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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。 

 

 

 

 

お盆時期に伴い、ゴミ収集日を次のとおり変更・休止します。健康カレンダーをご確認のうえ

指定された日に排出してください。 

また、８月１５日（日）は、上湧別廃棄物処理場のゴミ受け入れを休止しています。お間違え

のないようご注意ください。 

 

地区 収集品目 収集日 

旭・5 の 3・5 の 2 
空き缶・空き瓶・発泡・ 

プラ類・ペット・乾電池 
８月１４日（土）→８月７日（土） 

東町・北町・中町・南町 

空き缶・空き瓶・発泡・ 

プラ類・ペット・乾電池 

７月３１日（土）→８月７日（土） 

８月１４日（土）→収集しません 

燃やすゴミ ８月１６日（月）→収集しません 

５の１・屯市 
空き缶・空き瓶・発泡・ 

プラ類・ペット・乾電池 
８月 ７日（土）→収集しません 

南兵村・開盛・富美 
空き缶・空き瓶・発泡・ 

プラ類・ペット・乾電池 
８月 ７日（土）→７月３１日（土） 

港町・曙町・緑町・栄町・錦町 燃やすゴミ ８月１６日（月）→収集しません 

 
空家等対策協議会委員 募集         ９ 
樺太の絵ハガキ展 
ふるさと納税返礼品 提供事業者募集     10 
８月の健康運動教室・運動指導       11 
北見年金事務所出張相談所 開設       12 
戦没者遺児の慰霊友好親善事業 参加者募集 
８月子育て支援センター予定表       13 
町営バス 運休               14 
産業まつり中止 
ニュージーランド派遣中止 

〈目次〉 
ゴミ収集日 変更              １ 
保育所再編に関する説明会         ２ 
児童扶養手当 
土木技術職員・林業技術職員・保健師 募集  ３ 
総合健診                 ４ 
結核検診                 ５ 
８月の当番病院 
夏の粗大ゴミ収集             ６ 
お墓をきれいにしましょう         ７ 
北海道障害者職業能力開発校 入校生募集 
湧別町表彰条例に基づく表彰者推薦     ８ 

お盆のためゴミ収集日が変わります 
○上 住民税務課 住民生活 G ２－５８６３ 
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保育所再編に向けた説明会を開催します。皆さまのご参加をお待ちしています。 
 

【日程・場所】 

日程 場所 

８月４日（水） 午後７時～ 文化センターＴＯＭ 大ホール（中湧別中町） 

８月５日（木） 午後７時～ 文化センターさざ波 多目的ホール（栄町） 

【内  容】①公私連携幼保連携型認定こども園について 

②湧別保育所の保育所型認定こども園への変更について 

③関連する施策の内容について 

 

 

 

 

児童扶養手当とは、父母の離婚などで、父または母と生計を同じくしない子どもが育てられる家庭 

（ひとり親家庭）の生活安定と自立を促し、子どもの福祉増進を図ることを目的に支給される手当です。 
 

【対象児童】●１８歳までの児童（１８歳に達して最初の３月３１日までの児童） 

●心身に一定程度の障がいがある児童で、満２０歳に到達する前の児童 

【受給資格】下記のいずれかにあてはまる、対象児童を監督保護している父または母等 

●父母が離婚した児童 

●父または母が死亡した児童 

●父または母が重度の障がいの状態にある児童 

●母が未婚のまま出産した児童 など 

【支 給 額】１人目  ：月額４３,１６０円 

      ２人目  ：月額１０,１９０円を加算 

      ３人目以降：１人につき月額６,１１０円を加算 

※対象者と同居扶養義務者の所得額によっては、支給額が減額される場合があります。 

※手当額および加算額は物価の上下に応じて支給額が変わります。 

【受給方法】北海道より、年６回（奇数月）口座に振り込まれます。 
 

◆すでに受給している方 

下記の書類を毎年提出しなければなりません。提出しないと受給資格がなくなってしまいます。 

８月３１日（火）までに忘れずに提出してください。 

●現況届 

  ８月１日現在の状況を記載してください。引き続き受給資格があるか確認します。 

●一部支給停止適用除外事由届 

 該当者のみ提出が必要です。手当を一定期間（５年または７年）受給した方は受給額が半額 

になりますが、就業や求職活動をしている方は、届け出をすることで今までどおりの額を受 

給することができます。 
 

◆新たに受給を希望する方 

 ○湧 健康こども課、○上 住民税務課、中湧別出張所のいずれかに、児童扶養手当認定請求書など 

を提出する必要があります。詳しくは、○湧 健康こども課へお問い合わせください。 

「児童扶養手当」制度のお知らせ 
 ○湧 健康こども課 児童支援 G ５－３７６５ 

保育所再編に関する説明会を開催します 
 ○湧 健康こども課 児童支援 G ５－３７６５ 

令和３年７月２６日発行 No.284 
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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、専修学校および高

等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、専修学校および高等学校において、

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、８月３１日（火）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、９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７月２６日発行 No.284 
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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 

９月２日（木） 

  ３日（金） 

  ４日（土） 

  ５日（日） 

文化センターTOM 

①午前６時 
 

②  ７時 
 

③  ８時 
 

④  ９時 
９月６日（月） 

  ７日（火） 
上湧別コミュニティセンター 

※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。ご希望の

日程に添えない場合があることをあらかじめご了承ください。 

 

【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 
 

※社会保険被扶養者の方でも、保険証と事業所発行の

受診券があれば受診できます 

1,500 円 800 円 

 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 

腹部超音波検査 30 歳以上の方 1,000 円 500 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 

肝炎ウイルス検診 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。 

 

【健診実施機関】北海道労働保健管理協会 

 

【申 込 方 法】８月１９日（木）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２６日発行 No.284 
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結核検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 

９月３日（金） 文化センターTOM 午前１０時～１０時１５分 

【対 象 者】令和４年３月３１日までに、６５歳以上となる町民の方。 

ただし、すでに肺がん検診を受けた方、今後肺がん検診を受けられる方、職場や病 

院等で定期的に胸部のエックス線検査を行っている方は対象外です。 

【検査内容】問診、胸部エックス線検査 

【検査料金】無料 

【申込方法】８月１９日（木）までに、○湧 健康こども課（℡５－３７６５）へお申し込みくだ 

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。 

 

 

 

 

月  日 内科当番 外科当番 

８月 １日（日） 
瀧本皮膚科クリニック 

（0158-42-8048） 

遠軽厚生病院 

（0158-42-4101） 

８月 ８日（祝） 
みずしま内科クリニック 

（0158-42-3214） 

遠軽共立病院 

（0158-42-5215） 

 ８月 ９日（振休） 
遠軽厚生病院 

（0158-42-4101） 

８月１５日（日） 
遠軽厚生病院 

（0158-42-4101） 

８月２２日（日） 
はやかわクリニック 

（0158-49-2525） 

遠軽共立病院 

（0158-42-5215） 

８月２９日（日） 
瀧本皮膚科クリニック 

（0158-42-8048） 

曽我病院 

（2-2001） 

 

                                

 

 

        

８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 

結核検診を実施します 
○湧 健康こども課 健康相談Ｇ ５－３７６５ 

令和３年７月２６日発行 No.284 
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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。 

●事業所から排出される産業廃棄物 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 

８月 ５日（木） 旭・5 の 3・5 の 2・東町・北町・中町・南町 

８月 ６日（金） 5 の 1・屯市・南兵村・開盛・富美 

８月１９日（木） 港町・曙町・緑町・栄町・錦町 

８月２０日（金） 芭露・上芭露・東芭露・西芭露・志撫子・計呂地 

８月２１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 

夏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】 

令和３年７月２６日発行 No.284 
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お盆の時期が近づいてきましたので、湧別地区内墓地の清掃を次の日程により行います。 

先祖や親族の眠る墓地の環境美化にご協力をお願いいたします。 
 

【清掃日程】 

墓地名 日 時  墓地名 日 時 

湧別墓地 ８月８日（日）午前９時～ 上芭露墓地 ８月７日（土）午前５時～ 

信部内墓地 ８月６日（金）午前９時～ 東芭露墓地 ８月１日（日）午前９時～ 

登栄床墓地 ８月７日（土）午前９時～ 西芭露墓地 ８月７日（土）午前８時～ 

芭露墓地 ８月８日（日）各自で随時清掃 志撫子墓地 ８月１日（日）午後１時～ 

※上湧別地区の墓地は清掃日を設けていませんが、各自で清掃し、お墓をきれいにしてお盆を迎 

えましょう。なお、自治会の都合で日程が変更される場合がありますので、ご了承ください。 
 

【清掃方法】●鎌または鍬等で敷地内の草を刈り取ってください。また、通路など敷地外であっ 

       ても、協力して草刈りをしてください。 

●湧別墓地は、刈り取った草は西側の土手に捨ててください。なお、湧別斎場の裏 

に一輪車がありますので、ご利用ください。 

      ●使用許可を受け、現在使用していない区画も必ず草刈りをしてください。 

●お供え物、ゴミ（包装フィルム、空き缶、ポリ袋など）は必ずお持ち帰りくださ 

い。墓地にゴミ捨て場所はありません。 

●当日都合が悪い方は、お盆前までに清掃を済ませてください。 

 

 

 

 

 

北海道障害者職業能力開発校において、令和３年度建築デザイン科１０月生を募集します。希

望される方は、次のとおりお申し込みください。なお、応募方法等は、問い合わせ先までご確認

ください。 
 

【対 象 者】障がいををお持ちで求職されている方 

【募集定員】１０人 

【訓練期間】１０月１日（金）～令和４年３月１６日（水） 

【願書受付期間】８月２０日（金）まで 

【選 考 日】９月１０日（金） 

【選考場所】北海道障害者職業能力開発校（砂川市焼山６０番地） 

【選考方法】学力試験（国語、数学）、面接 

【合格発表】９月１３日（月） 

【問い合わせ先】●北海道障害者職業能力開発校 ℡０１２５－５２－２７７４ 

●ハローワーク遠軽      ℡０１５８－４２－２７７９ 

お墓をきれいにしましょう 
○上 住民税務課 住民生活Ｇ ２－５８６３ 

北海道障害者職業能力開発校 建築デザイン科１０月生を募集します 
○湧 福祉課 福祉Ｇ ５－３７６１ 

令和３年７月２６日発行 No.284 
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町の自治振興促進のため、町の発展のために功績のあった個人および団体の表彰式を、１１月

３日の「文化の日」に開催します。表彰候補者としてふさわしい方がいらっしゃいましたら推薦

をお願いいたします。 

 

【表彰区分】①特別功労表彰 

●功労表彰を受けた方で、その後、特に著しい功績があると認められる方 

●町勢の振興発展に尽くし、町の名誉を著しく高め、町民が郷土の誇りとして尊 

敬に値する功績があった方 
 

②功労表彰 

●自治功労（町行政または自治振興発展に功績のあった方または団体） 

●消防功労（消防団員として功績のあった方または団体） 

●教育文化功労（教育・科学・芸術文化・体育の振興発展に功績のあった方また 

は団体） 

●社会功労（社会福祉の増進に功績のあった方または団体） 

●健民功労（保健衛生の増進に功績のあった方または団体） 

●産業経済功労（産業経済の振興発展に功績のあった方または団体） 

●災害救助功労（水害・火災その他災害で人命救助または財産等の保護に功績の 

あった方または団体） 

 

③善行表彰 

●人命財産の救助保護に著しい業績のあった方または団体 

●町民の模範となる善行のあった方または団体 

 

④奨励表彰 

●交通安全の指導または防火思想の普及に著しい成果を収めた方または団体 

●文化またはスポーツ活動の分野で抜群の研究と成果を収めた方または団体 

●社会奉仕または社会環境の改善に著しい成果を収めた方または団体 

●有益な発明、発見、考察または諸改良に著しい成果を収めた方または団体 

 

【推薦方法】町指定の内申書（○上 総務課および○湧 福祉課に備えてあります）を、８月１３日 

（金）までに○上 総務課へ提出してください。 

なお、自薦・他薦は問いませんが、他薦の場合は本人の了解を得てください。 

  

湧別町表彰条例に基づく表彰者の推薦をお願いします 

○上 総務課 総務 G ２－２１１２ 

令和３年７月２６日発行 No.284 
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 全国的に空き家の増加が社会問題になっており、町内でも使用されていない住宅、店舗、倉庫

などが２００件以上あります。 

そこで、空家等対策計画の変更・作成・実施や危険な空き家の認定などについて協議を行う、

湧別町空家等対策協議会の委員を募集します。 
 

【応募資格】次の要件をすべて満たす方とします。 

       ①町内に引き続き１年以上居住している方で、満１８歳以上の方 

       ※高校生、議会議員、常勤の公務員は不可 

      ②公募委員に選任される日において、２件以上の公募による審議会等の委員に選任 

されていない方 

③任期中に委員の職務を遂行できる方 

【任  期】令和３年１０月～令和６年９月 ※年３回程度の会議を予定しています。 

【報 酬 等】報酬（４時間以内の会議なら３,２００円）と交通費を支給します。 

【募集人数】２人（定員に満たない場合でも選考を行ないます） 

【募集期間】８月１日（日）～８月３１日（火） ※当日消印有効 

【応募方法】応募申込書に必要事項を記入のうえ、期限までに持参、郵送、ファクス、メールの 

いずれかで提出してください。応募申込書は、○上 企画財政課、○湧 福祉課、中湧別 

出張所、芭露出張所に備えてあります。 

【提 出 先】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 

Ｆ Ａ Ｘ：２－２５１１ 

メ ー ル：kikaku@town.yubetsu.lg.jp 

直接持参：○上 企画財政課 

【そ の 他】委員に委嘱された方の氏名等は、広報や町ホームページで公表します。 

 

 

 

 

 

文化センターさざ波で「樺太 絵ハガキに見る樺太の記憶～知られざる北の国境～」を開催し

ています。 

かつて日本の領土であった「樺太」。終戦時には４０万人が住んでいたといわれています。町内 

にも関わりのある方が多くいらっしゃると思います。絵ハガキを通じて当時の樺太をご覧ください。 

なお、これはオホーツク管内博物館連絡協議会・宗谷管内学芸職員連絡協議会の連携協力事業

として開催しています。 
 

【展示内容】稚内市立図書館所蔵のデータで、樺太の漁業、林業、製紙工場、都市の様子を、 

絵ハガキで１８のテーマ別に１５０枚ほど展示しています。 

【期  間】８月２０日（金）まで 

【場  所】文化センターさざ波 町民ギャラリー（栄町） 

空家等対策協議会委員を募集します 
○上 企画財政課 未来づくりＧ ２－５８６２ 

樺太の絵ハガキ展を開催しています 
ふるさと館ＪＲY・郷土館 ２－３０００ 

令和３年７月２６日発行 No.284 
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町では、「ふるさと納税（ふるさと応援寄附）」の推進および地場産業の活性化と知名度向上の

ため、寄附をいただいた方に対しお礼の品をお送りするサービスを行っています。令和２年度に

は、総数７,３００品以上の商品を全国各地の寄附者にお届けしています。 

今年度もさらなる事業推進のため、「認定事業者」として商品を提供していただける事業者の

皆さんを募集していますので、この機会にぜひご検討ください。 

 

【応募要件】●町内に本社・本店、支社・支店、事業所および工場がある、企業または個人事業 

者であること。 

●適正に生産・製造・販売を行っており、町税等の滞納がないこと。 

 

【返 礼 品】下記の①～⑥をすべて満たしている商品・サービス等とします。 

①まちの魅力を発信し、地域産業の振興につながる要素をもつ商品・サービス等。 

②「町内で生産、製造、加工のいずれかが行われているもの」、「町内産の原材料を 

使用しているもの」、「サービスが町内で提供されているもの」のいずれかに該当 

していること。 

③安定的な供給が見込めるもの。 

※期間・数量限定で供給可能なものは例外として認めます。 

④利用券等サービスの場合は、原則として有効期限が発行から１年間以上あるもの。 

⑤商品情報の開示が可能であるもの。 

⑥換金性・資産性の高い商品やサービスでないもの。 

 

【返礼品の発送】返礼品は、町が運送会社へ集荷を依頼します。配送料は町が負担します。 

事業者の方は、注文に応じて商品を用意するだけで結構です。 

 

【商品代金】商品発送後に業務委託業者よりお支払いします。 

 

【申込方法】○上 企画財政課に備えてある（希望により送付します。）申込書を記入し、○上 企画 

財政課へ持参または郵送で提出してください。審査のうえ決定します。 

なお、申し込みは随時受け付けていますが、申し込みからポータルサイト等への商 

品掲載までに１～２カ月程度時間を要します。 

 

 

 

 

 

  

ふるさと納税の「返礼品」提供事業者を募集します 

○上 企画財政課 未来づくりＧ ２－５８６２ 

令和３年７月２６日発行 No.284 
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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。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 

８月 ７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） 

●ヨガ ２１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 

８月 ３日（火） 午後２時～ ４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。 

 

※運動指導の予約・受付は不要です 

 １１日（水） 
午前９時～１１時 

１３日（金） 

１７日（火） 
午後２時～ ４時 

１９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 

  

８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 

令和３年７月２６日発行 No.284 
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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 

８月 ４日（水） 
紋別市民会館（紋別市潮見町１丁目） 

午後 １時～  ５時 

８月 ５日（木） 午前 ９時～午後２時３０分 

９月１６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 

１０月２０日（水） 
紋別市民会館（紋別市潮見町１丁目） 

午後 １時～  ５時 

１０月２１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。 

 

 

 

 

 

日本遺族会では、「戦没者遺児による慰霊友好親善事業」の参加者を募集しています。 

同事業は、厚生労働省から補助を受け実施しており、父等の戦没した旧戦域を訪れ、慰霊追悼

を行うとともに、同地域の住民と友好親善を図ることを目的としています。 

 なお、令和２年度参加者以外の方は複数回目の応募をすることができます。ただし、参加希望

者が募集人員を上回る場合、日本遺族会本部での選考となります。 

 

【対 象 者】先の大戦で父等を亡くした戦没者の遺児 

      ※付添希望者は要相談となります。参加者の高齢化を考慮して看護師が同行します。 

【費 用】参加費として１０万円です。ただし、集合場所までの往復交通費・帰国時宿泊代・ 

渡航手続手数料等は含まれていません。 

【申 込 先】北海道連合遺族会 ℡０１６６－５１―１０４０ 

【問い合わせ先】日程等の詳細は、日本遺族会事務局（℡０３－３２６１－５５２１）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 

戦没者遺児による慰霊友好親善事業への参加者を募集しています 
○湧 福祉課 福祉Ｇ ５－３７６１ 

令和３年７月２６日発行 No.284 
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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。 

 

※日曜日・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、直接またはファクスにてお申し込 

みください。湧別子育て支援センターでいつでも受け付けています。 

月 火 水 木 金 土 

２ ３ ４ ５ ６ ７ 

★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 

９ １０ １１ １２ １３ １４ 

閉館 

★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 

１６ １７ １８ １９ ２０ ２１ 

●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 

●出張育児学級 

 芭露保育所  

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 

２３ ２４ ２５ ２６ ２７ ２８ 

★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 

●リラクゼーション講座 

 湧別子育て支援ｾﾝﾀｰ 

午前 10 時 00 分 

  ～11 時 30 分 

※申し込み必要 

 

●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 

３０ ３１     

★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 

●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。 

子育て支援センター８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 

令和３年７月２６日発行 No.284 



- 14 - 

 

 

 

町内小・中・高校および遠軽高等学校が夏休みのため、次の便を運休します。 

路線名 便数 始発時間 運休日 

富美線 

（スクール便） 
第１便 

上湧別中学校発：午後３時４０分 
７月２３日～８月１５日 

上富美発   ：午後４時２０分 

旭・川西線 

（スクール便） 
第１便 

上湧別中学校発：午後３時４０分 
７月２７日～８月１５日 

旭発     ：午後３時５８分 

三里浜線 

（スクール便） 

第 1 便 

（増車分） 
竜宮台発   ：午前７時３０分 ７月２８日～８月１８日 

第２便 
湧別発    ：午後２時４０分 

７月２８日～８月１６日 
竜宮台発   ：午後３時１０分 

計呂地・中湧別線 

（スクール便） 
第１便 

芭露発    ：午後３時３５分 
７月２２日～８月１５日 

１９号線発  ：午後４時１２分 

川西・信部内線 

（スクール便） 
全便 ７月２８日～８月１６日 

東・福島線 

（スクール便） 
全便 ７月２８日～８月１６日 

西芭露線 

（スクール便） 
全便 ７月２２日～８月１５日 

 
 

 

 

 

９月２３日（祝）に開催を予定していました「第４０回湧別町産業まつり」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、来場者の皆さまや出演者・関 

係者の皆さまの健康・安全面を考慮したためですので、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】産業まつり実行委員会（事務局：○上 商工観光課）  ℡２－５８６６ 

 
 

 

 

 

相互交流事業（ニュージーランド派遣）は、新型コロナウイルス感染症の影響により、本年度

は中止することとしました。 

 参加を検討されていた皆さまには誠に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。 

町営バス（スクール便）を運休します 
○上 住民税務課 住民生活Ｇ ２－５８６３  教育委員会 教育総務課 学校教育Ｇ ５－３１４３ 

産業まつりを中止します 
○上 商工観光課 商工観光Ｇ ２－５８６６ 

 

相互交流事業（ニュージーランド派遣）を中止します 
教育委員会 教育総務課 教育管理Ｇ ５－３１４３ 
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