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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。 

 

 

 

 

芭露地区のお盆行事のため、芭露出張所の業務時間を短縮します。 

【業務時間】 

窓口 月 日 業務時間 

芭露出張所 ８月１６日（月） 午前９時～午後５時 → 午前９時～午後３時 

※上湧別庁舎、湧別庁舎、中湧別出張所は、通常どおり午前８時３０分から午後５時１５分まで

業務を行っています。 

 

なお、お急ぎの方は、上芭露郵便局、計呂地郵便局でも下記の発行手続きができますのでご利

用ください。 

●戸籍（除籍）謄本・抄本の発行   ●住民票、戸籍の附票の写しの発行 

 ●印鑑登録証明書の発行       ●納税証明書および所得証明書の発行 

  

 

バランス丼料理教室            ７ 

加工実習講習会 

子ども人権 110番 強化週間         ８ 

リラクゼーション講座 

高齢者福祉入所施設 空き状況        ９ 

２０歳の集い               10 

子育て世帯生活支援特別給付金 
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海外渡航時の渡航先での防疫措置などの緩和を目的として、希望者に「新型コロナウイルスワ

クチン接種証明書（ワクチンパスポート）（以下ワクチン接種証明書といいます）」を無料で交付

します。 

海外渡航のため証明書が必要な方は、次のとおり申請してください。 

 

【証明書について】●ワクチン接種証明書は、海外渡航用の証明書です。現段階では国内での利用は 

        想定されていないため、現に海外渡航の予定がある方のみを発行対象としてい 

ます。 

●国内で接種の事実を証明する場合は、予防接種が完了した際にお渡ししている 

新型コロナウイルスワクチン予防接種済証または新型コロナワクチン接種記録書  

で確認することができます。 

●詳しくは、厚生労働省ホームページ「海外渡航用の新型コロナワクチン接種証 

明書について」をご覧ください。 

ＵＲＬ：https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/vaccine_certificate.html 

 

 

 

  

  

新型コロナウイルスワクチン接種証明書を発行します 
○湧 健康こども課 健康相談Ｇ ５－３７６５ 

新型コロナウイルスワクチン予防接種済証 
(接種券を使ってワクチンを接種した方) 

新型コロナワクチン接種記録書 
(接種券を使わずにワクチンを接種した方) 

この部分が接種済証です 
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【防疫措置免除の国・地域】ワクチン接種証明書によって防疫措置などの緩和を受けられる国・地域は、外務 

省海外安全ホームページでご確認ください。なお、国・地域は随時追加される可 

能性があります。 

ＵＲＬ：https://www.anzen.mofa.go.jp/covid19/pdfhistory_world.html 

 

【交付対象者】下記のどちらにも該当する方 

●海外渡航の予定があり、証明書があることで渡航先での防疫措置などの緩和を 

受けられる方 

       ●本町が発行した接種券で接種を受けられた方（医療従事者等を除く） 

 

【申 請 方 法】下記の必要書類を○湧 健康こども課へ提出または郵送してください。 

       郵送先：〒０９９－６４０４ 湧別町栄町１１２番地 

           湧別町役場 健康こども課 

 

【受 取 方 法】ワクチン接種証明書の交付には接種事実の確認作業が必要なため、即日発行はで 

きません。次のいずれかの方法で受け取ることとなります。 

●○湧 健康こども課で受け取り：お渡しの準備ができましたら、電話でご連絡します。 

●郵送による受け取り    ：申請の際に返信用封筒を準備してください。 

 

【必 要 書 類】①本人が申請する場合 

       ●新型コロナウイルス感染症予防接種証明書交付申請書 

町ホームページ（https://www.town.yubetsu.lg.jp/administration/welfare/ 

news.html?news=393）および○湧 健康こども課、○上 住民税務課、中湧別出張所 

に備えています。 

●有効期限内の旅券（パスポート）の、旅券番号が記載されているページの写し 

        ※旧姓・別姓・別名（英字）の記載がある場合は、それらが確認できる書類の写し  

       ●旅券以外の、本人確認書類（返信先住所が記載されているもの）の写し 

       ●新型コロナウイルスワクチン予防接種済証の写しまたは新型コロナワクチン接 

種記録書の写し 

 

       ②代理人（同居の親族を含む）が申請する場合 

        ①の必要書類に加えて、 
 

       ●委任状 

●代理人の本人確認書類 

 

       ③郵送による交付を希望する場合 

        本人が申請する場合は①、代理人（同居の親族を含む）が申請する場合は①② 

の必要書類に加えて、 
 

       ●返信用封筒（長３型） 

        封筒には切手を貼り、返信先は本人確認書類と同じ住所を記載してください。 

ただし、代理人が申請する場合は、代理人の本人確認書類と同じ住所を記載し 

てください。 
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現在、新型コロナウイルスワクチン接種の予約は、年齢を区切って受け付けています。接種を

希望される方は、接種券（クーポン券）が届いてから、案内文に従ってＷｅｂまたは電話でご予

約ください。 

 

【ワクチン】本町で使用するワクチンは、ファイザー社製のみです。 
 

【接種日程】町ホームページでお知らせしています。右記のＱＲコードからアク 

セスするか、○湧 健康こども課（℡５－３７６５）へお問い合わせ 

ください。ただし、ワクチンの入荷状況や病院の診療状況により、 

日程等変更となる場合があります。 
 

【予約受付】６４歳以下の方 年齢を区切ってお知らせしており、年齢によって予約開始日が異 

なります。接種券（クーポン券）が届いてからご予約ください。 

６５歳以上の方 まだ接種をしていない方は、下記の方法で予約できます。 
 

【予約方法】郵送された接種券（クーポン券）をお手元にご用意のうえ、ご予約ください。 

Ｗｅｂで予約 https://vaccines.sciseed.jp/yubetsu 

右記のＱＲコードからでも予約サイトにアクセスできます。 
 

電話で予約 ℡０１２０－６０１－１３４ 

湧別町新型コロナワクチン接種受付窓口（コールセンター） 

受付時間：月～金曜日（祝日除く）の午前９時～午後５時 

 
 

 

 

 

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。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、１世帯１組までとします。 

なお、親機はファクシミリ機能を持つ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組の購入に要した費用（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以内（千円未満切捨て）で、最大１２,０００円とします。 

【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 

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 

新型コロナウイルスワクチン接種の予約方法 
○湧 健康こども課 健康相談Ｇ ５－３７６５ 

町ホームページ 

新型コロナワクチン 

接種予約サイト 

令和３年８月１０日発行 No.285 



- 5 - 

 

 

 

 本町では、「ストップ・ザ・交通事故～めざせ安全で安心な北海道」を年間スローガンに、町

内で交通事故が発生しないように警察や関係機関の方々にもご協力をいただき、町民一丸となっ

て交通安全運動の推進に取り組んでまいりました。 

しかし、残念ながら７月２０日に信部内（国道２３８号線）で普通乗用自動車とタンクローリ

ー車が正面衝突し、普通乗用自動車を運転していた２０代男性が亡くなるという大変痛ましい事

故が発生しました。 

これにより、本町における交通事故死ゼロ日数は、２１６日で途切れましたので、新たな目標

日数を「３００日」と定めました。 

これからの時期は、夏休みや帰省などもあり、子どもたちや若者の開放感から起こる事故や、

夏のレジャーによる疲労運転等から事故が懸念されます。交通事故犠牲者を出さないためにも、

町民一人ひとりが交通安全意識を強く持ち、交通事故死ゼロに向けて、今一度、町民皆さまのご

協力をお願いいたします。 

 

 

 

 

 

 ８月１８日（水）に開催を予定していました「令和３年度湧別町戦没者・機雷殉難者追悼式」

は、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止および参列者の安全面を考慮し、中止することと

しました。 

 ご参列を予定されていた方々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。 

 

 

 

 

 

１０月１０日（日）に開催を予定していました、湧別町少年柔道大会「上野カップ２０２１」

は、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため、中止することとしました。 

 ご理解とご協力をいただきますようお願いいたします。 
 

 

 

 

 

                                

       

交通死亡事故が発生しました 
○上 住民税務課 住民生活Ｇ ２－５８６３ 

少年柔道大会「上野カップ２０２１」を中止します 
教育委員会 社会教育課 社会教育Ｇ ５－３１３２ 

「新しい生活様式」を実践しましょう 

戦没者・機雷殉難者追悼式を中止します 
○湧 福祉課 福祉Ｇ ５－３７６１ 
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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 

すみれ団地 

（上湧別屯田市街地） 

世帯向 

単身向 
平成 27 年 59.62 ㎡ 2LDK 

17,700 円 

～  
40,800 円 

500 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 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 

青葉団地 

（栄町） 

若 年 

単身向 
平成 9 年 45.48 ㎡ 1LDK 

18,000 円 

～  
21,900 円 

500 円 
ユニットバス 

電気温水器 
1 戸 

芭露団地 

（芭露） 
世帯向 平成 27 年 78.75 ㎡ 3LDK 

23,400 円 

～  
53,900 円 

1,500 円 
ユニットバス 

灯油ボイラー 
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。 

      ●若年単身者向の住宅は、入居決定時に３５歳未満の方 

【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】８月２４日（火） 

【入居時期】９月中旬からの予定 

 

  

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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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。今月はそう

めんのほか、うどんやごはんにも合う丼を作ります。 

 

【日 時】８月３０日（月）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「炒めなすと肉みそうめん丼」 

【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】８月２５日（水）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】９月３日（金） 午後１時～５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】調理パン 

【持 ち 物】エプロン、バンダナ、持ち帰り用袋、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】８月２９日（日）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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全国の法務局・地方法務局では、子どもの人権についての専用相談電話「子どもの人権１１０

番」およびインターネット人権相談受付窓口「子どもの人権ＳＯＳ－ｅメール」を開設していま

す。相談は無料で、秘密は厳守します。いじめや家庭内の虐待など子どもの人権に関する悩みを

ご相談ください。 

また、８月２７日（金）～９月２日（木）は「全国一斉『子どもの人権１１０番』強化週間」

です。期間中は、平日の受付期間を延長するとともに、土・日曜日も相談に応じています。 

 

【連 絡 先】子どもの人権１１０番 ℡０１２０－００７－１１０（全国共通・無料） 
 

【受付時間】◆通 常 時（土日・年末年始を除く） 

平日：午前８時３０分～午後５時１５分 

◆強化期間（８月２７日～９月２日） 

平日：午前８時３０分～午後７時 

       土日：午前１０時  ～午後５時 

 

 

 

 

 

子育て支援センターでは「リラクゼーション講座」を開催します。 

腰痛や肩こりは痛い場所に原因があるとは限りません。セルフチェックを行い、体のバランス、 

原因はどこにあるかを探ります。タオルやテニスボールを使って筋肉をほぐしながら鍛えること

で、肩こり、腰痛を予防できます。おうちで簡単にできる運動ですので、ぜひご参加ください。 

 

【日  時】８月２５日（水） 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】教育委員会社会教育課 運動指導職員 原 茉畝 

【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】ヨガマットまたは大判バスタオル、フェイスタオル（運動に使います）、動きやす

い服装、飲み物、汗拭きタオル。 

託児希望の方は、着替え、オムツ、水分補給用飲料水などをお持ちください。 

【申込締切日】８月１８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  

  

「リラクゼーション講座」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 

「子どもの人権１１０番」強化週間です 
○上 住民税務課 住民生活Ｇ ２－５８６３ 
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７月２７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 16 23 39 

湧別オホーツク園 

リラの杜 ※３ 
２０人 0 5 2 7 

湖水の杜 ※３ 芭露 4-5525 ２０人 0 1 2 3 

湧愛園 
上湧別 

屯田市街地 
2-3151 

４０人 0 13 19 32 

湧愛園ちゅーりっぷ 

の里 ※３ 
２０人 0 4 8 12 

グループホーム 

※２ 
上湧別館 ※３ 中湧別北町 4-2070 １８人 0 6 12 18 

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 3 0 3 

リビングケア･ 

オリーブ 
中湧別中町 4-1760 

１人用 

１３室 
0 ０ 3 3 

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 10 19 

夫婦用 

３室 
0 1 3 4 

※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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 ５月２日（日）から延期していた令和３年成人式を「２０歳の集い」に名称を改め、新型コロ

ナウイルス感染症防止対策を講じたうえで、下記のとおり開催します。 

※新型コロナウイルス感染症の感染状況によっては、再度延期または中止する場合があります。 

 

【日  程】９月１９日（日）午後０時３０分受付開始 

【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～平成１３年４月１日に生まれた方（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。 

●学生など、住民票を町外に移している方で参加を希望される方は、８月２３日（月）  

までに教育委員会社会教育課へ電話でお申し込みください。 

      ●同行される方は、保護者の方または近親者の方１人のみとします。 

【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ため、 

実施しません。 

【そ の 他】新型コロナウイルス感染症対策へご協力いただきますようお願いいたします。 

      ●２週間前（９月５日（日）～）からの検温をお願いします。 

      ●発熱、息苦しさ、けん怠感、せき、咽頭痛などの症状がある方、過去１４日以内 

       に政府から入国制限、入国後の観察期間を必要とされている国・地域等へ渡航お 

よびこれらの地域の在住者との濃厚接触がある方は、出席をお控えください。 

      ●参加者（２０歳の方）には申し込み後に抗原検査キットを送付します。当日は必 

ず検査を実施のうえお越しください。また、検査結果が陽性の場合は、出席を控 

え医療機関を受診してください。 

 

 

 

 

 新型コロナウイルス感染症の影響が長期化する中で、低所得の子育て世帯に対し、「子育て世

帯生活支援特別給付金」を支給します。 

※住民税が非課税の方には、すでにご案内を郵送しています。 

 

【対象児童】●平成１５年４月２日～令和４年２月２８日に生まれた児童・乳幼児 

●平成１３年４月２日～令和４年２月２８日に生まれた特別児童扶養手当対象児童 

【支給対象者】下記の条件すべてに該当する方。 

●対象児童を養育する父母等 

●令和３年度の住民税は課税されているが、新型コロナウイルス感染症の影響を受 

けて家計収入が急変し、令和３年１月～令和４年２月のうち任意の１カ月の収入 

を１２倍した収入が、住民税非課税相当の収入となった方 

【支 給 額】支給対象児童１人につき５万円 

【申請方法】給与明細書など収入が分かる書類が必要です。詳しくは○湧 健康こども課へお問い 

合わせください。 

【受付期間】８月２０日（金）～令和４年２月２８日（月） 

子育て世帯生活支援特別給付金 
○湧 健康こども課 児童支援Ｇ ５－３７６５ 

令和３年「２０歳の集い」を開催します 
教育委員会 社会教育課 社会教育Ｇ ５－３１３２ 
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