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 １月１０日（日）より延期していた令和３年湧別町成人式を、次のとおり開催します。 

 

【日 程】５月２日（日）午後０時３０分受付開始 

     ただし、今後の新型コロナウイルスの感染状況によっては、再度延期または中止とな 

る場合があります。 

【会 場】文化センターさざ波 大ホール（栄町） 

【対象者】平成１２年４月２日から平成１３年４月１日までに生まれた方（令和２年度に２０歳 

を迎えた方）。 

●対象者には、当初（１月１０日）出席申し込みされた方を含め、再度、案内を郵送 

しています。 

●本町に住民登録されていない方で案内が届いて 

いない方は、４月９日（金）までに電話で教育 

委員会社会教育課までお申し込みください。 

【交流会】例年式典終了後に行っている交流会は、新型コロナウ 

イルス感染拡大防止の観点から今回は実施しません。 

感染症対策への取り組みですので、ご理解願います。  
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 水道・下水道料金には用途別に料金が設定されており、下記の基準を満たす方は「高齢者用」

料金に該当し使用料が割安になります。 

令和３年度より新たに「高齢者用」料金が適用となる方には個別にご案内していますが、世帯

の異動によって基準を満たした方や、すでに６５歳以上で基準を満たしているが申請をしていな

い方は、○上水道課、○湧福祉課、中湧別出張所に備えている水道給水契約申込書で申請してくだ

さい。 

 

【基 準】●毎年４月１日を基準日とし、６５歳以上の単身者または世帯主が６５歳以上の夫婦 

      世帯であること（年度の途中で６５歳に達した方は翌年度からの適用となります）。 

     ●その月の家事用の水道使用量が５㎥以下であること（料金は５月分から適用されま 

す）。 ※５㎥を超えた場合は、通常の「家事用」料金が適用されます。 

【その他】申請の時期によっては適用が翌月からとなる場合があります。 

 

 

 

 

 

オムツを使用している高齢者・要介護者・障がい者（児）を対象に、町指定ゴミ袋（燃やすゴ 

ミ）を無料で配付しています。年度ごとに申請が必要ですので、次のとおり申請をお願いします。 

 

【対象者】オムツを使用している在宅の方で、次のいずれかに該当する方。 

     ①満７５歳以上の方 

     ②介護保険法に規定する要介護状態区分「要介護１～要介護５」の方 

     ③障がい者または障がい児 

     対象外入院中の方や施設入所中の方 

【内 容】対象者１人につき、燃やすゴミ用１５リットル袋を１カ月あたり５枚お渡しします。 

     ただし、申請した月からの分を当該年度分まとめてお渡しします。 

【受付期間】４月１日（木）～ ※３月中に申請することはできません。 

【申請方法】次のものを申請場所まで持参してください。 

●後期高齢者医療被保険者証、介護保険被保険者証、障害者手帳など、対象者である 

ことが証明できるもの。 

     ●オムツを購入した際の領収書など、オムツを使用していることが証明できるもの。 

     ●印鑑 ※対象者のご家族など代理の方が申請いただいても構いません。 

【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） 

【その他】申請が遅れると受給枚数が減る場合があります。 

  

水道・下水道料金に係る高齢者料金適用の申請はお済みですか 
○上水道課 上下水道Ｇ ２－５８６７ 

オムツを使用している高齢者等にゴミ袋を無料配付しています 
○湧福祉課 高齢介護Ｇ ５－３７６１ 
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高齢者生活福祉センター内の居住施設「亜麻の里」の入居者の募集をします。入居を希望され

る方は、次のとおりお申し込みください。 

 

【場  所】湧別オホーツク園横 高齢者生活福祉センター内（東） 

【募集居室】２人用居室…１室 

【設  備】居室には、台所、ＩＨ調理器、冷蔵庫、洗面化粧台、トイレ、ヒーター、押入等が 

備え付けられています。また、浴室（月～金曜日に利用可）、洗濯乾燥室は入居者 

の共同利用となります。 

【対 象 者】町内に住んでいて、おおむね６５歳以上で独立して生活をすることに不安のある 

夫婦世帯または一人暮らし世帯。ただし、自炊できる程度の健康状態にある方に限 

ります。 

※夫婦世帯での入居申し込みを優先します。 

※１人で入居される場合も、２人用居室の利用料をいただきます。また、１人用居 

室が空き次第、移動していただきます。 

【利 用 料】管理費：２人用居室…月額１５,０００円（家賃、光熱水費を含む） 

事務費：年間の収入額に応じて、下記の額を負担していただきます。 

●１,２００,０００円以下…０円 

●１,２００,００１円以上…収入額に応じて４,０００円～３０,０００円 

【申込締切日】４月１６日（金） 

【申込方法】申し込みの際にご用意していただく書類がありますので、事前に○湧福祉課へ電話

にてお問い合わせください。 

【そ の 他】施設には生活援助員がおり、相談や緊急時のお世話などをします。 

 

 

 

 

 

月  日 内科当番 外科当番 

４月 ４日（日） 
遠軽厚生病院 

（0158-42-4101） 

４月１１日（日） 
はやかわクリニック 

（0158-49-2525） 

曽我病院 

（2-2001） 

４月１８日（日） 
瀧本皮膚科クリニック 

（0158-42-8048） 

遠軽厚生病院 

（0158-42-4101） 

４月２５日（日） 
みずしま内科クリニック 

（0158-42-3214） 

遠軽共立病院 

（0158-42-5215） 

４月２９日（祝） 
遠軽厚生病院 

（0158-42-4101） 

高齢者生活福祉センター「亜麻の里」の入居者を募集します 
○湧福祉課 福祉Ｇ ５－３７６１ 

４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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令和３年度採用予定の会計年度任用職員（公園作業員）を、次のとおり募集しています。 

 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（信用失墜行為の禁止、秘密を守る義務、職務に専念する義務、政治的行為の制限、

争議行為等の禁止など）が適用されます。 

 

職種 公園作業員（パートタイム） ２人 勤務場所 かみゆうべつチューリップ公園ほか 

主な職務内容 
●チューリップ公園での植物の育成、管理 

●町内公園の維持管理作業 

任用期間 任用の日～１２月１０日 

勤務時間 午前８時３０分～午後３時５５分 

必要な資格等 

●普通自動車運転免許（AT限定不可） 

●刈払機の作業ができること（経験者優遇） 

●小型耕うん機等の作業ができること 

勤務日数 週６日（週３８時間３０分） 

給料額等 日額８，６７０円～８，９１０円 

その他 
●社会保険加入 

●植物育成に興味がある方歓迎します 

【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、給料、通勤手当、時間外手当および期末

手当を支給します。 

【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。 

【休 暇 等】年次有給休暇、特別休暇などがあります。 

【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、○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。 

 

 

 

 
 

固定資産税の納税者が所有している土地や家屋の評価額が、ほかの評価額と比較して適正かど

うかを判断できるように、土地および家屋価格等縦覧帳簿を見ることができます。 
 

【縦覧場所】○上住民税務課 

【縦覧期間】４月１日（木）～５月３１日（月）（土日・祝日を除く） 

【縦覧時間】午前８時３０分～午後５時１５分 

【縦覧できる方】土地：土地に対して課する固定資産税の納税者 

      家屋：家屋に対して課する固定資産税の納税者 

【記載内容】土地：所在、地番、地目、地積、評価額 

       家屋：所在、家屋番号、種類、構造、床面積、評価額 

【注  意】●将来購入予定の特定の土地の評価額を知りたい、特定の個人が新築した家屋の評価 

額を知りたいなど、縦覧制度の趣旨を逸脱することが明らかな縦覧はできません。 

●縦覧帳簿のコピー・写真撮影はできませんが、書き写しは可能です。 

公園作業員を募集します 
○上総務課 総務Ｇ ２－２１１２ 

 

土地・家屋の価格等縦覧帳簿を見ることができます 
○上住民税務課 税務Ｇ ２－５８６３ 
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国民健康保険は、住民票がある市町村で加入することが原則ですが、加入者が学校に行くため

に町外に転出する場合、届け出により本町が交付した保険証（マル学）を使用することができま

す。次のいずれかに該当する方は、忘れずに手続きをお願いします。 
 

【必要なもの】 

このような場合 手続きに必要なもの 

４月から学校等に行くために 

子どもが他の市町村に転出する 

（住民票を居住地に移す）とき 

●入学決定通知書、在学証明書、学生証の写しな

ど、学校に通うことが証明できるもの 

●国保の保険証 

●印鑑 

マル学を持っている方が学校を 

卒業し、職場の健康保険または 

住所地の国保に加入するとき 

●健康保険資格取得証明書または新しい健康保険

証 

休学や中退、他の学校へ進学 

するなど、就学年限に変更が 

あった場合 

●休学・中退することが分かるもの 

●入学決定通知書、在学証明書、学生証の写しな

ど、新しい学校に進学することが分かるもの 

【手続き場所】○湧健康こども課、○上住民税務課、中湧別出張所、芭露出張所 

 

 

 

 
 

町では、将来を担う若者の定住を図るため、新たに町内に定住し就業する方を対象に、奨学金

の返還額の一部を助成しています。年度ごとに申請が必要ですので、次のとおり申請をお願いし

ます。 
 

【対 象 者】●令和２年４月１日以降に町内事業所等で新たに就業し、町内に住民登録のうえ 

５年以上継続して就業する見込みである方。 

●大学等の在学期間中に奨学金の貸与を受け、返還を行っている方。ただし、返還 

に対し他から助成を受けていないこと。 

●町税および使用料等に滞納がない方。 

【対象の奨学金】●独立行政法人日本学生支援機構の第一種奨学金および第二種奨学金 

●都道府県、市町村等が設ける貸与型奨学金 

●生活福祉資金貸付制度（教育支援資金） 

●その他町長が認める奨学金 

【対象の期間】奨学金を返還する期間のうち、町内に住民登録を行った日以降の、継続した 

１２０カ月を上限とします。 

【助 成 額】申請をした年度内に返還する額で、１年度あたり１８万円を上限とします。 

【受付期間】令和３年度分は、４月１日（木）～１０月２９日（金） 

【申 請 先】○上企画財政課 

国民健康保険に加入している学生の保護者の方へ 
○湧健康こども課 医療Ｇ ５－３７６５ 

 

奨学金返還費用の一部を助成します 
○上企画財政課 未来づくりＧ ２－５８６２ 



- 6 - 

 

 

 

【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48年建設 

平成23年全面

改善 
49.14㎡ 2LDK 

12,000円 

～  
27,600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5年 63.78㎡ 2LDK 

17,700円 

～  
33,900円 

300円 
ユニットバス 

灯油ボイラー 
1戸 

錦町団地 

（錦町） 
単身向 平成10年 49.9㎡ 1LDK 

12,700円 

～  
29,200円 

なし 

ユニットバス 

電気温水器 

蓄熱暖房機 

1戸 

あやめ団地 

（特公賃） 

（栄町） 

世帯向 平成15年 79.96㎡ 3LDK 
45,000円 

～  
52,200円 

100円 
ユニットバス 

灯油ボイラー 
1戸 

登栄床団地 

（特公賃） 

（登栄床） 

世帯向 平成25年 82.62㎡ 3LDK 
45,000円 

～  
58,400円 

600円 
ユニットバス 

灯油ボイラー 
1戸 

センチュリーハイツ 

（上湧別屯田市街地） 

若 年 

単身向 
平成8年 42.7㎡ 1LDK 

18,000円 

～  
20,300円 

600円 

ユニットバス 

電気温水器 

蓄熱暖房機 

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、○湧福祉課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、随時募集中の住宅がありますので、詳しくはお問い合わせ 

ください。 

【申込期限】４月８日（木） 

【入居時期】４月下旬からの予定 

  

町営住宅等の入居者を募集します 

○上建設課 管理Ｇ ２－５８６９ 
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町では、美しい景観と良好な生活環境を守るため、令和４年度まで、空き家の除却費用の一部

を助成しています。ぜひご活用ください。 

 

【対象の建物】今後１年以上利用される見込みのない町内の住宅。 

ただし、所有者または居住者が、引き続き同じ用途の建物を建設するための除却 

や、公共工事等の補償対象となっている空き家の除却は対象となりません。 

【対 象 者】対象となる空き家を所有する個人または管理者（所有権等の調整を終えた方）で、 

町税および使用料等に滞納がない方。 

【対象の工事】建物の解体を行う資格をもつ町内業者による除却工事で、令和３年度は、６月以

降に実施し令和４年１月３１日（月）までに完了する工事。 

【助成金額】工事費用の４／５以内（上限額１人１００万円）を助成します。 

【申請期限】令和３年度分は５月２８日（金）までに○上企画財政課へ申請してください。 

それ以降は、申請状況に応じて随時募集する予定です。 

【補助対象外】●工事着手後に申請したもの。事前の申請・審査が必要となります。 

       ●町の予算額を超える申請があった場合。建物の不良度の高い順に交付決定をす 

るため、補助対象外になることがあります。 

 

 

 

 

 

春の全国交通安全運動が４月６日（火）から１５日（木）までの１０日間実施されます。 

春は、新入学児童が通学を始める季節です。新入生たちは慣れない環境での登下校や、交通 

ルールをまだ十分に理解していないことなどから、交通事故の被害者となることが心配されます。 

 また、道内の交通事故死者数の過半数を高齢者が占めており、高齢者の交通事故防止も重要な 

課題となっています。子どもや高齢者を見かけたら減速するなど思いやり運転を心がけましょう。 

 

【運動の重点】①子どもや高齢者をはじめとする歩行者の安全の確保 

②自転車の安全利用の推進 

③歩行者等の保護をはじめとする安全運転意識の向上 

④飲酒運転の根絶 

⑤スピードダウンと全席シートベルト着用 

 

※運動期間中の４月１０日（土）は、「交通事故死ゼロを目指す日」です。皆さん一人ひとりが

交通安全について考え、行動し、悲惨な交通死亡事故を無くしていきましょう。 

 

 

空き家の除却費用の一部を助成します 
○上企画財政課 未来づくりＧ ２－５８６２ 

春の全国交通安全運動を実施します 
○上住民税務課 住民生活Ｇ ２－５８６３ 
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 町民を対象としたオホーツク紋別空港の利用助成制度の期間を、令和８年３月まで延長しまし

たので、ぜひご利用ください。なお、対象者や助成金額などは変更ありません。 

 

【対 象 者】本町にお住まいで、紋別－羽田間をご利用の方。ただし、ＡＮＡマイレージでの特

典無料航空券などは対象外です。 

【助成期間】令和８年３月３１日搭乗分まで（新千歳空港経由便の期間を除く） 

【助成金額】片道：５，０００円、往復：１０，０００円 

【申請方法】搭乗日から６０日以内に、次の３つの書類を申請先に提出または郵送してください。 

●搭乗ゲートで発行される、ピンク色のご搭乗案内 

●運転免許証や保険証など、住所が確認ができるものの写し（助成を受けたい方全員分）  

●申請書（各申請先に備えています） 

【申 請 先】①オホーツク紋別空港 受付カウンター（インフォメーション） 

②紋別振興公社旅行センター ℡０１５８－２３－３１００ 

      ③○上企画財政課、○湧福祉課、中湧別出張所、芭露出張所 

※①②はその場で現金でお渡しします。③は後日、口座へ振り込みます。 

 

町外にお住まいの方への助成制度もあります 
 

町外にお住まいの方を対象とした助成も、期間を令和８年３月まで延長しました。 

●町内宿泊施設利用者      片道：２，０００円 往復： ５，０００円 

●東京湧別会会員（配偶者含む） 片道：５，０００円 往復：１０，０００円 
 

詳しくは○上企画財政課へお問い合わせください。 

 

 

 

 

 

 

令和３年２月１３日に福島県沖で発生した最大震度６強の地震により、福島県に甚大な被害が

発生しました。この災害で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】令和３年２月福島県沖地震災害義援金 

【受付期間】５月３１日（月）まで（役場へ持参する場合は、５月２４日（月）まで） 

【受付口座】（１）郵便振替 

●加入者名：日赤令和３年２月福島県沖地震災害義援金 

         ●口座番号：００１９０－１－６７３７８３ 

※郵便局窓口での取り扱いの場合、振替手数料は免除されます。 

※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。 

オホーツク紋別空港の利用助成期間を延長しました 
○上企画財政課 企画Ｇ ２－５８６２ 

令和３年２月福島県沖地震災害義援金を受け付けます 
○湧福祉課 福祉G ５－３７６１ 
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（２）銀行口座 

口座名義：日本赤十字社
ニホンセキジュウジシャ

（次の３銀行共通） 

三井住友銀行  すずらん支店 （普）２７８７５６１ 

三菱ＵＦＪ銀行 やまびこ支店 （普）２１０５５５９ 

みずほ銀行   クヌギ支店  （普）０６２０４８０ 

※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。 

※受領証が必要な場合は、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 

●寄附日  ●寄附額 ●振込金融機関名・支店名 

連絡先は日赤本社パートナーシップ推進部会員課（℡０３－３４３７－７０８１）  
 

（３）役場窓口への持参 

受付窓口：○湧福祉課（日本赤十字社湧別町分区事務局）、 

○上住民税務課、中湧別出張所 

 

 

 

 

雪解けが進み、山菜採りやレジャー、釣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。しかし、ヒグマも冬眠から覚め、エサを求め活発に行動することが予測されます。山

へ入られる方は、次のことに注意してください。 

 

【春のヒグマ注意特別期間】４月１日（木）～５月３１日（月） 
 

【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．赤やオレンジ等の目立つ服を着るようにしましょう。 

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】 

●「車が近くにあるから、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 

（https://www.town.yubetsu.lg.jp/administration/life/detail.html?content=484） 

に掲載しています。ヒグマの姿や足跡等を発見した場合は○湧水産林務課へご連絡 

ください。 

山菜採りに伴う事故やヒグマとの遭遇にご注意ください 

○湧水産林務課 水産林務Ｇ ５－３７６３ 

 

町ホームページ 

ヒグマ出没情報 
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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 

４月１０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） 

●コアコンディショニング ２４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 

４月 ２日（金） 午前９時～１１時 

運動指導職員が 

●筋力運動 

●有酸素運動 

●運動相談  などを指導します。 

 

※事前予約、受け付けは不要です。 

６日（火） 
午後２時～ ４時 

８日（木） 

１４日（水） 
午前９時～１１時 

１６日（金） 

２０日（火） 
午後２時～ ４時 

２２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 

４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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 障がい者・障がい児の相談支援窓口として「相談支援事業所 くらしネットＬｉｎｋ」と「相

談支援室 ま～ぶる」が次のとおり出張窓口を開設しますので、ご利用ください。 
 

【開設場所】保健福祉センター内（栄町） 

【日 程 等】 

開設月 

相談支援事業所 

くらしネットＬｉｎｋ 
相談支援室 ま～ぶる 

開設日 開設時間 開設日 開設時間 

令和３年  ４月 ５日（月） 

午前９時３０分 

～  
午後３時 

２８日（水） 

午前１０時 

～  
午後３時 

５月 １０日（月） ２０日（木） 

６月 ９日（水） １７日（木） 

７月 ５日（月） １５日（木） 

８月 ２日（月） １９日（木） 

９月 ６日（月） １６日（木） 

１０月 ６日（水） ２１日（木） 

１１月 １日（月） １８日（木） 

１２月 ６日（月） １６日（木） 

令和４年  １月 ５日（水） ２０日（木） 

２月 ９日（水） ２４日（木） 

３月 ７日（月） １７日（木） 

 

 

 

 

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。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 

４月２１日（水） 
紋別市民会館（紋別市潮見町１丁目） 

午後 １時～  ５時 

４月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 

６月１６日（水） 
紋別市民会館（紋別市潮見町１丁目） 

午後 1時～  ５時 

６月１７日（木） 午前 ９時～午後２時３０分 

【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。 

障がい者・障がい児に関する出張相談窓口を開設します 
○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 
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子育て世代を応援するため、乳幼児を対象に町指定ゴミ袋（燃やすゴミ）を無料配付していま

す。年度ごとに申請が必要ですので、次のとおり申請をお願いします。 

 

【対 象 者】町内に住所を有し、満３歳に達する誕生月の前月までの（平成３０年５月以降に生

まれた）乳幼児の保護者 

【内  容】対象乳幼児１人につき、燃やすゴミ用１５リットル袋を１カ月あたり５枚お渡しし

ます。ただし、申請した月からの分を当該年度分まとめてお渡しします。 

【受付開始】４月１日（木）～ ※３月中に申請することはできません。 

【申請方法】次のものを申請場所まで持参してください。 

      ●運転免許証など、身分を確認できるもの。  ●印鑑 

【申請場所】○湧健康こども課、○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） 

【そ の 他】申請が遅れると受給枚数が減る場合があります。 

 

 

 

 

 

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、さまざまな形を作って楽しめるほか、集中力や達成感を得られること

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、世界で一つだけのオリジナル作品を作りませんか？ 

※新型コロナウイルス感染症対策のため中止する場合があります。 

 

【日  時】４月１４日（水） 午前１０時～１１時３０分 

【場  所】湧別児童センター（栄町） 

【対  象】町内に居住する就学前の乳幼児をもつ保護者 

【持 ち 物】絵柄はご用意しますが、作りたい絵柄があればお持ちください。また、託児希望の方は

事前にお申し込みのうえ、オムツ・水分補給用飲料水・着替えなどをお持ちください。 

【定  員】５人 

【申込締切日】４月７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  

「アイロンビーズ講座」を開催します 
○湧健康こども課 子育て相談Ｇ ５－３７６５ 

乳幼児のいる世帯にゴミ袋を無料配付しています 
○湧健康こども課 児童支援Ｇ ５－３７６５ 

 

メールアドレス 
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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 

※開 放 日：湧別子育て支援センターで、親子で一緒に遊んだり、絵本を読んだりして自由に過 

ごすことができます。 

※育児学級：月・火曜日は湧別子育て支援センターで、木・金曜日は上湧別コミュニティセン 

ターで行っています。就学前の乳幼児とその保護者および妊婦の方が対象です。登 

録制です。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。 

月 火 水 木 金 土 

   １ ２ ３ 

●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。 

 

 

●開放日 
午前9時～午後5時 

 

 

●開放日 
午前9時～午後5時 

 

 

●開放日 
午前9時～午後5時 

５ ６ ７ ８ ９ １０ 

★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 
 午前9時～午後5時 

★育児学級げんき 

午前10時00分 

  ～11時30分 

 

●開放日 
午前9時～午後5時 

 

 

 

 

●開放日 
午前9時～午後5時 

１２ １３ １４ １５ １６ １７ 

★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 

●アイロンビーズ講座 

午前10時00分 

  ～11時30分 

※申し込み必要 

 

●開放日 

午後１時～５時 

★育児学級ぴよぴよ 

午前10時00分 

  ～11時30分 

 

 

●開放日 
 午前9時～午後5時 

★育児学級げんき 

午前10時00分 

  ～11時30分 

 

 

●開放日 
午前9時～午後5時 

 

 

 

 

 

●開放日 
午前9時～午後5時 

１９ ２０ ２１ ２２ ２３ ２４ 

●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 
 午前9時～午後5時 

★育児学級げんき 

午前10時00分 

  ～11時30分 

 

●開放日 
午前9時～午後5時 

 

 

 

 

●開放日 
午前9時～午後5時 

２６ ２７ ２８ ２９ ３０  

★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 

閉館 

★育児学級げんき 

午前10時00分 

  ～11時30分 

 

 

●開放日 
午前9時～午後5時 

 

子育て支援センター４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 



- 14 - 

 

 

 

町では、少子高齢化や核家族化などやむを得ない事情でお墓を 

継承できない方、または経済的な理由からお墓の建立が困難な方 

のために、湧別墓地（東１４５番地の１）内に、湧別町合同墓を 

整備しました。 

合同墓とは、宗教宗派や血縁等にこだわらず、複数の方の焼骨 

を一つのお墓に納める合葬式のお墓です。ただし、焼骨のみを取 

り出して直接埋葬しますので、一度納めると取り出すことができ 

ません。親族の方々と十分ご相談のうえでお申し込みください。 

 

【納骨できる方】次のいずれかに該当する方が納骨できます。 

●本町に住所を有し、親族の焼骨を管理している方 

●死亡時に本町に住所を有していた方の焼骨を管理している方 

●本町にある墓地を返還し、埋葬されている焼骨を合同墓へ改葬する方 

【納骨できる期間】期間：４月下旬～１１月中旬（土日・祝日を除く）の、積雪がない期間 

      時間：原則、午前９時～午後４時 

【料  金】焼骨１体につき使用料１５，０００円（支払いは申請時の１回のみです） 

【申込方法】次の書類を提出してください。ただし、必要書類は申込者ごとに異なりますので、

事前に○上住民税務課へお問い合わせください。 

      ●合同墓使用許可申請書（○上住民税務課に備えています。） 

●申込者の住民票 

●埋葬する方の火葬証明書、改葬許可書、収蔵証明書のいずれか 

【注意事項】●合同墓に入れられるのは「焼骨」のみです。副葬品のほか、骨つぼ、骨箱などは

お持ち帰りください。 

●合同墓にお名前を刻むことはできません。町では、合同墓に納骨された故人の名

前を台帳で管理します。 

●町は宗教的な供養等は一切行いません。また、親族などが宗教的な儀式を行うこ

とは構いませんが、周囲に配慮して行ってください。 

●納骨時は町の担当者が立ち会いますが、焼骨を骨つぼ等から出して合同墓に納め

るのは親族などにより行っていただきます。 

 

 

 

 

                                

       

合同墓の受け付けを始めます 
○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 


