

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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平成３０年第３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】９月２５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。 

    

 
 

 
 

 

 

   
 

 

  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】９月２８日（金） 午後１時～５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】調理パン 

 

【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】９月２６日（水） 

 

【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・金曜日と祝日となっています。 

 

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 

町議会定例会のお知らせ 

○上 議会事務局 ２－２１３０ 
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平成３１年度採用の湧別町職員採用試験について、ご案内します。 
 

 

職種 

採用人数 

（予定） 

受験資格 業務内容 

運動指導職 １人 

体育施設等においてスポーツインストラクター

経験者または学校教育法による大学、短期大学

および専修学校等において、健康・スポーツ分

野の科目を履修し、卒業もしくは平成 31 年３

月までに卒業見込みの方で、昭和 59 年４月２

日以降に生まれた方 

①公益財団法人 健康・体力づくり事業財団「健

康運動指導士」「健康運動実践指導者」、特

定非営利活動法人 日本トレーニング指導

者協会「トレーニング指導者」、またはその

他運動指導の実施に適した資格のいずれか

を有している方、もしくは平成 31 年４月ま

でに取得予定（見込含む）の方 

②普通自動車免許を所持している方 

③ワード・エクセル等の基礎的なパソコン操作 

ができる方 

④採用後、湧別町内に居住が可能な方 

町総合体育館においてトレ

ーニング機器を活用した運

動指導のほか、町民の健康づ

くりに関する各種事業の企

画運営。 

その他社会教育業務。 

 

【採用予定日】平成３１年４月１日 

【試験日時・会場】１０月２０日（土）午前９時（集合８時３０分）湧別総合体育館（栄町） 

【試験内容】面接試験、実技試験（トレーニング機器を使用した模擬指導） 

【応募期間】９月２１日（金）まで 

      ※持参の場合、午前８時３０分～午後５時１５分 

【応募方法】町指定の申込書（○上 総務課庶務係に備えてあります）に必要事項を

記入のうえ、必要書類を添付して持参または郵送で提出してください。 

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

できます。 

【提出書類】①採用試験申込書（町指定。写真貼付１枚） 

      ②成績証明書（最終学歴のもの） 

      ③卒業証明書または卒業見込証明書（最終学歴のもの） 

      ④各種運動指導資格を所持していることを証明するもの（写し） 

【そ の 他】実施要綱、トレーニング機器など詳細はお問い合わせください。 

      ※町ホームページ（http://www.town.yubetsu.lg.jp/）をご覧ください。 

    

 

湧別町職員（運動指導職）採用試験のお知らせ 

○上 総務課 庶務係 2－２１１２ 


