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７０歳までの就業機会の確保のため、「高年齢者等の雇用の安定等に関する法律（高年齢者雇

用安定法）」の一部が改正され、４月１日から施行されます。 

これは、少子高齢化が急激に進行し人口が減少するなかで、経済社会の活力を維持し、働く意

欲がある高年齢者がその能力を十分に発揮し活躍できる環境を整備するための改正です。これに

より、現行の６５歳までの雇用確保（義務）に加え、７０歳までの就業機会を確保するため、事

業主は次のいずれかを講ずる努力義務が新設されました。 

 

①７０歳までの定年引き上げ 

②定年制の廃止 

③７０歳までの継続雇用制度 

④７０歳まで継続的に業務委託契約を締結する制度 

⑤７０歳まで継続的に以下の事業に従事できる制度の導入 

（１）事業主が自ら実施する社会貢献事業 

（２）事業主が委託、出資（資金提供）等する団体が行う社会貢献事業 

 

【問い合わせ先】ハローワーク遠軽 ℡０１５８－４２－２７７９ 

北海道労働局   ℡０１１－７０９－２３１１ 

消費生活モニター 募集         ７ 
初心者パソコン講座 
オホーツク紋別空港一部運休 
献血にご協力を            ８ 
北見年金事務所出張相談所 開設 
３月の健康運動教室・運動指導     ９ 
生肉の調理に注意           10 
ママの教室 
３月子育て支援センター予定表     11 
４月から町営バスの運行内容が変わります 12 

〈目次〉 
 

７０歳までの就業機会の確保      １ 
収入がない方は電話連絡を       ２ 
確定申告・住民税申告 申告期限延長 
ふるさと小包応援便          ３ 
３月の当番病院 
予防接種や検診、不妊治療の費用助成  ４ 
高齢者バス無料乗車券         ５ 
高齢者就労センターで働いてみませんか 
町議会定例会 
安全教育               ６ 
牛に係る家畜人工授精に関する講習会 
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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 

７０歳までの就業機会確保が努力義務となります 

○上商工観光課 商工観光Ｇ ２－５８６６ 
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令和２年中に収入がなかった方で被扶養者以外の方は、確定申告と住民税の申告は不要です

が、収入がなかったことを電話にて○上住民税務課までお知らせください。 

ご連絡がないと、所得の証明書を発行できないほか、国民健康保険税等の算定ができないため

軽減措置を受けられないなど不利益を受けることになります。 

 

 

 

 

 

 

 新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から、申告会場での感染防止のため、来場日時を分

散できるように、確定申告・住民税申告の期限、町内の申告会場の受付期間、申告による所得税

の納付期限を４月１５日に延長します。 

 

【受付期間】４月１５日（木）まで 

【受付時間】午前８時３０分～午後５時１５分 ※正午～午後１時を除きます 

【会  場】●上湧別会場（上湧別コミュニティセンター）：月・水・金曜日 

      ●湧別会場 （保健福祉センター）      ：火・木曜日（３月３０日まで） 

【そ の 他】確定申告を自宅のパソコンやスマートフォンで申告書等の作成から印刷まで行う 

ことができます。会場に出向くことなくオンラインで申告できるほか、印刷した 

申告書を紋別税務署に郵送で提出することもできますので、ぜひご利用ください。 
 

国税庁ホームページの確定申告等作成コーナー 

 

 

《 申告日程 カレンダー 》 

日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土

1 2 3 4 5 6 1 2 3
上湧別 湧別 上湧別 湧別 上湧別 - 上湧別 上湧別 -

7 8 9 10 11 12 13 4 5 6 7 8 9 10
- 上湧別 湧別 上湧別 湧別 上湧別 - - 上湧別 上湧別 上湧別 上湧別 上湧別 -

14 15 16 17 18 19 20 11 12 13 14 15 16 17
- 上湧別 湧別 上湧別 湧別 上湧別 - - 上湧別 上湧別 上湧別 上湧別 - -

21 22 23 24 25 26 27 18 19 20 21 22 23 24
- 上湧別 湧別 上湧別 湧別 上湧別 - - - - - - - -

28 29 30 31 25 26 27 28 29 30
- 上湧別 湧別 上湧別 - - - - - -

３月 ４月

 

  

確定申告・住民税申告の申告期限を延長します 

○上住民税務課 税務G ２－５８６３ 

 

検 索 令和２年分 確定申告特集 

収入がない方は電話でご連絡ください 

○上住民税務課 税務Ｇ ２－５８６３ 
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湧別を離れて暮らす大学生などの皆さんは、いまだ新型コロナウイルス感染症の収束が見通せ

ないなか、アルバイト収入の減少、帰省の自粛など日常生活や学業の継続に多くの不安を感じて

いるのではないでしょうか。 

このため、町は大学等で学ぶ学生の皆さんに、ふるさと湧別の良さを感じてもらえるように、

本町特産品を詰め合わせた「ふるさと小包応援便」をお届けします。ぜひお申し込みください。 

 

【小包の内容】お米、麺類、カレー、ソフト貝柱などを予定しています。 

【対 象 者】令和３年１月１日現在、保護者が本町に住所を有し、大学等に通う学生（３月卒 

      業予定の方を含む） 

※大学等とは、学校教育法における大学、大学院、短期大学、高等専門学校 

の４・５年生、専修学校、大学進学を前提とする予備校をいいます。 

【申込方法】３月１９日（金）までに、保護者の方が下記の３つの書類を郵送またはメールで 

お送りください（②③はメールの場合は写真画像でも可）。 

      ①申込書（○上企画財政課および町ホームページにあります） 

      ②学生証または在学証明書の写し（学生だと分かるもの） 

 ③運転免許証や消印付きの郵便物、住宅賃貸契約書などの写し（送付先が分かるもの）  

【申 込 先】（１）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 

（２）メール：kikaku＠town.yubetsu.lg.jp 

             件名に「ふるさと小包応援便申込」と入力してください。 

【小包の発送】３月から順次学生の住所へ発送します。ただし、保護者宅への発送を希望される 

場合はお申し出ください。 

 

 

 

 

 

月  日 内科当番 外科当番 

３月 ７日（日） 
瀧本皮膚科クリニック 

（0158-42-8048） 

曽我病院 

（2-2001） 

３月１４日（日） 
はやかわクリニック 

（0158-49-2525） 

遠軽共立病院 

（0158-42-5215） 

３月２０日（祝） 
遠軽厚生病院 

（0158-42-4101） 

３月２１日（日） 
遠軽厚生病院 

（0158-42-4101） 

３月２８日（日） 
みずしま内科クリニック 

（0158-42-3214） 

遠軽厚生病院 

（0158-42-4101） 

学生の皆さんへ「ふるさと小包応援便」をお届けします 

○上企画財政課 未来づくりＧ ２－５８６２ 

３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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町では、予防接種や検診、不妊治療の費用を助成しています。令和２年４月～令和３年３月に

受診・治療されたものは、３月３１日（水）までに申請が必要ですので、忘れずに申請をお願い

します。これを過ぎた場合は助成されませんので、ご注意ください。 

 また、対象者や対象となる費用など、詳細は町ホームページ（https://www.town.yubetsu.lg.jp/） 

をご覧になるか、○湧健康こども課までお問い合わせください。 

 

◆予防接種 

種類 助成金額 対象外 

インフルエンザ 
１年に１～２回、1,700円または全額 

(年齢等により異なります) 

ゆうゆう厚生クリニック、曽我病院、 

はやかわクリニックで接種した方は 

対象外（あらかじめ差し引いています） 

肺炎球菌 １回限り、3,000円 

過去に町の助成を受けた方は対象外 流行性耳下腺炎 

(おたふくかぜ)  
１回限り、全額 

※日本脳炎ワクチンの予防接種を償還払いで接種された方も対象です。 

 

◆検診 

種類 助成金額 対象外 

人間ドック １年に1回、16,000円を限度 町の総合健診を受診された方は対象外 

脳ドック ５年に１回、20,000円を限度 

網走の丘総合病院、北星記念病院、 

道東の森総合病院、遠軽厚生病院で受

診された方、および平成28年4月以

降に町の助成を受けた方は対象外 

子宮頸がん 
２年に１回、細胞診は4,960円、 

超音波は550円を限度 
町の検診を受診された方は対象外 

乳がん 
２年に１回、1方向4,050円、 

2方向5,100円を限度 

 

◆不妊治療 

種類 助成金額 備考 

一般不妊治療 一年度につき50,000円を限度 
町独自の助成となります 

所得制限、回数・年齢制限はありません 

特定不妊治療 １回につき150,000円を限度 
道の助成に上乗せして助成されます 

所得制限、回数・年齢制限はありません 

 

【必要な書類】予防接種：接種したことを証する領収書等、印鑑、振込先を確認できるもの 

      検診  ：検査結果、自己負担額が分かる領収書、印鑑、振込先を確認できるもの 

      不妊治療：申請書、医療機関発行の領収書または証明書 

           ※申請書は○湧健康こども課に備えています。 

【申請・問い合わせ先】○湧健康こども課 ℡５－３７６５ 

予防接種や検診、不妊治療の費用助成申請はお済みですか 

○湧健康こども課 健康相談Ｇ・子育て相談Ｇ ５－３７６５ 
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 満７０歳以上で、バスで通院されている方は、通院に合わせて買い物にも使えるバス無料乗車

券が利用できます。 
 

◆令和２年度用（ピンク色）をお持ちの方 

現在お持ちのバス無料乗車券のご利用は、３月３１日までとなります。３月下旬に「令和３年

度用」を郵送しますので、４月からはそちらをご使用ください。お手続きは不要です。 
 

◆新たに交付を希望される方 

 バス無料乗車券をお持ちでない方で交付を希望される方は、次のとおり申請手続きを行ってく

ださい。随時受け付けています。 

なお、バス無料乗車券は後日郵送によるお渡しとなりますが、お急ぎの方は、事前にその旨を

○湧福祉課へ電話でご連絡のうえ、後日お手続きください。 
 

【申請場所】○湧福祉課、○上住民税務課、中湧別出張所（文化センターＴＯＭ内）、 

芭露出張所（ＪＡゆうべつ町芭露支所内） 

【必要なもの】●印鑑  ●保険証など本人確認ができるもの 

 

 

 

 

湧別町高齢者就労センターでは会員を募集しています。 

町内に居住し、健康で働く意欲のある、おおむね６０歳以上の方であれば男性・女性を問わず

会員になれます。入会された方には、ご要望に沿った仕事を紹介します。 

女性の会員も大歓迎です。会員として、長年の経験や能力を生かし働いてみませんか。 
 

【職   種】●軽作業職 ：除草、除雪、清掃、農作業など 

●技能職  ：庭木剪定、大工、草刈り、芝刈りなど 

●管理作業職：施設管理、リサイクルセンター業務など 

【問い合わせ先】湧別町高齢者就労センター ℡２－２２６６ 

中湧別南町９１１番地（社会福祉会館内） 

 

 

 

 

令和３年第１回湧別町議会定例会が次のとおり開会される予定です。議場での傍聴のほか、次

の場所で生放送にて視聴できます。 

※傍聴する場合は、新型コロナウイルス感染症対策のためマスクをご着用ください。 
 

【日  時】３月１０日（水） 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 

高齢者バス無料乗車券を交付します 

○湧福祉課 高齢介護Ｇ ５－３７６１ 

高齢者就労センターで働いてみませんか 

湧別町高齢者就労センター ２－２２６６ 

町議会定例会が開会されます 

○上議会事務局 ２－２１３０ 
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遠紋地域人材開発センターでは、安全教育を次の日程で実施します。この機会にぜひご受講く

ださい。 

日程 講習科目 受講料 定員 

４月１２日（月） 車両系建設機械（整地等）安全衛生教育（※） 12,000円 20人 

  １３日（火） 玉掛け安全衛生教育（※） 12,000円 20人 

  １４日（水） 刈払機安全教育 13,000円 20人 

  １５日（木） 伐木（チェーンソー）特別教育【補講】 12,000円 20人 

  １６日（金） 

～  
  １８日（日） 

伐木（チェーンソー）特別教育【新規】 25,000円 20人 

１９日（月） フルハーネス型墜落制止用器具特別教育（※） 12,000円 20人 

  ２０日（火） 振動工具安全教育（伐木除く） 11,000円 20人 

（※）人材開発支援助成金対象講座 

※申し込みは先着順です。申込者が少ない場合は中止する場合があります。 

 

【実施機関】㈱ＰＥＯ建機教習センタ北海道教習所（北海道労働局長登録教習機関） 

【場 所】遠紋地域人材開発センター（遠軽町岩見通北１０丁目１－４） 

【申込期限】３月２５日（木） 

【申込・問い合わせ先】（一社）遠紋地域人材開発センター運営協会 ℡０１５８－４２－４０３７ 

 
 

 

 

 

牛に係る家畜人工授精師を養成するための講習会・修業試験が、次のとおり開催されます。 

 

【日 程】講習会 ：８月１６日（月）～９月１日（水）（日曜日を除く１５日間） 

      修業試験：９月１日（水） 

【場 所】（一社）ジェネティクス北海道 十勝北見事業所内 

繁殖技術研修センター（上川郡清水町字御影南２線７３番１） 

【受 講 料】１００,０００円 

【申込方法】７月９日（金）までに、開催要領をご覧のうえ下記申込先までお申し込みくださ 

い。開催要領および受講願書は（一社）ジェネティクス北海道のホームページ  

（https://www.genetics-hokkaido.ne.jp/?p=37）および○上農政課に備えています。 

【申込・問い合わせ先】（一社）ジェネティクス北海道 生産技術部 ℡０１１－２４２－９６４４ 

〒０６０－０００４ 札幌市中央区北４条西１丁目１ 北農ビル 

安全教育を実施します 

○上商工観光課 商工観光Ｇ ２－５８６６ 

牛に係る家畜人工授精に関する講習会等を開催します 

○上農政課 農政Ｇ ２－５８６１ 
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道民の消費生活の安定と向上を図るため、消費生活に関する意見・要望の提供や、商品価格動

向、出回り状況等を調査する消費生活モニターを募集します。 

 

【仕事内容】●生活関連重要商品等の価格動向、出回り状況調査（月１回程度） 

●商品、サービス（食品・美容料金など）の表示についての調査（年４回程度） 

●アンケート回答（年１～２回程度） など 

【資  格】●町内に居住する２０歳以上の方で、日常生活のための商品、サービスなどの購入

を継続して行っている方 

●原則として、北海道が主催する消費生活モニター研修会および消費生活地域協議 

会（開催地：オホーツク管内）に出席できる方 

【任  期】４月１日～翌年３月３１日 

【謝 礼 金】月額１,６５０円（年額１９,８００円） 

【募集人数】１人（未経験者を優先します） 

【申込方法】３月１０日（水）までに○上商工観光課へご連絡ください。 

 

 

 

 

 

初心者パソコン講座を開催します。グループや個人でも受講できますので、この機会にぜひご

参加ください。 

【日   時】月～金曜日の午前９時３０分～１１時３０分、午後１時３０分～４時３０分の間で、  

ご希望の日にち・時間をご相談ください。ただし、土日・祝日は休みです。 

【場   所】遠紋地域人材開発センター（遠軽町岩見通北１０丁目１－４） 

【受 講 料】１時限（５０分授業）につき１，２００円 

【申込・問い合わせ先】（一社）遠紋地域人材開発センター運営協会 ℡０１５８－４２－４０３７ 

 

 

 

 

 

「広報ゆうべつ２月号」では、３月のオホーツク紋別空港発着便は毎日運航するとご案内しま

したが、新型コロナウイルス感染症の感染拡大により、次の日程で運休となりましたので、お知

らせします。また、遠軽⇔紋別空港間の無料送迎バスも、合わせて運休となります。 

 

【運 休 日】３月２日（火）、４日（木）、６日（土）、９日（火）、１１日（木） 

 

オホーツク紋別空港発着便が一部運休します 
○上企画財政課 企画G ２－５８６２ 

消費生活モニターを募集します 

○上商工観光課 商工観光Ｇ ２－５８６６ 

初心者パソコン講座を開催します 

○上商工観光課 商工観光Ｇ ２－５８６６ 
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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。 

 

 

 

 

 

 

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 

３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 

４月２１日（水） 
紋別市民会館（紋別市潮見町１丁目） 

午後 １時～午後５時 

２２日（木） 午前 ９時～午後２時３０分 

５月２０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 

【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。 

  

月 日 実施場所 時 間 

３月１１日（木） 

湧別町役場 上湧別庁舎 前 午前１０時００分～１１時４０分 

えんゆう農業協同組合 前 午後 １時0０分～ １時４０分 

株式会社 渡辺興業 前 ２時１０分～ ２時３０分 

曽我病院 前 ３時００分～ ３時３０分 

株式会社 西村組 前 ４時００分～ ４時３０分 

献血にご協力をお願いします 

○湧福祉課 福祉Ｇ ５－３７６１ 

北見年金事務所出張相談所を開設します 

○上住民税務課 住民生活Ｇ ２－５８６３ 



- 9 - 

 

 

町民の皆さまの健康維持増進のために、湧別総合体育館で教室や運動指導を行いますので、お

気軽にお越しください。ただし、新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、教室・指導を中

止する場合があります。 
 

◆共通事項 

【料  金】体育館の使用料（冬期：１日券１５０円）を窓口でお支払いください。シーズン 

券（冬期）をお持ちの方は不要です。 

【指 導 者】教育委員会社会教育課 運動指導職員 原 茉畝 
 

◆健康運動教室 

【日時・内容】 

月  日 時   間 内   容 

３月１３日（土） ①午前1０時～１０時４０分 
 

②午後 ２時～ ２時４０分 

●ラジオ体操 

●ウォーキング（ウォーミングアップ） 

●リラクゼーション ２７日（土） 

【場  所】湧別総合体育館 アリーナ（栄町） 

【対 象 者】１８歳以上の町民（高校生を除く） 

【持 ち 物】運動できる服装、運動靴、タオル、飲み物 

【定  員】①・②の時間帯ごとに１０人 ※先着順 

【申込方法】上記の実施日、希望時間帯（①または②）を、実施日前日までに教育委員会社会教 

育課（℡５－３１３２）までご連絡ください。 

【そ の 他】スポーツ安全保険等の保険は、各自で事前にご加入ください。 
 

◆運動指導 

【日時・内容】 

月  日 時  間 内  容 

３月 ３日（水） 
午前９時～１１時 

●筋力運動 

●有酸素運動 

●運動相談  など 

５日（金） 

９日（火） 
午後２時～ ４時 

１１日（木） 

１７日（水） 
午前９時～１１時 

１９日（金） 

２３日（火） 
午後２時～ ４時 

２５日（木） 

【場  所】湧別総合体育館 ２階トレーニング室（栄町） 

【対 象 者】高校生以上の町民 

◆トレーニング室をご利用の皆さまへ 

体育館トレーニング室は、利用時間、人数の制限をしていますので、湧別総合体育館（℡５－

２２２９）へ、あらかじめ電話で利用状況をご確認ください。 

【利用できる時間】１時間３０分まで 【利用できる人数】同時に１２人まで 

３月の健康運動教室・運動指導のお知らせ 
教育委員会 社会教育課 社会教育Ｇ ５－３１３２ 
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令和２年度中に、湧別町・遠軽町内でＥ型肝炎が５件発生しています。 

 これは、ご家庭で豚レバーなどの豚肉を、十分に加熱せずに食べてしまったことが原因と考え

られます。豚肉など生の食品は、十分加熱調理してから食べましょう。 

 

◆予防方法 

 ●包丁やまな板など生肉を調理する器具は、生肉専用にするか、使用後すぐに洗浄して念入り

に熱湯消毒する。 

 ●焼き肉など肉を焼いて食べる際は、焼き専用のトングや箸を使い、中心部まで十分に火が 

  通ったか確認してから食べる。 

 

 

 

 

 

「妊娠中のママのバランスの良い食事と幼児食」をテーマにママの教室を開催します。 

妊娠中はママのおなかの中で赤ちゃんも大きくなっていきます。母子ともに健康な体を作るに

は栄養のバランスが大事です。そして、幼児食は調理実習です。生まれたお子さんの成長に大切

なお食事、気になりませんか？妊娠中のママも、子育て中のママも、ぜひご参加ください。 

 

【日  時】３月１０日（水）午前１０時～正午 

幼児食は調理した後、親子で試食します。 

【講  師】○湧健康こども課 栄養士 太田 美穂 

【場  所】保健福祉センター 調理室（栄町） 

【対  象】町内に居住する妊婦とその家族、就学前の乳幼児とその保護者 

      ※お子さんは試食のみとなります。 

【定  員】５人 

【持 ち 物】母子手帳、エプロン、バンダナ、上靴かスリッパ（調理室は土足不可）、筆記用具、 

お子さん用のスプーン、フォーク、体調チェック表（申込者にお送りします） 

      ※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。 

【申込締切日】３月３日（水） 

【申 込 先】湧別子育て支援センター ℡５－２４３２ FAX５－２２３７ 

電子メールでも受け付けています。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 

 

 

「ママの教室」を開催します 
○湧健康こども課 子育て相談G ５－３７６５ 

メールアドレス 

生肉の調理には十分気をつけましょう 
紋別保健所 生活衛生課 ０１５８－２３－３１０８ 
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湧別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、ぜひ一度遊びに来てみてください。 

※新型コロナウイルス感染症予防のため、事業の変更、中止、閉館になる場合があります。 

※日曜・祝日は閉館 

  

月 火 水 木 金 土 

１ ２ ３ ４ ５ ６ 

★育児学級ぴよぴよ 

午前10時00分 

～11時30分 

 

●開放日 

午後１時～５時 

★育児学級げんき 

午前10時00分 

  ～11時30分 

 

●開放日 

午後１時～５時 

 

 

 

 

●開放日 
午前9時～午後5時 

●３Ｂ体操講座 

午前10時00分 

  ～11時30分 

 

●開放日 

午後１時～５時 

★育児学級げんき 

午前10時00分 

  ～11時30分 

 

●開放日 

午後１時～５時 

 

 

 

 

●開放日 
午前9時～午後5時 

8 ９ １０ １１ １２ １３ 

★育児学級ぴよぴよ 

午前10時00分 

～11時30分 

 

 

●開放日 

午後１時～５時 

★育児学級げんき 

午前10時00分 

  ～11時30分 

 

 

●開放日 

午後１時～５時 

●ママの教室 

保健福祉センター 

午前10時～正午 

 

 

●開放日 
午前9時～午後5時 

★育児学級ぴよぴよ 

午前10時00分 

  ～11時30分 

 

 

●開放日 

午後１時～５時 

★育児学級げんき 

午前10時00分 

  ～11時30分 

 

 

●開放日 

午後１時～５時 

 

 

 

 

 

●開放日 
午前9時～午後5時 

１５ １６ １７ １８ １９ ２０ 

●乳幼児相談 

午前10時00分 

  ～11時30分 

 

●開放日 

午後１時～５時 

★育児学級げんき 

午前10時00分 

  ～11時30分 

 

●開放日 

午後１時～５時 

 

 

 

 

●開放日 
午前9時～午後5時 

★育児学級ぴよぴよ 

午前10時00分 

  ～11時30分 

 

●開放日 

午後１時～５時 

★育児学級げんき 

午前10時00分 

  ～11時30分 

 

●開放日 

午後１時～５時 

閉 館 

２２ ２３ ２４ ２５ ２６ ２７ 

★育児学級ぴよぴよ 

午前10時00分 

～11時30分 

 

●開放日 

午後１時～５時 

★育児学級げんき 

午前10時00分 

  ～11時30分 

 

●開放日 

午後１時～５時 

 

 

 

 

●開放日 
午前9時～午後5時 

★育児学級ぴよぴよ 

午前10時00分 

  ～11時30分 

 

●開放日 

午後１時～５時 

★育児学級げんき 

午前10時00分 

  ～11時30分 

 

●開放日 

午後１時～５時 

 

 

 

 

●開放日 
午前9時～午後5時 

２９ ３０ ３１    

★育児学級ぴよぴよ 

午前10時00分 

～11時30分 

 

●開放日 

午後１時～５時 

★育児学級げんき 

午前10時00分 

  ～11時30分 

 

●開放日 

午後１時～５時 

 

 

 

 

●開放日 
午前9時～午後5時 

●印は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。 

★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

制となっています。申込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。湧別子育て支援センターで随時受け

付けています。 

子育て支援センター３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 湧別子育て支援センター ５－２４３２ 
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町営バスの効率的な運行のため、４月１日（木）より次のとおり運休または運行内容を変更し

ます。 

なお、「川西・信部内線」、「東・福島線」ではスクールバスが運行していますので、湧別小学

校の児童、湧別中学校の生徒および湧別保育所の園児以外の方は、事前にご予約のうえスクール

バスをご利用ください。 
 

路線名 便数 変更内容 

富美線 

旭・川西線 

第１便 復路（上富美、旭→上湧別中学校方面）のみ運行します。 

第２便 予約運行とします。 

第３便 スクールバス運行とします。 

三里浜線 

第１便(増車) 復路（竜宮台→湧別方面）のみ運行し、スクールバス運行とします。 

第３便 スクールバス運行とします。 

第４便 平日のみ運行し、土日・祝日は運休します。 

川西・信部内線 全便運休とし、スクールバスのみ運行します。 

東・福島線 全便運休とし、スクールバスのみ運行します。 

計呂地・中湧別線 

全便共通 志撫子公民館前は予約運行とします。 

第１便 往路（１９号線→中湧別TOM方面）のみ運行し、予約運行とします。 

第２便 ３号線→１９号線間（復路）は予約運行とします。 

第３、４便 １９号線←→３号線間は往路・復路ともに予約運行とします。 

第６便 スクールバス運行とします。 

第９便 往路（１９号線→中湧別TOM方面）のみ運行し、予約運行とします。 

 

【乗車予約】「川西・信部内線」、「東・福島線」のスクールバスおよび予約運行の便へ乗車され

る方は、２日前までに下記まで電話でご連絡ください。 

【予 約 先】湧別小型運送㈱（町営バス・スクールバス指定管理者代表） ℡５－２０４６ 

      受付時間：月～土曜日 午前９時～午後４時 

【問い合わせ先】運行内容について   ○上住民税務課     ℡２－５８６３ 

スクールバスについて 教育委員会教育総務課 ℡５－３１４３ 

 

 

 

                                

       

４月１日から町営バスの一部路線を運休・運行内容変更します 

○上住民税務課 住民生活Ｇ ２－５８６３ 

「新しい生活様式」を実践しましょう 


