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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。 

 

 

 

 

サロマ湖１００ｋｍウルトラマラソンの代替大会として開催する、スマートフォンのアプリ 

「ＴＡＴＴＡ
タ ッ タ

」を使ったオンライン大会の参加者を募集しています。どこの場所でも好きなタイ 

ミングで走っていただける大会です。完走者には、参加賞の他に記念メダルをお贈りします。 

 

【種目・開催日】 

 

 

 

【参 加 料】下記からコースを選んでお申し込みください。各種目共通です。 

      ※５,０００円以上のコースは参加者を限定させていただく場合があります。 

参加料 参加賞 特別賞 

３,５００円コース オリジナルＴシャツ 
北見市・佐呂間町・湧別町 

の特産品を抽選で１００人 

の方に贈呈します 

 ５,０００円コース オリジナルＴシャツ、地元特産品 

 ７,９３０円コース オリジナルＴシャツ、地元特産品 

１０,０００円コース オリジナルＴシャツ、地元特産品 
 

【申込方法】６月２４日（木）までに、パソコンまたはスマートフォンから大会 

エントリーページ（https://saromanblue.jp）にアクセスし、画面 

の指示に従ってお申し込みください。 

※ランネットへの会員登録（無料）が必要です。  

種目 開催日 

①２週間で１００ｋｍチャレンジ ６月２７日（日）～７月１０日（土） 

② １日で１００ｋｍチャレンジ 
６月２７日（日） 

③ １日で ５０ｋｍチャレンジ 

盲ろう者・介助員養成講座         ７ 
外国人労働者問題啓発月間 
全国安全週間 
ヨガ講座                 ８ 
加工実習講習会 
高齢者福祉入所施設 空き状況        ９
湧別屋内ゲートボール場 休館        10 
学生の学びを支える応援給付金 

〈目次〉 
サロマ湖１００ｋｍウルトラマラソン・オンラインチャレンジ  １ 
町議会定例会               ２ 
ヘリカルＣＴ（肺がん）検診 
乳がん・子宮頸がん検診          ３ 
土木技術職員・林業技術職員・保健師 募集  ４ 
湧別町過疎地域持続的発展市町村計画 ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸｺﾒﾝﾄ ５ 
橋りょう点検による交通規制        ６ 
橋りょう補修工事による交通規制 

令和３年６月１０日発行 
湧別町役場上湧別庁舎 ２－２１１１ ・ 湧別庁舎 ５－２２１１ 

Ｎo.281 
４ 

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 

サロマ湖１００ｋｍウルトラマラソン・オンラインチャレンジの参加者を募集しています 
教育委員会 社会教育課 社会教育 G ５－３１３２ 

大会エントリーページ 
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令和３年第２回湧別町議会定例会が次のとおり開会される予定です。議会の様子は傍聴が可能

なほか、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】６月１７日（木） 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 

 

 

 

 

 

「ヘリカルＣＴ」とは、肺を輪切りに画像化し、レントゲンでは見つけられない早期の肺がん

を見つけることができる検診です。検査にかかる時間は３分程度で、所定の場所に横になってい

るだけで終了します。ぜひ、この機会をご利用ください。 

 

【実施日時】 

日程 受付時間 定員 会場 申込締切日 

７月３０日 

（金） 

①午前 ８時００分～ 

②   ８時３０分～ 

③   ９時００分～ 

④   ９時３０分～ 

⑤  １０時００分～ 

⑥  １０時３０分～ 

⑦  １１時００分～ 

⑧午後１時００分～ 

⑨  １時３０分～ 

⑩  ２時００分～ 

⑪  ２時３０分～ 

⑫  ３時００分～ 

⑬  ３時００分～ 

 

各時間帯 

７人 

文化センター 

ＴＯＭ 

７月２日 

（金） 

 

【対 象 者】４０～７４歳（令和４年３月３１日現在）の方。 

ただし、ＣＴ検診ガイドラインに基づき、次の方が優先となります。 

      ①５０～７４歳で喫煙指数が６００以上の方 

      ②５０～７４歳で喫煙指数が６００未満の方 

      ③４０～４９歳の方 

※喫煙指数 喫煙年数×１日の平均本数（過去の喫煙を含む） 

【注意事項】●ペースメーカーが入っている方、妊娠の可能性がある方は受診できません。 

●肺の疾患で治療・経過観察中の方は、病院の検査・治療が優先となりますので、 

受診をお断りさせていただきます。 

【検査料金】●ヘリカルＣＴ撮影 ４,０００円 

       ●喀痰検査       ３００円 

【そ の 他】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、受付でご提示ください。 

【申 込 先】○湧 健康こども課 ℡５－３７６５ 

ヘリカルＣＴ（肺がん）検診を実施します 
○湧 健康こども課 健康相談Ｇ ５－３７６５ 

町議会定例会が開会されます 
○上 議会事務局 ２－２１３０ 

令和３年６月１０日発行 No.281 
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２年に一度の受診を目安に、町の集団検診をご利用ください。 

 

【実施日時】 

日程 受付時間 
定員 

会場 申込締切日 
乳がん 子宮頸がん 

７月３０日 

（金） 

①午前 ９時００分～ １５人 

各時間帯 

２５人 

文化センター 

ＴＯＭ 

７月２日

（金） 

②   ９時３０分～ １５人 

③  １０時００分～ １０人 

④  １０時３０分～ １０人 

⑤午後 １時００分～ １５人 

⑥   １時３０分～ １５人 

⑦   ２時００分～ １０人 
 

※乳がん検診・子宮頸がん検診は同日に受けることができます。 

 

【対象者と料金】 

検査項目 
対象者 

（年齢は令和４年３月３１日時点） 

料金 

７４歳以下 ７５歳以上 

乳がん検診 

（マンモグラフィー撮影のみ） 
40 歳以上の女性 1,200 円 600 円 

子宮頸がん検診（細胞診） 20 歳以上の女性 1,000 円 500 円 

 経膣超音波検査 

20 歳以上の女性で、子宮頸がん検診を 

受診した方 
 

※子宮を摘出された方は、経膣超音波 

 検査のみの受診も可能です 

500 円 

※生活保護世帯の方は無料です。 

※昨年度（令和２年４月～令和３年３月）に町の集団検診または個別検診で町の助成を受けられ

た方は、今年度は助成対象外です。過去の受診年度がご不明な方は、お問い合わせください。 

 

【そ の 他】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、受付でご提示ください。 

【申 込 先】○湧 健康こども課 ℡５－３７６５ 

  

乳がん・子宮頸がん検診を実施します 
○湧 健康こども課 健康相談Ｇ ５－３７６５ 

令和３年６月１０日発行 No.281 
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令和４年度採用予定の町職員（正職員）を、次のとおり募集しています。 

 

試験区分 採用予定人数 受験資格 

土木技術職員 １人 

学校教育法による大学、短期大学、高等専門学校および専修学校の専

門課程において、土木に関する科目を履修し、卒業または令和４年３

月までに卒業見込みで、平成３年４月２日以降に生まれた方。 
 

※１級・２級土木施工管理技士の資格を有している、または採用後に 

資格を取得する意思のある方。 

林業技術職員 １人 

学校教育法による大学、短期大学および専修学校において、林業に関

する科目を履修し、卒業または令和４年３月までに卒業見込みで、平

成３年４月２日以降に生まれた方。 

保健師 １人 
保健師の資格を有している、または資格を取得見込みで、平成９年４

月２日以降に生まれた方。 

 

【採用予定日】令和４年４月１日 
 

【応募資格】●日本国籍を有する方 

      ●町内に在住する方または採用予定日までに居住する予定の方 

      ●普通自動車免許を所持している方（保健師はＡＴ限定可） 

●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 
 

【勤務場所】湧別町役場 
 

【勤務時間・休暇】湧別町職員の勤務時間、休暇等に関する条例の規定によります。 
 

【給 与 等】湧別町職員の給与に関する条例の規定によります。 
 

【応募方法】下記①～⑤の必要書類を、６月３０日（水）までに○上 総務課へ持参または郵送し 

てください。 
 

【必要書類】①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。） 

      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土木施工管理技士合格証明書の写し（土木技術職員申込者のみ） 

      ⑤保健師免許証の写し（保健師申込者のみ） 
 

【面接試験】採用の可否は、７月中旬に予定している面接試験にて決定します。応募者には後日 

文書にて通知します。 

  

土木技術職員・林業技術職員・保健師を募集します（正職員） 
○上 総務課 総務Ｇ ２－２１１２ 

令和３年６月１０日発行 No.281 
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過疎地域である本町の、総合的・計画的な自立促進を図るための方針・対策等を定めた「湧別

町過疎地域持続的発展市町村計画（令和３～７年度）」を策定します。 

つきましては、次のとおり皆さまからのご意見を募集します。 

 

【募集案件】湧別町過疎地域持続的発展市町村計画（案） 
 

【対 象 者】①町内に住所を有する方 

      ②町内に事務所、事業所を有する個人、法人、その他の団体 

③町内に所在する事務所、事業所に勤務する方 

      ④町内に所在する学校に在学する方 

      ⑤対象案件に利害関係を有する方 
 

【資料の閲覧場所】○上 企画財政課、湧別庁舎（１階ロビー）、中湧別図書館、湧別図書館、町ホームページ  

（https://www.town.yubetsu.lg.jp/administration/town/news.html?news=327） 
 

【募集期間】６月２３日（水）まで 
 

【提出方法】指定様式に記入のうえ、持参、郵送、ファクス、電子メールのいずれかで提出して

ください。 

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 

②Ｆ Ａ Ｘ：２－２５１１ 

③メ ー ル：kikaku＠town.yubetsu.lg.jp 

④直接持参：○上 企画財政課 
 

【提出様式】資料の閲覧場所に「パブリックコメント手続意見提出用紙」を備えています。ま

た、町ホームページからダウンロードできます。 
 

【留意事項】①ご意見等を提出する際は、氏名、住所および連絡先を必ず記載してください。 

※提出された方の氏名、住所は公表しません。 

②提出されたご意見等は、計画案に反映できるかどうかを考慮したうえで原案を作 

成し、町議会の議決を得て決定します。 

③提出されたご意見等は個別の回答を行わず、類似の意見をまとめ、町の考え方を 

後日公表します。 

 

 

 

 

 

 

「湧別町過疎地域持続的発展市町村計画（案）」について 

パブリックコメント（意見募集）を実施します 
○上 企画財政課 企画 G ２－５８６２ 

令和３年６月１０日発行 No.281 

女だから、男だから、ではなく、 

私だから、の時代へ 

６月２３日（水）～２９日（火）は、男女共同参画週間です 
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 橋りょう点検のため、橋りょうが「一時通行止め」となる場合があります。ご迷惑をおかけし

ますが、皆さまのご理解、ご協力をお願いいたします。 

 

【点検箇所】町内の橋りょう 

【期  間】１０月２９日（金）まで 

 ※天候や作業内容により、一時通行止め期間を延長する場合があります。 

【実施業者】㈱中神土木設計事務所（北見市） ℡０１５７－２５－２０２１ 

 

 

 

 

 

「中沢橋」の補修工事のため、下記の区間が「片側交互通行」となります。ご迷惑をおかけし

ますが、皆さまのご理解、ご協力をお願いいたします。 

 

【工事箇所】本間沢川「中沢橋」 

【期  間】１０月２９日（金）まで 

     ※天候や作業内容により、片側交互通行期間を延長する場合があります。 

【施工業者】㈱中川組 ℡５－２１３７ 

 

 

  

橋りょう点検のため交通規制を行います 
○上 建設課 建設 G ２－５８６９ 

橋りょう補修工事のため交通規制を行います 
○上 建設課 建設 G ２－５８６９ 

  
芭

露

学

園 

片側交互通行 
１０月２９日まで 

芭露 

令和３年６月１０日発行 No.281 
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（一社）北海道身体障害者福祉協会では、次のとおり「令和３年度盲ろう者通訳・介助員養成

講座」の受講者を募集しています。 

※盲ろう者とは、「目（視覚）と耳（聴覚）の両方に障害を併せもつ人」のことをいいます。 
 

【日  程】９月１１日（土）、１２日（日）、２５日（土）、２６日（日）、 

１０月９日（土）、１０日（日）、２３日（土）、２４日（日）の８日間 

【場  所】道民活動センタービル かでる２・７（札幌市中央区北２条西７丁目） 

【定  員】３０人程度 

【料  金】受講料は無料ですが、テキスト代等の自己負担があります。 

【申込方法】８月６日（金）必着として、所定の申込書で、郵送またはファクスにてお申し込みくだ 

さい。申込書が必要な方は、（一社）北海道身体障害者福祉協会までご連絡ください。 

【申込・問い合わせ先】（一社）北海道身体障害者福祉協会 

      〒０６０－０００２ 札幌市中央区北２条西７丁目 道民活動センタービル４階 

      ℡０１１－２５１－１５５１ FAX０１１－２５１－０８５８ 

 

 

 

 

 国内で就労している外国人は多数いますが、社会保険の未加入や適切な労働条件が確保されて

いないなどの問題が散見されます。 

外国人を雇用する際には、次のとおり適正な雇用ルールを守りましょう。 
 

●就労が認められる在留資格であること 

●雇い入れ・離職の際には、それぞれハローワークに届け出を行うこと 

●労働保険や社会保険等の加入をはじめ、適正な雇用管理を行うこと 
 

【問い合わせ先】ハローワーク遠軽  ℡０１５８－４２－２７７９ 

北見労働基準監督署 ℡０１５７－８８－３９８２ 

 

 

 

 

 自主的な労働災害防止活動を推進するとともに、安全意識の高揚と安全活動の定着を図るため

「全国安全週間」が実施されます。この機会に、それぞれの職場で労働災害防止の重要性につい

て認識をさらに深め、安全活動の着実な実行を目指しましょう。 
 

【期  間】７月１日（木）～７日（水） 

      ※６月３０日（水）までを全国安全週間実施のための準備期間とします。 

【スローガン】「持続可能な安全管理 未来へつなぐ安全週間」 

７月１日～７日は「全国安全週間」です 
○上 商工観光課 商工観光 G ２－５８６６ 

６月は「外国人労働者問題啓発月間」です 
○上 商工観光課 商工観光 G ２－５８６６ 

令和３年６月１０日発行 No.281 

盲ろう者通訳・介助員養成講座の受講者を募集しています 
○湧 福祉課 福祉Ｇ ５－３７６１ 
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子育て支援センターでは「ヨガ講座」を開催します。 

普段の家事や育児におわれるお母さん、運動不足になっていませんか？たまには身体を動か

し、心身ともにリフレッシュしましょう。お待ちしています。 

 

【日  時】６月２４日（木） 午前１０時～１１時３０分 

【場  所】湧別児童センター 体育館（栄町） 

【講 師】ヘルスアップ・ヨガ・カンパニー 遠紋地区講師 宮本 則子さん 

【対  象】町内に居住する就学前の乳幼児をもつ保護者 

【定  員】５人 

【持 ち 物】託児希望の方は、オムツ、水分補給用飲料水、着替えなどをお持ちください。 

【申込締切日】６月１７日（木） 

【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  

 

 

 

 

 

 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。 

ぜひご参加ください。 
 

【日 時】６月３０日（水） 午後１時～４時 

【場 所】地場産品加工センター（錦町） 

【対 象】町民の方（小学校３年生以下のお子さんは保護者同伴が条件です。） 

【品 目】豆腐・おからドーナツ 

【持 ち 物】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 

【人 数】１０人程度 ※申込者が多い場合は、初めての方を優先します。 

【申込締切日】６月２７日（日） 

【申 込 先】地場産品加工センター ℡５－３７２２ 

【そ の 他】地場産品加工センターの５～８月の開館時間は、午前９時～午後５時です。 

休館日は月・火・金曜日と祝日です。 

  

「ヨガ講座」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 

加工実習講習会を開催します 
○上 農政課 農政Ｇ ２－５８６１ 
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５月２６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 17 25 42 

湧別オホーツク園 

リラの杜 ※３ 
２０人 0 2 2 4 

湖水の杜 ※３ 芭露 4-5525 ２０人 0 2 2 4 

湧愛園 
上湧別 

屯田市街地 
2-3151 

４０人 0 14 21 35 

湧愛園ちゅーりっぷ 

の里 ※３ 
２０人 0 9 12 21 

グループホーム 

※２ 
上湧別館 ※３ 中湧別北町 4-2070 １８人 0 8 15 23 

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 4 0 4 

リビングケア･ 

オリーブ 
中湧別中町 4-1760 

１人用 

１３室 
0 2 5 7 

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 10 12 22 

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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 湧別屋内ゲートボール場の人工芝張替工事のため、休館します。利用者の皆さまにはご迷惑を

おかけしますが、ご理解とご協力をお願いいたします。 
 

【休館期間】６月２１日（月）～７月３０日（金）を予定 

 

 

 

 

 

町では、新型コロナウイルス感染症の影響が長期化しているなか、本町を離れた大学生等が安

心して日常生活を送ることができるよう、「学びを支える応援給付金」を給付します。 
 

【対 象 者】令和３年６月１日現在、下記(１)～(３)すべてに該当する方が対象です。 

(１)本町を離れた学生で、大学、短期大学、専修学校、高等専門学校、大学への進 

学を目的とした進学予備校のいずれかに在籍していること。ただし、高等専門 

学校は４年生以上、専修学校および予備校は１８歳以上の方に限ります。 

(２)(１)の学生の生計を維持する保護者が、湧別町民であること。 

※保護者とは、①父母ともにいる場合は父母２人、②ひとり親家庭の場合は父 

母のどちらか、③父母ともにいない場合は学費や生活費を負担している方を 

いいます。①～③いずれにも当てはまらない方はご相談ください。 

(３)保護者全員の合算した令和３年度（令和２年中）の総所得金額が５００万円未 

満であること。 
 

【給 付 額】上記(１)の学生１人につき、１２万円 
 

【申請期間】７月１日（木）～９月３０日（木） 
 

【申請書類】●給付申請書（○上 企画財政課に備えています） 

●大学等の在学証明書（令和３年６月１日以降に発行されたもの） 

●学生の方名義の通帳の写し、またはキャッシュカードの写し（保護者名義は不可） 

●保護者全員の令和３年度（令和２年中）の所得証明書 
 

【申請方法】申請書類を直接持参または郵送にて提出してください。 

直接持参：○上 企画財政課、○湧 福祉課、中湧別出張所、芭露出張所のいずれか 

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 
 

【受取方法】申請書類の審査後、指定された口座へ入金します。迅速な入金に努めますので、 

ご理解をお願いいたします。 

 

湧別町は、ふるさとを離れて学ぶ学生の皆さんを応援しています。 

新型コロナウイルス感染症の影響が長引いていますが、 

将来の目標に向かってしっかりと歩んでください。 

学生の学びを支える応援給付金 
○上 企画財政課 未来づくりＧ ２－５８６２ 

 

湧別屋内ゲートボール場を休館します 
教育委員会 社会教育課 社会教育 G ５－３１３２ 
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