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※新型コロナウイルス感染症の感染防止対策のため、掲載している行事等を中止または内容変更 

することがあります。 

 

 

 

 

雪解けとともに異常乾燥が続き、山火事が発生しやすい時期となります。 

特に４月は林野火災の発生件数が多く、その原因はゴミの焼却やたき火などです。家庭でのゴ

ミ焼却は絶対にしないようにしてください。 

また、山菜採りや山林内で仕事をされる方、キャンプなどでたき火をする方は、火気の取り扱

いに十分注意し、入林の際には所有者の了解を得てください。 

山火事を発見した場合は直ちに１１９番（遠軽地区広域組合）に通報するとともに、○湧水産

林務課（℡５－３７６３）にもご連絡をお願いいたします。 

 

【林野火災予防強調期間（無煙期間）】５月３１日（月）まで 
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町では、低所得者の婚姻に伴う新生活を支援するため、新婚世帯の新居の取得・賃借・引っ越

し費用の一部を補助します。ぜひご活用ください。 

 

【対象費用】下記の住宅費・引っ越し費用で、令和３年１月１日～令和４年３月３１日に支払っ 

      た額が対象です。 

住 宅 費：賃借婚姻を機に新たに住宅を賃借する際にかかる費用で、賃料（勤務先 

       からの住宅手当、他の公的制度による家賃補助等を差し引いた額）、 

       敷金、礼金、保証金、共益費、仲介手数料。 

取得婚姻を機に新たに取得する住宅の取得費。 

引っ越し費用：引っ越し業者または運送業者を利用して、荷物の移動、運送にかかった費用。 

【補 助 額】最大３０万円 

【対 象 者】下記をすべて満たす夫婦が対象となります。 

●令和３年１月１日～令和４年３月３１日に婚姻届を提出し、受理された夫婦であ 

ること。 

●夫婦の婚姻日における年齢が、ともに３９歳以下であること。 

●対象となる住宅が町内にあり、申請時に夫婦の双方または一方が住民票に記載さ 

れ、その住所地を生活の本拠としていること。 

●令和２年１月～１２月の夫婦の所得の合計が４００万円未満（給与収入であれば 

２人の合計が５４０万円以下程度）であること。 

※奨学金を現に返済している場合は、年間返済額が控除されます。 

●夫婦の双方が、過去にこの補助を受けたことがないこと。 

●世帯に属する方全員が税などに滞納がないこと。 

●暴力団員でないこと。 

【申請方法】令和４年３月３１日（木）までに、○湧健康こども課へ申請してください。ただし、 

申請状況によっては期限を変更することがあります。 

 

 

 

 

 

五鹿山マラソン２０２１の開催に伴い、次のとおり五鹿山パークゴルフ場の白樺Ａ・Ｂコース

が一時利用できなくなります。利用者の皆さまにはご迷惑をおかけしますが、白樺Ｃ・Ｄコース

または桜コースのご利用をお願いいたします。 

 

【利用不可期間】５月９日（日） 午前８時～正午 

      ※利用開始日は５月１日（土）です（コースの状態による）。 

  

新婚世帯の新居にかかる費用を補助します 
○湧健康こども課 児童支援Ｇ ５－３７６５ 

五鹿山パークゴルフ場白樺Ａ・Ｂコースは一時利用できません 
教育委員会 社会教育課 社会教育Ｇ ５－３１３２ 

令和３年４月２６日発行 Ｎo.278 
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町では、高齢者の特殊詐欺被害を未然に防止するため、「迷惑電話対策機器購入助成金」制度

を行っています。制度を令和８年３月まで延長しましたので、ぜひご利用ください。 

 

【対 象 者】本町に住所を有し、６０歳以上の方が居住している世帯の世帯主の方 

【対象機器】①着信時に自動で警告メッセージを流し、通話内容を録音できる機能があり、迷惑

電話と判断される電話番号および番号非通知による着信があると自動的に電話を

切る機能を持つ電話機。 

②親機１台と子機１台までの１組とし、一世帯１組までとします。なお、親機は 

ファクシミリ機能があるものも対象とします。 

③町内の販売店から購入した電話機。 

【助 成 額】助成対象機器１組の購入にかかった費用（運搬・設置費、消費税、ナンバーディス 

プレイ契約費を除く）の２分の１（千円未満切り捨て、限度額１２，０００円）を 

補助します。 

【必要書類】●迷惑電話対策機器購入助成金交付申請書（申請書内に販売店の証明の記入が必要 

です。下記申込先に備えています。） 

●領収書の写し 

【申 込 先】○上商工観光課、○湧福祉課、中湧別出張所、芭露出張所 

 

 

 

 

自動車のアクセルとブレーキの踏み間違いによる交通事故を未然に防ぐため、６５歳以上の方

を対象に、自動車への急発進防止装置の取付費用を一部助成しています。申請される方は、装置

を取り付ける前に、○上住民税務課へお問い合わせください。 

 

【対象者】下記のすべてに該当する方。 

●町内に住所を有し、申請時点で有効期限内の運転免許証をお持ちの６５歳以上の方。 

●取付業者に依頼して、自動車に急発進防止装置を取り付ける方。 

●非営利で、自ら所有または使用している自動車に、急発進防止装置を取り付ける方。 

●世帯の方全員が、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。 

●国などから同様の補助を受けていない方。 

【助成額】国土交通省の認定を受けている急発進防止装置の購入および取り付けにかかった費用 

     の２分の１（百円未満切り捨て、限度額３０,０００円）を助成します。 

ただし、一人１回（１台）限りとさせていただきます。 

【申請方法】下記の４つを用意して、○上住民税務課にて申請してください。 

①有効期限内の運転免許証の写し 

②自動車検査証の写し 

③急発進防止装置取付費用の内訳が明記されている見積書 

④申請者の印鑑 

自動車急発進防止装置取付費用を助成しています 
○上住民税務課 住民生活Ｇ ２－５８６３ 

迷惑電話対策機器購入助成金をご利用ください 
○上商工観光課 商工観光Ｇ ２－５８６６ 
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月  日 内科当番 外科当番 

５月 ２日（日） 

～ 

５月 ５日（祝） 

遠軽厚生病院 

（0158-42-4101） 

５月 ９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） 

５月１６日（日） 
瀧本皮膚科クリニック 

（0158-42-8048） 

遠軽共立病院 

（0158-42-5215） 

５月２３日（日） 
はやかわクリニック 

（0158-49-2525） 

曽我病院 

（2-2001） 

５月３０日（日） 
遠軽厚生病院 

（0158-42-4101） 

 

 

 

 

 犬の飼い主には飼い犬の登録（一生に一回）と予防注射（年一回）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。 

令和３年度の畜犬登録および狂犬病予防注射日程等は次のとおりです。お近くの会場で予防注

射を受けるようお願いいたします。 

 

【費  用】●畜犬登録料        ３,０００円 

●予防注射料       ３,２４０円（注射済票発行手数料５５０円を含む） 

●予防注射往診料       ５００円 

●予防注射済票発行手数料   ５５０円 
 

【対  象】生後９１日以後の犬が対象です。畜犬登録をされている方には、集合注射案内ハガ 

キが送付されますので、当日持参してください。 

※生後９０日以内の犬は、登録および注射の対象となりませんのでご注意ください。 

※予防注射を都合で受けられない場合は、○上住民税務課へお問い合わせください。 
 

【そ の 他】●集合注射案内ハガキが送付されたが、『犬が亡くなった』、『転入・転出した』、 

『飼い主を変更した』というときは、○上住民税務課までご連絡ください。 

        ●動物病院等で予防注射を行った場合は、病院等で発行される予防注射済証をもっ 

て○上住民税務課または○湧福祉課へお越しください。予防注射済票を発行します。 

（発行手数料５５０円が必要になります。） 
 

≪狂犬病とは？≫ 

狂犬病は、治療法が無く、発症すると１００％死に至る恐ろしい病気です。ロシアや中国

など近隣各国では、狂犬病に感染した動物に噛まれた方が亡くなっている事例もあります。 

日本国内で狂犬病が流行することを防ぐためにも、犬を飼っている方は畜犬登録および狂

犬病予防注射を必ず受けるとともに、飼い犬の適正な飼育管理をお願いいたします。 

畜犬登録および狂犬病予防注射を実施します 

○上住民税務課 住民生活Ｇ ２－５８６３ 

５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 

令和３年４月２６日発行 Ｎo.278 
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【予防注射日程】 

月 日 実施場所 時 間 

５月１２日（水） 

曙 町 湧別駐在所横 午前 ９時１０分～ ９時４０分 

栄 町 役場湧別庁舎前 ９時５０分～１０時１０分 

錦  町 ㈲吉田設備工業倉庫前駐車場 １０時２０分～１０時４０分 

東 東研修センター前 １０時５０分～１１時１０分 

福 島 東湧福祉の家前 １１時２０分～１１時３０分 

登栄床 
中番屋会館前 午後 1時１０分～ １時３０分 

登栄床地区防災センター前 １時４０分～ ２時００分 

５月１３日（木） 

信部内 信部内地区会館前 午前 9時３０分～ ９時５０分 

川 西 川西寿の家前 １０時００分～１０時２０分 

錦  町 錦寿の家前 １０時３０分～１０時５０分 

芭 露 芭露地区会館前 １１時１０分～１１時３０分 

上芭露 上芭露地区公民館前 午後 １時００分～ １時１０分 

東芭露 東芭露地区公民館前 １時２０分～ １時３５分 

西芭露 旧西芭露寿の家前 １時４５分～ １時５５分 

志撫子 
深澤一博様宅前 ２時１５分～ ２時３０分 

旧雨宮商店前 ２時３５分～ ２時４５分 

計呂地 
旧計呂地公民館跡地 ２時５５分～ ３時０５分 

旧計呂地寿の家前 ３時１５分～ ３時２５分 

５月１６日（日） 

北兵村一区 ５の１会館前 午前 ９時１０分～ ９時４０分 

中湧別南町 社会福祉会館前  ９時５０分～１０時２０分 

北兵村三区 
５の３公民館前 １０時３０分～１１時００分 

白川様宅前 １１時０５分～１１時１５分 

旭 旭農業センター前 １１時２５分～１１時４０分 

中湧別中町 老人憩の家前 午後 １時００分～ １時３０分 

上湧別屯田市街地 上湧別農村環境改善センター前 １時４０分～ ２時００分 

５月１７日（月） 

開 盛 開盛住民センター前 午前 ９時１０分～ ９時４０分 

南兵村一区 ４の１会館前 ９時５０分～１０時０５分 

南兵村ニ区 ４の２公民館前 １０時１５分～１０時３０分 

南兵村三区 ４の３公民館前 １０時４０分～１０時５５分 

札富美 札富美会館前 １１時０５分～１１時１５分 

上湧別屯田市街地 上湧別農村環境改善センター前 １１時２５分～１１時４５分 

上富美 花木様宅前 午後 １時１０分～ １時２０分 

富 美 富美地区住民センター前 １時３０分～ １時５０分 

６月 ６日（日） 

栄 町 役場湧別庁舎前 午前 ９時００分～ ９時３０分 

登栄床 登栄床地区防災センター前 ９時５０分～１０時１０分 

芭 露 芭露地区会館前 １０時３０分～１０時５０分 

中湧別中町 老人憩の家前 １１時１０分～１１時３０分 

上湧別屯田市街地 上湧別農村環境改善センター前 １１時４０分～正午     
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次のとおり粗大ゴミ収集を行います。午前８時までに上湧別地区はゴミステーションへ、湧別

地区はリサイクル回収拠点に排出をお願いいたします。 

 

 

※作業の進み具合により、収集の日程がずれ込むことがあります。 
 

【粗大ゴミの出し方】 

●粗大ゴミ専用シールを指定ゴミ袋等取扱店で購入して、ゴミ 

に直接貼ってください（値段は右記のとおり）。粗大ゴミ専 

用シールは、上湧別・湧別両地区どちらも使用可能です。 

●ゴミはそのままか、ひもで束ねてください。段ボール箱に詰め  

たり、一緒に出した家具の中にしまったりしないでください。 

●ゴミ１個につきシールを１枚貼ってください。ただし、一般 

 的に１セットとみなされるものは、ひもなどで束ねてひとま 

とめにすることで１個とします。 
 

ひとまとめにできるもの(例) ひとまとめにできないもの(例) 

●スキーとストック  ●かけ布団と敷布団１枚ずつ 

●ゴルフクラブ一式  ●タンスとその引き出し 

●木の枝（長さ70cm以下、１束の直径を50cm以下にして縛る） 

●スキーと竹ほうき 

●布団でスキーをくるむ 

 

【排出できないもの】 

排出できないもの 排出方法 

●一辺の最大長さが２.５mを超えるもの 

●１個の重さが60kgを超えるもの 

燃やすゴミは「えんがるクリーンセンター」へ、 

燃やさないゴミ・鉄類のゴミは 

「上湧別廃棄物処理場」へ、 

それぞれ分けて直接搬入してください。 

●家電リサイクル品目（冷蔵庫、冷凍庫、 

洗濯機、テレビ、エアコン） 

●タイヤ、バッテリー、消火器、ガスボンベ 

販売店等に引き取りを依頼してください。 

●産業廃棄物 町による収集の対象外です。 

●衣類や小物類などゴミ袋で排出できるもの 一般ゴミの収集日に排出してください。 

収集日 収集地区 

５月 ６日（木） 旭・5の3・5の2・東町・北町・中町・南町 

５月 ７日（金） 5の1・屯市・南兵村・開盛・富美 

５月２０日（木） 港町・曙町・緑町・栄町・錦町 

５月２１日（金） 芭露・上芭露・東芭露・西芭露・志撫子・計呂地 

５月２２日（土） 川西・信部内・登栄床・東・福島 

一辺の最大長さ 料 金 

１ｍ未満 ２００円 

１ｍ～２.５ｍ ４００円 

春の粗大ゴミ収集を行います 
○上住民税務課 住民生活Ｇ ２－５８６３ 

 

【１ｍ～２.５ｍ＝４００円】 

【１ｍ未満＝２００円】 

【２.５ｍ超える＝直接搬入】 
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再就職の支援のため、ワープロや表計算ソフトのパソコン操作、簿記等を学ぶ方や、接客・接

遇・販売士等についての知識・技能を習得するための機動職業訓練生を募集しています。 

 

【取得可能な資格】中央職業能力開発協会主催の、ワープロ技士（２・３級）、表計算技士（２・３級）、 

日商販売士（３級）、日商簿記（３級） 

【対 象 者】求職している方で、主にパソコン初心者の方 

【訓練期間】６月２１日（月）～１０月２０日（水）（土・日曜日、祝日を除く） 

【訓練時間】午前９時～午後３時４０分（６時間）または午前９時～午後２時４０分（５時間） 

計４３０時間の受講となります。 

【場  所】遠軽地域人材開発センター（遠軽町岩見通北１０丁目１－４） 

【料  金】受講料は無料ですが、テキスト代等が必要となります。 

      ※雇用保険受給者は、訓練期間中、各手当が公共職業安定所より支給されます。 

【定  員】１５人 ※定員に満たない場合は中止となることがあります。 

【申込方法】６月２日（水）までに、北見公共職業安定所遠軽出張所へ入学願書、健康の自己 

申告書を提出してください。 

【問い合わせ先】●北見公共職業安定所 遠軽出張所       ℡０１５８－４２－２７７９ 

      ●北見高等技術専門学院 能力開発総合センター ℡０１５７－３３－４４３６ 

●遠紋地域人材開発センター運営協会      ℡０１５８－４２－４０３７ 

 

 

 

 

 

 ３級ワープロ技士試験に向けた試験準備、実践対策のための能力開発セミナーを開催します。 

 

【対 象 者】現在仕事をしている方（パート・アルバイトを含む） 

【日  時】７月１３日（火）、１５日（木）、２０日（火）、２７日（火）、２９日（木）、 

      ８月 ２日（月）、 ４日（水）、 ６日（金）、１１日（水）、１９日（木）、 

２４日（火）、２６日（木）の午後６時２０分～９時（３時限） 

【試 験 日】３級ワープロ技士試験 ９月２日（木）（予定） 

【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） 

【料  金】受講料は無料ですが、教材費が必要となります。 

【定  員】１５人 ※先着順 

【期  間】５月１０日（月）～６月１０日（木）に、申込用紙（遠紋地域人材開発センターに 

備えています。）を遠紋地域人材開発センター運営協会へ提出（FAX可）してください。  

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

FAX０１５８―４２－０９８１ 

機動職業訓練生（ビジネス経理販売科）を募集しています 
○上商工観光課 商工観光Ｇ ２－５８６６ 

能力開発セミナー（ワード中級科）を開催します 
○上商工観光課 商工観光Ｇ ２－５８６６ 
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 湧別町シブノツナイ竪穴住居群の調査のため、会計年度任用職員（発掘作業員）を募集します。 

 

職種 発掘作業員（パートタイム） ４人 勤務場所 シブノツナイ竪穴住居群（川西） 

主な職務内容 

①発掘作業 

●土を掘る作業（スコップ、移植ごて、 

竹べら等による作業） 

 ●土器や石器の水洗い・整理等 

②測量作業 

 ●遺跡の計測（機械やメジャー等による作業） 

任用期間 ７月１５日～８月１１日（予定） 

勤務時間 

午前９時～午後４時（昼休憩１時間） 

※天候状況により、変動する場合が 

あります 

勤務日数 
火曜日～土曜日（週５日） 

※祝日勤務あります 

必要な資格等 

必要な資格はありませんが、長時間の野外 

作業に支障がなく、細かな作業や根気を要 

する作業を得意とする方を希望します。 

給料額等 時額１，１１０円 

その他 現地集合および解散が可能な方とします 

【給料・報酬等】会計年度任用職員の給与条例に基づき、給料、通勤手当を支給します。 

【健康保険等】短期間雇用のため、社会保険には加入できません。 

【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。）を、５月２０日  

（木）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。 

 

 

 

 

 

 

現在、町内には５６カ所の遺跡（うち１カ所は北海道指定史跡）が確認されています。遺跡は

文化財保護法で保護されているため、遺跡のある場所や面積が広範囲となる土木工事等開発事業

を行う際には「事前協議」の手続きが必要です。 

湧別の貴重な歴史資源を保護しつつ土木工事を計画的に進めるためにも、ご理解とご協力をお

願いいたします。 

 

【事前協議が必要となる工事の例】 

●工事計画区域の全部または一部が、遺跡の所在地・地番などのいずれかに合致または接する

とき 

●工事計画区域の総面積が１０，０００㎡以上あるとき 

※ここでいう工事は、工事内容・目的を問わず土地を掘削する行為すべてが該当します。また、

盛土・埋土も内容によっては該当します。 

※計画区域には残地森林等土地の改変が予定されていない土地を含みます。 

シブノツナイ竪穴住居群の発掘作業員を募集します 
○上総務課 総務Ｇ ２－２１１２ 

～工事予定の場所は遺跡ではありませんか？～ 

遺跡保護のため事前協議をお願いします 

ふるさと館ＪＲＹ・郷土館 ２－３０００ 
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【遺跡（埋蔵文化財包蔵地）の確認方法】 

●北海道教育委員会ホームページ「北の遺跡案内」を確認する。 

ＵＲＬ https://www2.wagmap.jp/hokkai_bunka/Portal 

●町ホームページ→くらし・行政→文化・スポーツ→文化財→埋蔵文化財のページを確認する。 

●ふるさと館ＪＲＹ・郷土館へ問い合わせる。 

 

≪事前協議はなぜ必要？≫ 

事前協議は、現在確認されている遺跡だけでなく、工事により新たに発見される遺跡の破壊

や工事の停止を防ぐために必要な手続きです。 

 

 

 

 

 

 

行政改革推進委員を次のとおり募集します。 

行政改革とは、財政面での経費節減と効率性を求め、行政サービスの質を向上させることを目

的に、国や地方自治体が行う改革のひとつです。これまでの行政改革の実績は、役場、図書館、

町ホームページ上で閲覧できますので、参考にご覧ください。 

 

【委員の役割】●町長からの諮問に応じて、町の行政改革の推進に関する実施計画を策定し、重要 

       事項を調査し答申することや、事務・事業の目的および成果等を点検するため、 

適切な評価基準に基づく行政評価を実施することを目的に設置されるものです。 

●年４回程度の会議を予定していますが、令和３年度は新たな大綱および実施計画 

 の策定に係る審議があるため、８回程度の会議を予定しています。 

【任  期】令和３年度～令和７年度（おおむね５年間） 

作成する行政改革に関する計画に定める期間が任期となります。 

【人  数】２人程度 

【報 酬 等】町の非常勤特別職となり、報酬および費用弁償（交通費）が支給されます。 

報  酬：日額６，４００円（会議時間が４時間未満の場合は半額） 

費用弁償：住所地から会議場までの距離に応じた交通費を支給します。 

【応募資格】満１８歳以上で、本町にお住いまたは通勤しており、任期を遂行できる方。 

【応募方法】所定の応募用紙（○上企画財政課および町ホームページ（https://www.town.yubetsu.  

lg.jp/administration/town/detail.html?content=397）に備えています。）を記入 

し、５月２５日（火）までに○上企画財政課へ郵送または持参してください。 

      団体など第三者による推薦応募も可能ですが、必ず本人の承諾を得てください。 

【選考方法】書類選考または面接にて決定します。 

 

  

行政改革推進委員を募集します 
○上企画財政課 企画Ｇ ２－５８６２ 
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【物件の内容】 

物 件 名 旧上芭露寿の家 所 在 地 上芭露６１４番地２ 

建  物 

構 造：木造モルタル１階建 

床面積：１５９．５７㎡ 

（４８．３５坪） 

建築年：昭和５４年 

主な設備 上水道接続済み 

そ の 他 
土地は、本物件の購入決定者と面積等を協

議し、賃貸借契約を結ぶこととします。 

 

 

  
 

 
 

【払い下げ条件】物   件：現状有姿での引き渡しとなります。建物内部の見学を希望される方 

は、職員が立ち会いますのでご連絡ください。 

代   金：契約締結後、２カ月以内に納付すること。 

所有関係等：払い下げした建物は、申請者本人の所有とします。また、契約締結 

後５年間は当該物件の転売・譲渡はできません。 

【申込資格等】●払い下げ代金の支払いが可能な方 

●町内に住所を有する個人もしくは法人。なお、外国人の方は、永住許可または 

特別永住許可を受けているか、永住者としての在留資格があること。 

●その他、町で定める条件は、町ホームページ（https://www.town.yubetsu.lg.jp/ 

administration/town/news.html?news=203）および募集案内書をご確認ください。 

【申込方法】所定の用紙（○上企画財政課、○湧福祉課、中湧別出張所に備えています。）に必 

要事項を記入し、○上企画財政課へ提出してください。 

【申込締切日】５月２１日（金） 

【決定方法】入札となります。実施日等は、後日お知らせします。 

町有建物（旧上芭露寿の家）の払い下げを行います 
○上企画財政課 財政Ｇ ２－５８６２ 

位置図 外 観 
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【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 

青葉団地 

（栄町） 

若 年 

単身向 
平成8年 45.48㎡ 1LDK 

18,000円 

～  
21,900円 

500円 
ユニットバス 

電気温水器 
2戸 

泉団地 

（中湧別北町） 

世帯向 

単身向 

昭和50年建設 

平成21年全面

改善 
50.00㎡ 2LDK 

12,200円 

～  
28,100円 

300円 
ユニットバス 

電気温水器 
1戸 

リラハイツ 

（中湧別北町） 

若 年 

単身向 
平成15年 42.6㎡ 1LDK 

18,000円 

～  
32,700円 

500円 

ユニットバス 

電気温水器 

蓄熱暖房機 

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10年 42.7㎡ 1LDK 

18,000円 

～  
22,700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】５月１４日（金） 

【入居時期】５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 

「新しい生活様式」を実践しましょう 
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町民の皆さまの健康維持増進のために、トレーニング室を使った教室や運動指導を行います。

お気軽にお越しください。 

 

◆共通事項 

【料  金】体育館の使用料（夏期：１日券１００円）を窓口でお支払いください。シーズン 

券（夏期）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 

５月２２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 ２９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 

５月 ７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・受付は不要です 

１１日（火） 
午後２時～ ４時 

１３日（木） 

１９日（水） 
午前９時～１１時 

２１日（金） 

【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 

５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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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。 

※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 

 
 

●開放日 
午前9時～午後5時 

３ ４ ５ ６ ７ ８ 

閉館 閉館 閉館 

★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 

１０ １１ １２ １３ １４ １５ 

●乳幼児相談 

 上湧別ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰ 

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 

１７ １８ １９ ２０ ２１ ２２ 

★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 

チューリップ公園 

見学（予定） 

※申し込み必要 

 

●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 

２４ ２５ ２６ ２７ ２８ ２９ 

★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 

●親子リトミック講座 

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 

３１ 

●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。 

★育児学級ぴよぴよ 

午前10時00分 

～11時30分 

 

●開放日 

午後１時～５時 

子育て支援センター５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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町民の方を対象に、借金、離婚、相続・遺言などのご相談に、弁護士が応じます。相談料は無

料、秘密は厳守いたします。 

 

【日 時】５月１９日（水）午後１時～４時 

【会 場】文化センターＴＯＭ ２階第１会議室（中湧別中町） 

【相談員】ともざわ法律事務所 弁護士 大島 由依さん 

【定 員】６人（先着順、一人３０分） 

【申込方法】予約制です。５月６日（木）以降に○上住民税務課へ、電話でお申し込みください。 

     受付時間は、午前８時３０分～午後５時１５分（土・日曜日、祝日を除く）です。 

【その他】お越しの際は、マスク着用などの新型コロナウイルス感染症対策をお願いいたします。 

 

 

 

 

 

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 

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 

７月 ８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。 

 

  

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 

春のすずらん無料法律相談を開催します 
○上住民税務課 住民生活Ｇ ２－５８６３ 
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オホーツク相談センター「ふくろう」では、「経済的に暮らしが成り立たない」、「ひきこもり

の子どもにお金をせがまれて困っている」、「仕事をリストラされてどうしたらよいか分からな

い」等の困りごとをかかえている方の相談を無料で行っています。 

通常は電話相談となりますが、次のとおり町内に出張相談所も開設予定ですので、悩みがあり

困っている方はぜひご利用ください。 

（本事業はオホーツク総合振興局から「ふくろう」が委託を受け実施しています。） 

 

【出張相談所開設予定日】※事前予約制（前日の午後３時締切）です。 

開設予定日 開設時間 開設場所 

５月２０日（木） 

午前１１時～正午 
役場湧別庁舎 または 上湧別庁舎 

（最寄りの公共施設を予定） 

６月１７日（木） 

７月２８日（水） 

８月１９日（木） 

９月１６日（木） 

【申込先】オホーツク相談センター「ふくろう」（北見市美芳町５丁目２番１３号） 

℡０１５７－２５－３１１０ 

 

 

 

 

 

 

 

 

生活や仕事などの困りごと相談所を開設します 
○湧福祉課 福祉G ５－３７６１ 
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本町の春の風物詩である『２０２１かみゆうべつチューリップフェア』を開催します。一面に

広がるチューリップを、ぜひお楽しみください。 

ご来園時に、ページ下部の「チューリップ公園入園券の引換券」をお持ちいただくと、１枚に

つきお一人様（町民）に限り入園券（優待券）と交換できますので、ぜひご利用ください。 

 

     昨年はフェアを中止したため、今年は１世帯で２枚の引換券がご利用いただけます      

 

【開園期間】５月１日（土）～６月上旬 

※開花状況、新型コロナウイルス感染症の拡大状況により変更する場合があります。  

 

【開園時間】午前８時～午後６時（入園は午後５時３０分まで） 

 

【入 園 料】大人（高校生以上）１日：６００円、シーズン券：１,０００円 

小人（小・中学生）１日：３００円、シーズン券： ,５００円 

※チューリップの開花状況により、料金を減額することがあります。 

 

【感染症対策】ご来園の皆さまが安心してお楽しみいただけるよう、新型コロナウイルス感染症の 

感染予防対策を講じて開催します。ご理解、ご協力をよろしくお願いいたします。 

◆園内の消毒 

定期的に園内を消毒するなど感染対策を徹底します。 

◆手指消毒・検温のお願い 

入園前に手指消毒と検温を行います。検温の結果、体温が３７．５℃以上のお客さまには 

入園をご遠慮いただきますのでご協力をお願いいたします。 

◆公園スタッフの感染予防対策 

当公園スタッフは、出勤時に必ず体温測定等の健康チェックを行います。予防対策として、 

マスクまたはフェイスシールドを着用して対応します。 

【問い合わせ先】湧別町観光協会 ℡８
ハ

－７３５６
ナ ミ ゴ ロ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

かみゆうべつチューリップフェアにお越しください 
○上商工観光課 商工観光Ｇ ２－５８６６ 

 チューリップ公園入園券の引換券   
（有効期限：令和３年５月１日からフェア終了まで） 

 

住所 湧別町         

氏名             
※ご利用の際に住所・氏名をご記入ください。 

※チューリップ公園前の総合窓口（券売機横）で 

 入園券と交換してください。 

※お一人様限り有効です（複製不可）。 

 

 チューリップ公園入園券の引換券   
（有効期限：令和３年５月１日からフェア終了まで） 

 

住所 湧別町         

氏名             
※ご利用の際に住所・氏名をご記入ください。 

※チューリップ公園前の総合窓口（券売機横）で 

 入園券と交換してください。 

※お一人様限り有効です（複製不可）。 

 

切り取り 

 

切
り
取
り 見本 
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