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６月２７日（日）の開催に向けて準備を進めておりました「第３６回サロマ湖１００ｋｍウルトラマ

ラソン」は、新型コロナウイルス感染症から地域の皆さまの健康と安全を確保することを最優先に考え

た結果、中止することとなりました。大会運営には町民の皆さまやボランティアの方々のご協力が不可

欠となりますので、開催の際には引き続きご理解・ご協力をいただきますようお願いいたします。 

 なお、代替大会としてスマートフォンを活用したオンラインでの開催を検討しています。開催が決ま

り次第ホームページなどでお知らせします。 

 

 

 

 

令和３年度採用予定の会計年度任用職員を、次のとおり募集します。 

 会計年度任用職員は、地方公務員法が適用され、条件付採用、人事評価、懲戒処分およびその

他の服務規程が適用されます。 
 

【募集職種】２ページをご覧ください。 

【応募資格】地方公務員法第１６条に規定する欠格条項に該当しない方。 

【給料・報酬等】会計年度任用職員の給与条例に基づき支給されます。また、通勤手当、時間外手

当および期末手当が支給されます（勤務形態により異なります）。 

【健康保険等】健康保険、厚生年金保険、雇用保険に加入します（勤務形態により異なります）。 

【休 暇 等】年次有給休暇、特別休暇などがあります（勤務形態により異なります）。 

【応募方法】町指定の履歴書（○上 総務課および○湧福祉課に備えてあります。）と必要な資格の免 

状の写し等を、３月１９日（金）までに○上 総務課へ持参または郵送してください。 

【選考方法】書類選考または面接試験によって採用予定者を決定します。面接試験を行う場合 

は、応募者に日程などを後日通知します。
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第３６回サロマ湖１００ｋｍウルトラマラソンを中止します 
教育委員会 社会教育課 社会教育Ｇ ５－３１３２ 

 



　令和３年度に募集する会計年度任用職員の一覧です。詳しくは１ページをご覧ください。

勤務場所 町内保育所・児童センター

任用期間 ４月１日～翌年３月３１日

主な職務内容 保育業務 勤務時間 午前７時３０分～午後６時のうち、７時間４５分以内

勤務日数 週３日（週１０～２０時間）　※勤務シフト制

給料額等 日額７，３７０円　時間給９５０円

その他 －

勤務場所 町内児童センター等

任用期間 ４月１日～翌年３月３１日

勤務時間 午前８時３０分～午後６時のうち、７時間４５分以内

勤務日数 週３日（週１０～２０時間）　※勤務シフト制

給料額等 日額７，３７０円　時間給９５０円

その他 －

勤務場所 町内児童センター等

任用期間 ４月１日～翌年３月３１日

勤務時間 午前８時３０分～午後６時のうち、７時間４５分以内

勤務日数 週３日（週１０～２０時間）　※勤務シフト制

給料額等 時間給８９０円

その他 －

勤務場所 役場庁舎（町内公共施設・町内医療機関）

任用期間 ４月１日～翌年３月３１日

勤務時間 午前８時３０分～午後５時１５分のうち７時間

勤務日数 年１５０日程度（週２０時間）

給料額等 時間給１，３７０円

その他 －

勤務場所 ふるさと館ＪＲＹ、郷土館

任用期間 ４月１日～翌年３月３１日

勤務時間 午前8時３０分～午後４時３０分のうち、７時間

勤務日数 週２日（週１４時間）　※勤務シフト制

給料額等 時間給８９０円

その他 繁忙期には一時的に勤務が増えることがあります

●基本的なパソコン操作（Word、Excel）
●普通自動車運転免許（AT限定可）

主な職務内容
●新型コロナウイルスワクチン接種業務補助
●成人健診業務補助

◆ふるさと館ＪＲＹ・郷土館

募集
番号

職種・職務内容・勤務時間等

5

職種 施設受付（パートタイム）　１人

主な職務内容 博物館受付業務など

必要な資格等

募集
番号

職種・職務内容・勤務時間等

4

職種 看護師（パートタイム）　２人

必要な資格等
●看護師または准看護師免許
●普通自動車運転免許（AT限定可）

◆看護師

3

職種 児童厚生補助員（パートタイム）　１人

主な職務内容 児童センター業務

必要な資格等 普通自動車運転免許（AT限定可）

2

職種 児童厚生員（パートタイム）　４人

主な職務内容 児童センター業務

必要な資格等
●教員免許または児童厚生支援員資格
●普通自動車運転免許（AT限定可）

令和３年度　湧別町会計年度任用職員募集一覧

◆保育士、児童厚生員

募集
番号

職種・職務内容・勤務時間等

1

職種 保育士（パートタイム）　３人

必要な資格等
●保育士資格および幼稚園教諭免許
 （保育士資格のみでも可）
●普通自動車運転免許（AT限定可）
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湧別町観光協会では、「２０２１かみゆうべつチューリップフェア」期間中の臨時職 

員を次のとおり募集します。 

 

【職  種】総合案内および入園チケット販売、球根予約受け付け、公園内消毒作業など 

【募集人員】１２人程度 

【雇用期間】５月１日～６月上旬 

      ※開花状況や新型コロナウイルス感染症の状況により、期間短縮やフェアを中止す 

ることがあります。 

【勤  務】週６日勤務（ローテーションにより週１日休み） 

午前７時４５分～午後６時１５分のうち８時間 

      ※担当業務により異なります。また、勤務条件等詳細は面接の際に説明します。 

【賃  金】時給９００円（２ｋｍ以上の場合、距離に応じて通勤手当を支給します。） 

【応募方法】履歴書を４月９日（金）までに湧別町観光協会（役場湧別庁舎第２庁舎内）へ提出 

してください。履歴書は観光協会事務所に備えています。 

【面接試験】採用の可否は、面接によって決定する予定です。面接日は応募者に後日通知します。 

 

 

 
 

 

湧別町観光協会では、「２０２１かみゆうべつチューリップフェア」期間中の飲料水自動販売機

設置希望業者を次のとおり募集します。 

 

【期  間】５月１日～６月上旬 

※開花状況や新型コロナウイルス感染症の状況により、期間短縮やフェアを中止す 

ることがあります。 

【場  所】かみゆうべつチューリップ公園内「本部西側」、「旧乗務員休憩所東側」、「新乗務員 

休憩所北側」、「球根乾燥施設内」 

【申込条件】（１）湧別町商工会員で、店舗営業を営み自動販売機を設置している方 

（２）苦情への対応や品物の補充など適切な維持管理ができる方 

（３）空き缶などのゴミを、責任をもって処理することができる方 

（４）町税および使用料などを完納している方 

【募集台数】最大８台（詳細な設置場所および台数は、後日協議により決定します。） 

【設 置 料】１台につき１５,０００円。球根乾燥施設内は２,０００円。 

【申込方法】申込用紙を４月９日（金）までに湧別町観光協会（役場湧別庁舎第２庁舎内）へ提 

出してください。申込用紙は観光協会事務所に備えています。 

※申込者多数の場合、選定を行うことがあります。 

チューリップフェア期間中の観光協会臨時職員を募集します 
湧別町観光協会 ８－７６１１ 

 

チューリップフェア期間中の自動販売機設置希望者を募集します 
湧別町観光協会 ８－７６１１ 
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五鹿山スキー場の営業時間は、３月８日（月）に次のとおり変更しました。 

また、３月２１日（日）には今シーズンの営業を終了する予定です。 

 

【営業時間】土・日曜日、祝日：通常営業（午前１０時～午後９時） 

      月～金曜日   ：ナイターのみ営業（午後４時～９時） 

※ゲレンデコンディションなどにより変更となる場合があります。 

【問い合わせ先】五鹿山スキー場 ℡２－３１１１ 

 

 

 
 

 

 ３月１４日（日）に開催を予定していた五鹿山スキー場まつりは、新型コロナウイルス感染症 

の影響を鑑み、参加者や関係者の皆さまの安全・安心を最優先に考え、中止することとしました。 

 開催を楽しみにされていた皆さまには大変申し訳ありませんが、ご理解いただきますようお願

いいたします。 

 

【問い合わせ先】五鹿山スキー場まつり実行委員会事務局 毛利 ℡０９０―７６４０―８１０７ 

 

 

 

 

 

シニア世代のセカンドライフを楽しむ場である「チューリップ生きがい大学」では、令和３年

度の学生を次のとおり募集します。仲間づくりや健康維持、さらには皆さんの豊かな経験や知識

を深める学びの場として、一緒に活動してみませんか。 

 

【入学対象】町内にお住まいのおおむね６０歳以上の方 

【会  場】文化センターＴＯＭ・さざ波（会場までの送迎バスがあります。） 

【会   費】年額２,０００円 

【主な内容】●講演会、施設見学、研修旅行など（月１回程度） 

      ●希望者はクラブ（合唱・カラオケ・大正琴・リズムダンス・書道）に加入して 

活動することができます。（社交ダンスは休部中） 

※新型コロナウイルス感染症感染防止のため活動を休止しているクラブがあります。 

【申込方法】●初めて入学を希望される方は、３月３１日（水）までに教育委員会社会教育課へ 

電話でお申し込みください。年度途中でも入学できます。 

●現在入学されている方は、継続されますのでお申し込みは不要です。 

「チューリップ生きがい大学」の学生を募集します 

 教育委員会 社会教育課 社会教育Ｇ ５－３１３２ 

  

 

五鹿山スキー場の営業時間が変わりました 
教育委員会 社会教育課 社会教育Ｇ ５－３１３２ 

 

五鹿山スキー場まつりを中止します 
五鹿山スキー場まつり実行委員会 
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２月２２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（現在とは異なる場

合があります）。 

待機者がいても、空床・室数に空きがある施設に入所できる場合がありますので、詳しくは各

施設にお問い合わせください。 
 

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 24 38 

湧別オホーツク園 

リラの杜 ※３ 
２０人 0 1 2 3 

湖水の杜 ※３ 芭露 4-5525 ２０人 0 1 2 3 

湧愛園 
上湧別 

屯田市街地 
2-3151 

４０人 0 18 27 45 

湧愛園ちゅーりっぷ 

の里 ※３ 
２０人 0 9 13 22 

グループホーム 

※２ 
上湧別館 ※３ 中湧別北町 4-2070 １８人 0 8 12 20 

有料老人 

ホーム 

小規模多機能 

向日葵 
中湧別東町 8-7725 ２２人 ０ 3 0 3 

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 1 1 

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 3 0 3 

ケアハウス来夢 

※４ 

上湧別 

屯田市街地 
4-1100 

１人用 

２４室 
０ 11 9 20 

夫婦用 

３室 
0 1 4 5 

※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。） 
 

 

介護職員が不足しています 
 

湧別福祉会（湧別オホーツク園）、上湧別福祉会（湧愛園）では介護職員を募集しています。 

ご興味のある方は湧別福祉会（℡5-3660）、上湧別福祉会（℡2-3151）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 
○湧福祉課 高齢介護Ｇ ５－３７６１ 
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町内小・中・高校および遠軽高等学校が春休みのため、次の便を運休します。 

路線名 始発時間 運休日 

富美線 
上湧別中学校発：午後５時３９分 

３月2５日～4月5日 
上富美発   ：午後６時１９分 

旭・川西線 
上湧別中学校発：午後５時３９分 

旭発     ：午後５時５７分 

三里浜線 

湧別発    ：午前７時００分 ３月2５日～4月５日の期間は 

１台のみで運行します 竜宮台発   ：午前７時３０分 

湧別発    ：午後２時４０分 

３月2５日～4月５日 
竜宮台発   ：午後３時１０分 

湧別発    ：午後６時0０分 

竜宮台発   ：午後6時3０分 

東・福島線 

（※） 

湧別発    ：午前７時２４分 
３月2６日～２９日、３１日～ 

３月２５日(木)、３０日(火)は予約あれば運行 

湧別発    ：午後２時４２分 ３月2５日～ 

湧別発    ：午後３時４２分 
３月2６日～２９日、３１日～ 

３月２５日(木)、３０日(火)は予約あれば運行 

湧別発    ：午後６時 ２分 ３月2５日～ 

川西・信部内線 

（※） 

湧別発    ：午前７時13分 
３月2５日、２７日、２８日、３０日～ 

３月２６日(金)、２９日(月)は予約あれば運行 

湧別発    ：午後２時41分 

３月2５日～ 湧別発    ：午後３時４１分 

湧別発    ：午後６時 １分 

計呂地・中湧別線 

計呂地発   ：午前６時３０分 

３月2５日～４月５日 

芭露発    ：午後3時37分 

１９号線発  ：午後４時12分 

中湧別ＴＯＭ発：午後７時４０分 

計呂地発   ：午後８時１３分 
 

（※）「東・福島線」「川西・信部内線」は３月３１日をもって全便運休となります。 

 

 

                                

       

春休みのため町営バスを運休します 
○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 


