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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。 
 

 

 

 

 

新型コロナウイルス感染症拡大に伴う外出自粛や飲食店の営業時間短縮、多くのイベントの中 

止など、町内消費の先行きが見えず、また、町民の皆さまも自粛疲れに直面していることから、 

この夏を乗り越えるため「きずな ５
ファイブ

○夏商品券」を配布します。 
 

【内  容】１人５,０００円分の商品券（お食事券３,０００円分と商品券２,０００円分） 

お食事券：町内で営業している「飲食店」で使用できます。 

テイクアウト（お持ち帰り）や出前にも使用できます。 

商 品 券：町内で営業している「お店（飲食店含む）」で使用できます。 

※一部使用できないお店があります。使用前にお店へご確認ください。 

【対 象 者】７月１日現在で町内に住所を有する方。 

【使用期間】９月３０日（木）まで 

【受取方法】世帯主の方あてに、世帯全員分がまとめて「ゆうパック」で郵送されます。 

７月１０日（土）から順次配達されますが、町内全戸に郵送することから届くまで 

に時間がかかりますので、ご理解いただきますようお願いいたします。 
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コロナ対策「きずな ５
ファイブ

○夏商品券」を送付します 

○上商工観光課 商工観光Ｇ ２－５８６６ 

夏のコロナ対策 
 

①暑くてもマスクして  ②手洗い消毒忘れずに 

③３密をさけ ④お店もみんなも ⑤乗り越えよう、コロナの夏！ 
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現在お持ちの国民健康保険および後期高齢者医療の各種証の有効期限は、７月３１日（土）ま

でです。８月１日（日）からは、新しいものを使用してください。 

 

◆国民健康保険証、後期高齢者医療保険証をお持ちの方 

 新しい保険証を７月下旬に簡易書留にて郵送します。 

現在お持ちの保険証は、８月以降、○湧健康こども課、○上住民税務課、中湧別出張所、芭露出

張所のいずれかに返却していただくか、ご自身の責任で細かく切り刻んで燃やすゴミとして処

分してください。ただし、７月中に処分してしまわないようご注意ください。 

 

◆限度額適用認定証、限度額適用・標準負担額減額認定証をお持ちの方 

●国民健康保険に加入している方 

８月以降も継続して利用する場合は、申請が必要です。 

保険証と印かんをご持参のうえ、○湧健康こども課、○上住民税務課、中湧別出張所、芭露出 

張所のいずれかにて申請してください。 
 

 ●後期高齢者医療に加入している方 

  ８月以降も対象となる方には、保険証と一緒に郵送します。申請は不要です。 

 

 

 

 

 

 夏から秋にかけてスズメバチの活動が活発になります。住宅の軒下や物置でスズメバチの巣を 

見つけたときは、町がスズメバチの巣を駆除しますので、○上住民税務課へご連絡ください。 
 

【注意事項】●巣を発見した場合は、なるべく近づかずスズメバチを刺激しないようにしましょう。  

●巣の場所が分からないときは、駆除できない場合があります。 

●高所での作業や生活圏でない場所に作られた巣は、駆除しない場合があります。 

●土・日曜日と祝日は、駆除対応できない場合がありますのでご了承ください。 

 

 

 

 

 

７月２５日（日）に開催を予定していました「第３６回湧別サロマ湖龍宮えびホタテまつり」

は、新型コロナウイルス感染症の収束が見込めないことから、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誠に申し訳ありませんが、来場者の皆さまや関係者の皆

さまの安全・安心を最優先に考えた結果ですので、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】湧別町観光協会 ℡８－７６１１ 

国民健康保険・後期高齢者医療保険の保険証が新しくなります 

○湧健康こども課 医療G ５－３７６５ 

令和３年７月９日発行 No.283 

湧別サロマ湖龍宮えびホタテまつりを中止します 
○上商工観光課 商工観光Ｇ ２－５８６６ 

スズメバチの巣を見つけたときは 
○上住民税務課 住民生活Ｇ ２－５８６３ 
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 住民基本台帳ネットワークシステムのバージョンアップ作業のため、７月２０日（火）、２１

日（水）はマイナンバーカード（個人番号カード）を交付することができません。 

 ご不便をおかけしますが、ご理解とご協力をお願いいたします。 

 

 

 

 

 

 

新型コロナウイルス感染症拡大により経済が停滞している状況下において、町内全体が元気を

取り戻すために、町内に活動拠点がある団体や事業者、町民の皆さんで組織する実行委員会等が

実施するイベントに対して、その経費の一部を補助します。 

次に掲げる内容に沿って、皆さんの知恵とアイディアで楽しい企画を考えて応募してください。 

 

【実施条件】●国が示す「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針」および北海道が示

す「新北海道スタイル」を遵守すること。 

●全町民を参加対象とすること。 

●令和４年３月３１日（木）までに実施すること。 
 

【イベントの例】〇〇祭り、縁日、マルシェ、ステージ、ドライブインシアター、打上花火、フリー 

マーケット など 
 

【対象経費】 

 

 

 

 
 

【補 助 額】補助対象となる経費を合算した額の８割以内（１イベントあたり最大５０万円）。

事業（イベント）実施後、支出内容を確認してから補助金をお支払いします。 

      ただし、１実施団体あたり１回までとします。 
 

【応募方法】令和４年１月３１日（月）までに次の書類を提出してください。 

●申請書 

●事業計画書 

●事業予算書 

※応募が少ない場合は期限を延長します。また、予算額に達した場合は受け付けを 

終了します。 
 

【内容審査】申請内容を書類および聞き取りにより審査し、その結果を後日通知します。 

対象となる経費 対象とならない経費 

●コロナ対策衛生費 ●出演料 

●打上花火代 ●広告宣伝費 

●機材借上料 ●会場使用料 など 

●人件費 ●飲食費 ●キャンセル料 

●物販に係る原材料費 ●備品購入費 

●消耗品費（コロナ対策衛生費は対象） など 

～イベント応援企画～ 

町を元気にさせるイベントに経費の一部を補助します 
○上商工観光課 商工観光Ｇ ２－５８６６ 

７月２０日・２１日はマイナンバーカードを交付できません 
○上住民税務課 住民生活Ｇ ２－５８６３ 

令和３年７月９日発行 No.283 
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総合健診の受診を希望される方は、下記により電話にてお申し込みください。 

 

【日程・会場等】 

日  程 会場 受付時間 

８月４日（水） 

上湧別コミュニティセンター 

①午前７時００分～ ７時３０分 

②  ７時３０分～ ８時００分 

③  ８時００分～ ８時３０分 

④  ８時３０分～ ９時００分 

⑤  ９時００分～ ９時３０分 

⑥  ９時３０分～１０時００分 

８月５日（木） 

８月６日（金） 文化センターTOM 

※１時間あたりの受付人数を制限しており、すでに定員に達している日程もあります。また、受

診人数調整のため、受付時間の変更をお願いする場合がありますので、ご了承ください。 

 

【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 

(後期高齢者) 

特定健診 

（基本健診） 

19～39歳の方、40歳以上の国保加入者、後期高齢 

者医療保険加入者 
 

※社会保険の方でも受診できます。保険証と、被扶養

者の方は事業所発行の受診券が必要です 

1,500円 800円 

社会保険本人の方は 

9,560円(全額自己負担) 

 ピロリ菌検査 
30歳以上の方で、特定健診を受診した方（過去に除

菌治療した方、陽性と判定された方は対象外） 
800円 400円 

胃がん検診 30歳以上の方 1,000円 500円 

肺がん検診 
30歳以上の方 

200円 100円 

 喀痰検査 300円 200円 

大腸がん検診 30歳以上の方 300円 200円 

前立腺がん検診 50歳以上の男性 400円 200円 

肝炎検診 40歳以上の方で、一度も受診したことがない方 400円 200円 

ｴｷﾉｺｯｸｽ症検査 18歳以上の方で、５年以上検査を受けていない方 無料 

※生活保護世帯の方は無料です。 

※腹部超音波検査は実施していません。ご希望の方は、９月の総合健診でお申し込みください。 

 

【健診実施機関】遠軽厚生病院 

 

【申 込 方 法】７月２６日（月）までに、○湧健康こども課（℡５－３７６５）へ電話でお申 

し込みください。 

 

【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。 

  

総合健診を実施します 
○湧健康こども課 健康相談Ｇ ５－３７６５ 

令和３年７月９日発行 No.283 
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 夏の一斉清掃を７月２５日（日）に実施します。午前８時に全町一斉にサイレンが鳴りますの 

で、これを合図に出役し、自宅周辺道路等に散乱しているゴミを集め、きれいな町にしましょう。 

 皆さまのご協力をよろしくお願いいたします。 

 

【注意事項】 

●ゴミは中身が見える透明または半透明のゴミ袋に入れてください。 

●肥料袋などを使用する場合は、自治会に配布済みの「清掃シール」を貼り付け、口を開けた

ままにしておいてください。 

●土砂はできるだけ道路わきの土のある場所へ戻してください。 

●資源ゴミとして排出できるゴミは、極力分別して資源ゴミの日に排出してください。 

●集めたゴミは、上湧別地区はゴミステーションの足元に、湧別地区は資源ゴミの回収拠点に 

置いてください。一斉清掃で集めたゴミのみ回収します。 

●事業所においても、清掃日までに清掃のご協力をお願いいたします。 

●雨等で中止の場合は、サイレンが鳴りません。また、延期しません。 

 

 

 

 

 

 スプレー缶やカセットボンベの中身が残ったまま排出すると、ゴミ収集車両の火災事故の原因

となり、たいへん危険です。排出するときは必ず中身を使い切ってから出しましょう。 

 

【排出の手順】 

①缶を振って、音を確認しましょう。 

音がするときは、まだ中身が残っています。必ず使い切るようにしましょう。 

 

②ガス抜きをしましょう。 

缶を振って音がしないときでも、缶の中にガスが残っている場合があります。ガス抜きキャ 

ップを使うか、スプレーボタンを押して完全にガスを出し切ってください。 

※スプレー缶のガス抜きを行うときは、火気のない風通しの良い屋外で、周囲に配慮しなが

ら行ってください。一度に大量のガス抜きを行うのはたいへん危険です。 

 

③燃やさないゴミで排出しましょう。 

ガスを出し切ったことを確認したら、穴を空けずに「燃やさないゴミ」の袋に入れ排出して

ください。 

※缶の中身をどうしても空にできない場合は、商品に記載されているお客様相談室や販売店、 

販売元にお問い合わせください。 

  

７月２５日は夏の一斉清掃日です 
○上住民税務課 住民生活Ｇ ２－５８６３ 

スプレー缶・カセットボンベの処分方法 
○上住民税務課 住民生活Ｇ ２－５８６３ 

令和３年７月９日発行 No.283 
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パークゴルフ愛好者の健康づくりと親睦交流を深めるため、「第１２回湧別町議会議長杯パー

クゴルフ大会」を開催します。皆さまのご参加をお待ちしています。 
 

【日  時】８月８日（日） 雨天決行 

      受付開始：午前８時、開会式：午前８時３０分 

【場  所】五鹿山パークゴルフ場 

【参 加 料】コース使用料３００円が必要です。シーズン券をお持ちの方は不要です。 

【申込方法】五鹿山・芭露の各パークゴルフ場の掲示板に掲示している大会参加申込書に記入し 

てください。 

【申込締切日】８月４日（水） 

【そ の 他】新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、マスクの着用、三密を回避するなど、 

各自で基本的な感染防止対策を行ってください。 

【問い合わせ先】上湧別パークゴルフ協会事務局 水野 ℡２－３９８９ 
 

 

 

 

 

国や北海道、町が行う仕事や手続き、サービスについて、困っていることはありませんか？ 

行政相談員が、皆さんの相談に応じます。相談は無料で、秘密は固く守られます。 
 

日時 場所 行政相談委員 その他 

７月２１日（水） 

午後１時３０分～４時 
文化センターTOM 水野 豊さん 

●発熱がある方、体調が良くない方は

相談を控えてください。 

●マスクの着用をお願いします。 
       

 

 

 

 

 

まちの１０年間の方向性を定めた「第３期湧別町総合計画（令和４年度～１３年度）」の策定

にあたり、町民の皆さまの意見をいただくために町民懇談会を開催します。皆さまの参加をお待

ちしています。 
 

【日  時】７月２１日（水）午後６時３０分 

【場  所】文化センターＴＯＭ 大ホール（中湧別中町） 

【議  題】第３期湧別町総合計画（案）についての意見交換 

【そ の 他】●北海道に新型コロナウイルスによる緊急事態宣言が発令された場合は中止します。 

      ●マスクの着用をお願いします。 

「第３期湧別町総合計画（案）」に対する町民懇談会を開催します 
○上企画財政課 企画Ｇ ２－５８６２ 

湧別町議会議長杯パークゴルフ大会を開催します 
○上議会事務局 ２－２１３０ 

令和３年７月９日発行 No.283 

行政相談窓口を開設します 
○上住民税務課 住民生活Ｇ ２－５８６３ 
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まちの将来像を描き、新しい時代に対応するため総合的・計画的な行政運営をしていくための

計画である「第３期湧別町総合計画（令和４年度～１３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】第３期湧別町総合計画（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】８月２日（月）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。 

  

「第３期湧別町総合計画（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 
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平成３０年台風第７号および前線等に伴う大雨災害により被災された方々を支援するため、義

援金を受け付けていましたが、今後も被災された方々を支援するため次のとおり受付期間を再延

長しました。引き続き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】平成３０年７月豪雨災害義援金 

 

【受付期間】令和４年６月３０日（木）まで 

       ※役場への持参の場合は、令和４年６月２３日（木）まで 

 

【受 付 方法】（１）郵便振替 

          ●加入者名：日赤平成３０年７月豪雨災害義援金 

          ●記号番号：００１３０－８－６３５２８９ 

※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。 

 

       （２）銀行口座 

          ①日本赤十字社 本社 

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）２７８７５４５ 

三菱ＵＦＪ銀行        やまびこ支店 （普）２１０５５３８ 

みずほ銀行          クヌギ支店  （普）０６２０４０５ 

 

          ②日本赤十字社 岡山県支部 

口座名義：日本赤十字社岡山県支部
ニホンセキジュウジシャオカヤマケンシブ

 支部長
シブチョウ

 伊原木
イ バ ラ ギ

 隆太
リュウタ

（次の２銀行共通）  

中国銀行           本店     （普）３５３８９０３ 

トマト銀行          本店     （普）１９６３４２２ 

 

③日本赤十字社 愛媛県支部 

口座名義：平成
ヘイセイ

３０年
ネン

７月豪雨災害義援金
ガツゴウウサイガイギエンキン

日本赤十字社愛媛県支部
ニホンセキジュウジシャエヒメケンシブ

 

支部長
シブチョウ

 中村
ナカムラ

 時広
トキヒロ

（次の２銀行共通） 

伊予銀行           一万支店   （普）１９４３６６０ 

愛媛銀行           道後支店   （普）６１６３４３９ 

 

④日本赤十字社 広島県支部 

口座名義：日本赤十字社広島県支部長
ニホンセキジュウジシャヒロシマケンシブチョウ

 湯﨑
ユ ザ キ

 英彦
ヒデヒコ

（次の４銀行共通） 

広島銀行           大手町支店  （普）３４５８７２５ 

もみじ銀行          鷹野橋支店  （普）３０４６６００ 

広島県信用農業協同組合連合会  本所     （普）０００６３５５ 

広島信用金庫         鷹野橋千田支店 （普）０４７３６１３ 

平成３０年７月豪雨災害義援金の受付期間を延長します 
○湧福祉課 福祉Ｇ ５－３７６１ 
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※受領証が必要な場合は、振込先の連絡先に次の内容をご連絡ください。 

●義援金名 ●氏名（受領証の宛名） ●住所   ●電話番号 

●寄付日  ●寄付額 ●振込人名 ●振込金融機関名・支店名 

連絡先①日赤本社パートナーシップ推進部会員課 ℡０３－３４３７－７０８１ 

   ②日本赤十字社 岡山県支部 ℡０８６－２２１－９５９５ 

   ③日本赤十字社 愛媛県支部 ℡０８９－９２１－８６０３ 

   ④日本赤十字社 広島県支部 ℡０８２－２４１－８８１１ 

 

（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  

 

 

 

 

 

「サマージャンボ宝くじ」と「サマージャンボミニ」が次の期間で発売されます。宝くじの収

益金は、市町村の明るく住みよいまちづくりに使われます。 

なお、役場での販売は行っていませんので、お近くの宝くじ売り場でお求めください。 

 

【発売期間】７月１３日（火）～８月１３日（金） 

【金  額】１枚 ３００円 

【抽せん日】８月２５日（水） 

【当せん金】 

サマージャンボ宝くじ 

１ 等 ５億円 

前後賞 各１億円 

２ 等 １,０００万円 

サマージャンボミニ 

１ 等 ３,０００万円 

前後賞 各１,０００万円 

２ 等 ５万円 
 

【問い合わせ先】北海道市町村振興協会 ℡０１１－２３２－０２８１ 

 

 

 

 

 

  

サマージャンボ宝くじが発売されます 
○上企画財政課 財政Ｇ ２－５８６２ 

 2021年市町村振興宝くじ  一般財団法人 全国市町村振興協会 

湧別町公式 インスタグラム yubetsu_town 

インスタキャンペーン実施中です！ 

＃ステキなゆうべつのハッシュタグをつけて投稿してください。 
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土砂災害防止法上の基礎調査結果に基づき、北海道が新たに指定した町内の「土砂災害警戒区

域」や「土砂災害特別警戒区域」の公示図書が閲覧できます。 

 今回の新たな指定により、町内の指定箇所数は４５カ所となります。土砂災害警戒区域等は今

後も指定される予定となっています。 

 

土砂災害警戒区域  ：危険の周知や避難体制の整備などが求められる区域。 

土砂災害特別警戒区域：避難体制の整備に加え、一定の開発制限や建築物の構造規制などが求

められる区域。 

 

【閲覧期間】８月１３日（金）まで（土・日曜日、祝日は除く） 午前９時～午後５時 

【閲覧場所】○上総務課 

【指定月日】令和３年６月１８日（北海道告示第４３６号・第４３７号) 

【指定箇所】 

自然現象の種類 所在地 指定区域名 土砂災害警戒区域 土砂災害特別警戒区域 

土石流 

信部内 中ノ沢小沢川 

指定あり 

指定なし 

芭露 
八号線沢川 

平井の沢川 

上芭露 伊藤の沢川 

東芭露 桑原沢川 

西芭露 西芭露沢川 

計呂地 

岩間の沢川 

２０号沢川 

佐々木の沢川 

開盛 

大城の沢川 

渡辺の沢川 

佐々木の沢川 

富美 

南の沢川２の沢川 

上富美橋右の沢川 

大甕の沢川 

上富美 三谷川 

札富美 札富美沢川 

開盛 開盛公園の沢川 

指定あり 
富美 

望ヶ丘の沢川 

熊の沢川下の沢川 

地すべり 富美 富美 指定なし 

※指定箇所の位置や区域は、「北海道土砂災害警戒情報システム（http://www.njwa.jp/hokkaido- 

sabou/）」で閲覧できます。 
 

【問い合わせ先】北海道オホーツク総合振興局 網走建設管理部維持管理課 ℡０１５２－４１－０７２５ 

  

土砂災害警戒区域等の公示図書が閲覧できます 
○上総務課 情報防災Ｇ ２－２１１２ 
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消防法施行令に基づく、防火管理者（甲種・乙種）の資格を取得するための講習会を行います。 

火災を未然に防止するためには、防火管理の重要性を十分に理解することが必要です。事業所

においても、防火管理者の育成に努めていただきますようお願いいたします。 

 

【日  時】甲種新規 ：１１月９日（火）、１０日（水）の２日間 午前１０時～午後４時 

      甲種再講習：１１月９日（火）午後１時～３時 

      乙種   ：１１月９日（火）午前１０時～午後４時 

【会  場】遠軽町福祉センター（遠軽町岩見通南２丁目） 

【受 講 料】甲種・乙種 各３,５００円 

      甲種再講習  ３,０００円 

【定  員】密を避けるため、受講人数を下記の人数までとしますので、ご理解とご協力をお願

いいたします。 

甲種新規、乙種：計３０人（先着順） 

甲種再講習  ：１０人（先着順） 

【申込期間】８月２日（月）～９月３０日(木) 

【申込・問い合わせ先】遠軽地区広域組合消防本部予防課 ℡０１５８－４２－７６００ 

FAX０１５８－４２－２１８４ 

 

 

 

 

 

家畜の取引業務に従事しようとする方を対象とした「令和３年度家畜商講習会」が、次のとお

り開催されます。 

 

【日  時】１１月２９日（月）・３０日（火）の２日間 午前９時～午後５時 

      ※獣医師および人工授精師の方は、講習時間の一部免除あり 

【場  所】北海道第２水産ビル ８階８Ａ会議室（札幌市） 

【提出書類】●受講願書 正・副 各１部 

      ●講習時間の特例措置適用申請書 ほか 

※提出書類は、北海道のホームページ（http://www.pref.hokkaido.lg.jp/ss/dtf/ 

elg_soshiki_list.htmのページにある農政部の生産振興局畜産振興課のリンク） 

からダウンロードできるほか、○上農政課でもお渡しできます。 

【受講手数料】３，５６０円（北海道収入証紙） 

【申込期間】７月１５日（木）～１０月１５日（金） 

【申込・問い合わせ先】〒０９３－８５８５ 網走市北７条西３丁目 

北海道オホーツク総合振興局 産業振興部農務課畜産係 ℡０１５２－４１－０６６５ 

  

家畜商講習会が開催されます 
○上農政課 農政Ｇ ２－５８６１ 

防火管理講習を実施します 
遠軽地区広域組合 消防本部 予防課 ０１５８－４２－７６００ 
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バランス丼はどんぶり１つで主食・主菜・副菜の目安量が分かるすぐれものです。今回はごぼ

うのシャキシャキした歯ごたえがおいしい丼を作ります。新しいレシピを知る機会に、家族やご

自身の食事を振り返る機会に参加しませんか。 

 

【日 時】７月２０日（火）午前１０時～午後１時頃 

【場 所】保健福祉センター 調理室（栄町） 

【内 容】①ミニ講話 

②調理実習「油揚げとごぼうの卵とじ丼」 

【対 象】町民の方 

【人 数】８人 

【持ち物】マスク、エプロン、バンダナ、上靴、筆記用具、食材費（６００円）、 

チューリップカード（お持ちでない方は当日受付で配布します） 

【申込方法】７月１６日（金）までに○湧健康こども課へお申し込みください。 

【その他】託児はありません。 

 

 

 

 

 

 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】７月３１日（土） 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】シュークリーム 

【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。 

【申込方法】７月２８日（水）までに、地場産品加工センター（℡５－３７２２）へお申し込み 

ください。 

【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。 

  

加工実習講習会を開催します 
○上農政課 農政Ｇ ２－５８６１ 

レシピ 

（町ホームページ） 

バランス丼料理教室を開催します 
○湧健康こども課 健康相談Ｇ ５－３７６５ 
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６月２８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 19 25 44 

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 1 3 

湧愛園 
上湧別 

屯田市街地 
2-3151 

４０人 0 13 21 34 

湧愛園ちゅーりっぷ 

の里 ※３ 
２０人 0 6 10 16 

グループホーム 

※２ 
上湧別館 ※３ 中湧別北町 4-2070 １８人 0 6 15 21 

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 ０ 0 ０ 

リビングケア･ 

オリーブ 
中湧別中町 4-1760 

１人用 

１３室 
0 ０ 5 ５ 

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 4 0 4 

ケアハウス来夢 

※４ 

上湧別 

屯田市街地 
4-1100 

１人用 

２４室 
０ ９ 12 21 

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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本町２校目となる「（仮称）湧別地区義務教育学校」の令和５年４月１日の開校に向けた、校舎増

築等の整備工事が始まっています。工事期間中は、湧別小学校および湧別中学校付近では大型車両の

通行が多くなります。ご迷惑をおかけしますが、皆さまのご理解とご協力をお願いいたします。 
 

【工事場所】湧別中学校に隣接（錦町） 

【工事期間】令和４年７月２０日（水）まで 

【施工業者】建築主体工事：渡辺・西村特定建設工事共同企業体 

      電気設備工事：遠軽・児玉・為廣特定建設工事共同企業体 

      機械設備工事：天内・吉田特定建設工事共同企業体 

【整備概要】 

 

 

東京オリンピック・パラリンピックの開催に合わせ、本年の祝日が次のとおり移動していま

す。それに伴い、役場ほか各施設の開館日等が変わっていますので、ご注意ください。 

 なお、町が発行している健康カレンダーは移動後の正しい祝日・休日となっています。 
 

●海の日   ： ７月１９日（月）→７月２２日（木） 
 

●スポーツの日：１０月１１日（月）→７月２３日（金） 
 

●山の日   ： ８月１１日（水）→８月 ８日（日） ※８月９日（月）は振替休日です 

（仮称）湧別地区義務教育学校の整備工事を行っています 
教育委員会 教育総務課 学校教育Ｇ ５－３１４３ 

新たに前期課程（小学校）の 

校舎・体育館を増築し、 

現湧別小学校を解体 

現湧別中学校を 

大規模改修により 

長寿命化 

学級菜園 

遊具広場 

現湧別中学校のグラウンドを活用 

・ 
・ 後期課程校舎 

（現湧別中学校） 

前期課程校舎 
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