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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。 

 

 

 

 

かみゆうべつチューリップ公園では、１０月上旬からチューリップ球根の植え付け作業が一斉

に始まります。球根の植え付けは、花の彩りや開花時期などを考えながら、約７ヘクタールの畑

に球根を品種ごとに１球１球手作業で行っています。 

本町の大切な観光資源・チューリップ公園を町民の皆さんと一緒に作り上げていくため、「球根 

植え付け会」を実施します。ご家族やお友達をお誘いのうえ、多数のご参加をお待ちしています。 

 

【日  時】１０月１６日（土）午後１時～３時 

※畑の状況や天候、新型コロナウイルス感染症のまん延により、延期または中止す 

る場合があります。延期の場合は１０月２３日（土）同時間に実施します。 

【会  場】かみゆうべつチューリップ公園 南側の球根乾燥貯蔵施設 

【持 ち 物】●農作業ができる服装（長靴、ゴム手袋、帽子など） 

●マスク 

●チューリップカード（お持ちの方のみ。１００ポイントもらえます。） 

【申込方法】１０月８日（金）までに湧別町観光協会（℡８－７６１１）へお申し込みください。 

 

 

チューリップ球根植え付け会を開催します 

○上 商工観光課 商工観光Ｇ ２－５８６６ 
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【投票日・投票時間】 １０ 月 ２４ 日 （日） 午前 ７ 時～午後 ６ 時 
 

【投票できる方】 

住所要件 
令和 3 年 7 月 18 日までに本町に転入届け出をされた方で、 

住民基本台帳に記録され、引き続き本町に居住されている方 

年齢要件 
平成 15 年 10 月 25 日までに生まれた方 

（上記住所要件の満たす方） 

※令和３年７月１９日以降に湧別町に転入届け出をされた方や、投票もし 

 くは期日前投票をする前に転出異動された方は、選挙権を有しません。 
 

【投 票 所】 

 １０月１２日（火）以降に町内転居届け出をされた方は、転居前の投票所で投票できます。 

投票区 投票所の場所 投票区の区域 

第 １ 投票区 文化センターさざ波 多目的ホール 港町、曙町、緑町、栄町、東 

第 ２ 投票区 登栄床地区防災センター 登栄床 

第 ３ 投票区 錦研修センター 錦町 

第 ４ 投票区 川西地区公民館 川西 

第 ５ 投票区 信部内地区会館 信部内、緑蔭 

第 ６ 投票区 東研修センター 東、福島 

第 ７ 投票区 芭露地区会館 芭露 

第 ８ 投票区 上芭露地区公民館 上芭露、東芭露、西芭露 

第 ９ 投票区 計呂地地区活性化センター 志撫子、計呂地 

第１０投票区 ５の３公民館 北兵村三区、旭 

第１１投票区 文化センターＴＯＭ 研修室 中湧別北町、中湧別中町、中湧別東町 

第１２投票区 社会福祉会館 視聴覚室 中湧別南町、北兵村一区 

第１３投票区 上湧別コミュニティセンター １階第１会議室 
上湧別屯田市街地、南兵村三区、 

南兵村二区、南兵村一区、札富美 

第１４投票区 開盛住民センター 開盛 

第１５投票区 富美地区住民センター 富美、上富美 
 

 

 

 

【日  時】１０月２４日（日）午後７時３０分開始 

【場  所】文化センターＴＯＭ 大ホール 

  

湧別町長選挙・湧別町議会議員選挙が行われます 
○上 選挙管理委員会 ２－２１１２ 

 

 

投票日・投票時間・投票所 

 

選挙権年齢は 

“１８歳以上”です 

 

 

開票 （選挙会） の日時・場所 
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湧別町長選挙および湧別町議会議員選挙の期日前投票・不在者投票・特例郵便等投票ができる

期間は、１０月２０日（水）～２３日（土）の４日間です。 
 

期日前投票 

投票日当日に投票所へ行くことができない方が、投票日前に投票できる制度です。 

対象者 
投票日当日（10 月 24 日）に、仕事や旅行、レジャー、冠婚葬祭等の用務があると見込

まれ投票所へ行くことができない方 

投票期間 10 月 20 日（水）～23 日（土）の午前 8 時 30 分～午後 8 時 

投票場所 
●上湧別コミュニティセンター １階第 2 会議室（上湧別屯田市街地） 

●役場湧別庁舎 １階会議室（栄町） 

必要なもの 

●投票所入場券（投票所入場券が届く前に投票する方は不要です） 

 ※紛失した場合でも、本人であることを確認できれば投票できます。 

●宣誓書（投票所に備えてあります） 

 

不在者投票 

 出張・旅行等で町外に滞在している方や、指定を受けている病院・老人ホーム等に居られる方、 

重度の身体障がいがある方が、その市区町村や病院、自宅等で投票できる制度です。 

対象者 

①出張・旅行等で町外に滞在している方 

②不在者投票ができる施設として指定されている病院・老人ホーム等に居られる方 

 町内では、湧別オホーツク園、曽我病院、ケアハウス来夢、湧愛園が指定されています  

③身体に障がいがあり、身体障害者手帳、戦傷病者手帳または介護保険の被保険者証を 

お持ちになっている方のうち、その障がいの程度が重度で要件に該当する方 

投票用紙の 

請求方法 

①②の方は、10 月 18 日（月）までに、病院（施設）長または湧別町選挙管理委員会へ

投票用紙等を請求してください。特に、町外の病院等で不在者投票をされる方などは、

郵送にかかる日数を考慮してお早めにご請求ください。 
 

③の方は、10 月 18 日（月）までに、「郵便等投票証明書」の交付を受けなければなりま

せんので、湧別町選挙管理委員会までお問い合わせください。 

 

特例郵便等投票 

新型コロナウイルス感染症により外出自粛要請または隔離・停留措置を受けている方が、自宅

や宿泊施設から投票できる制度です。 

対象者 
新型コロナウイルス感染症により外出自粛要請または隔離・停留措置を受けている期間

が、10 月 20 日（水）～24 日（日）にかかる方 ※濃厚接触者の方は対象外です 

投票用紙の 

請求方法 

10 月 18 日（月）までに、湧別町選挙管理委員会へ投票用紙等を請求してください。郵

送にかかる日数を考慮して、お早めにご請求ください。その際に、保健所等から交付され

た外出自粛要請等の書類が必要となります。 

 

 

 

 新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため、マスクの着用、手指の消毒をお願いします。

また、持参した筆記用具（黒の鉛筆）も使用可能とします。 

 

 

期日前投票 ・ 不在者投票・特例郵便等投票 

 

 

新型コロナウイルス感染症対策 
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チャレンジデーとは、日常的に運動・スポーツを楽しむきっかけづくりを目的に、毎年５月の

最終水曜日に全国一斉に実施される住民総参加型のスポーツイベントです。人口規模がほぼ同じ

自治体同士で、午前０時から午後９時までの間に１５分以上継続して運動・スポーツで体を動か

した住民の「参加率」を競い合います。 

チャレンジデー２０２１は、新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響により１０月２７日

（水）に実施することになりました。日ごろから運動している方も、この機会にチャレンジしよ 

うと思う方も、少しだけ、運動を意識してみませんか？ 

ゆうべつチャレンジデー実行委員会では、次のとおり各種イベントを開催しますので、皆さま

のご参加、お待ちしています。 

なお、各プログラムに参加された方には、参加賞を贈呈します（Web 配信を除く）。 

 

【対戦相手】 

 

 

 

 

 

 

 

 

今年の本町の目標参加率は、６０％です。 

全国では７０の自治体が参加します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１０月２７日（水）はチャレンジデー２０２１が開催されます 
○上 企画財政課 未来づくりＧ（ゆうべつチャレンジデー実行委員会事務局） ２－５８６２ 

育児学級運動会 

ハイハイ、かけっこ、親子での競技を通して、 

親子のふれあいを深めます。 

 

時間 ぴよぴよクラス：午前１０時～１０時４０分 

（令和２年４月２日以降生まれ） 

   げんきクラス ：午前１１時～１１時４０分 

（ぴよぴよクラス以外のお子さん） 

会場 湧別児童センター 体育館 

対象 育児学級に登録している親子 

定員 各クラス１０組２０人 

料金 無料 

申込 １０月２０日（水）までに○湧 健康こども 

課または湧別子育て支援センターへお申 

し込みください。 

問合 ○湧 健康こども課 ℡５－３７６５ 

   湧別子育て支援センター ℡５－２４３２ 

健康ヨガ体操教室 

若々しく健康を保つために美容や健康に良いエ 

クササイズとして人気があります。呼吸、姿勢、 

めい想を組み合わせて、心身の緊張をほぐし、 

心の安定とやすらぎを得ましょう。 

 

時間 ①午前１０時～１１時 

②午後１時３０分～２時３０分 

会場 ①湧別総合体育館 アリーナ 

   ②中湧別総合体育館 アリーナ 

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 どなたでも参加できます。 

定員 各回１０人 

料金 無料 

申込 １０月１５日（金）までに○湧 健康こども 

課へお申し込みください。 

問合 ○湧 健康こども課 ℡５－３７６５ 

大筋クラブ 

保健師が「いきいき百歳体操」と題して、高齢 

者向けの介護予防運動プログラムを指導します。 

 

時間 ①午前９時３０分～１０時３０分 

   ②午後１時３０分～２時３０分 

会場 ①文化センターさざ波 大ホール 

②社会福祉会館 講堂 

対象 会員の方 

料金 無料 

申込 事前に会員登録をお願いします。○湧 福 

祉課にていつでも受け付けています。 

問合 ○湧 福祉課 ℡５－３７６１ 

湧別町 

人口：８,４６７人 

実施：２回目 

岩手県 軽米町
かるまいまち

 

人口：８,７７０人 

実施：１６回目 

鹿児島県 和泊
わどまり

町
ちょう

 

人口：６,４２７人 

実施：１８回目 

ｖｓ. 

令和３年９月２４日発行 No.288 



- 5 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【参加報告】１５分以上運動された方は、下記のいずれかの方法で参加報告をお願いいたします。 

●個人や家族、職場、学校、団体・サークル活動で運動した場合 

       ①無料通話アプリ「LINE」から、「ＳＳＦチャレンジデー（LINE ID： 

@ssf-cd)」を友だち追加し、画面に従って参加報告。 

       ②パソコンまたはスマートフォンから町ホームページにアクセスし、 

参加申し込み専用フォームから参加報告。 

      ●上記イベントに参加した場合 

       各会場の受付で住所・氏名を記入。 

【公式サイト】チャレンジデー公式ホームページ https://www.ssf.or.jp/dotank/challengeday/2021/index.html 

  

Web 配信 My ながら運動 

普段の生活のワンシーンで、「〇〇しながら」、 

ムリなく楽しく、肩こり解消などにアプローチ 

できる簡単な運動を配信します。 

※全国共通イベントです。 

 

時間 午前１０時、午後１時、４時、７時から 

３０分程度配信 

対象 どなたでも参加できます。 

料金 無料 

申込 不要です。各配信時間に右の 

二次元バーコードから動画を 

ご視聴ください。 

問合 ○上 企画財政課 ℡２－５８６２ 

ちょいトレ教室 

ストレッチや軽運動、エクササイズ、トレーニ 

ング機器を使った運動指導を行います。 

 

時間 ①午後１時３０分～２時 

内容  正しいウォーキングをマスターしよう！ 

   ②午後２時３０分～３時 

    ほぐす＋ピラティス 本来の体の動き 

を取り戻し、ボディを美しく整えよう！ 

   ③午後３時３０分～４時 

    ストレッチポールで姿勢改善して体を 

楽に保ちましょう！ 

   ※開始１５分前までに集合してください。 

会場 湧別総合体育館 アリーナ 

講師 運動指導職員 原 茉畝 

対象 高校生以上の方 

定員 各回１０人 

料金 無料 

申込 １０月１５日（金）までに教育委員会社 

会教育課へお申し込みください。 

問合 教育委員会社会教育課 ℡５－３１３２ 

Web 配信 BB(ビービー)ヨガ 

スポーツ施設無料開放 

１０月２７日（水）に限り、町内スポーツ施設 

を無料で開放します。ぜひご利用ください。 

※予約がある場合は、予約が優先となります。 

 

場所 総合体育館、プール、パークゴルフ場など 

問合 各スポーツ施設へお問い合わせください。 

LINE 

町ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ 

  ・ 

初めてでも、体が硬くても、心配無用！働き世 

代のお疲れの体と心をゆるめて、継続的なセル 

フケアのコツを、ヨガ講師がレクチャーします。 

※全国共通イベントです。 

 

時間 正午、午後３時、６時から４５分程度配信 

対象 どなたでも参加できます。 

料金 無料 

申込 不要です。各配信時間に右の 

二次元バーコードから動画を 

ご視聴ください。 

問合 ○上 企画財政課 ℡２－５８６２ 
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地震・津波や武力攻撃などの発生時に備え、町では情報伝達の一環として、登録制メール配信

サービス「サポートメール＠防災ゆうべつ」のほか、緊急の災害情報などを放送するために町内

に設置している「防災スピーカー」で、次の日時で試験放送を実施します。お間違えのないよう

ご注意ください。 

この情報伝達訓練は、総務省全国瞬時警報システム（Ｊアラート）を利用した全国一斉訓練の

ため、湧別町以外の地域でもさまざまな手段を用いて訓練が行われます。訓練当日は、町外にい

る方もご留意ください。 

なお、訓練当日の災害発生等により試験を中止する場合があります。 

 

【訓練日時】１０月６日（水） 午前１１時頃 

【伝達手段】●防災メール「サポートメール＠防災ゆうべつ」 

      ●防災スピーカー 

【伝達内容】 

防災メール 「これは、Ｊアラートのテストです」 

防災スピーカー 

町内３３カ所に設置してある防災スピーカーから、一斉に、次のように放送されます。 

上りチャイム音 

↓ 

「これは、Ｊアラートのテストです」 

（３回繰り返します） 

↓ 

「これで試験放送を終わります」 

↓ 

下りチャイム音 
 

※Ｊアラートとは、地震・津波や武力攻撃などの緊急情報を、国から人工衛星などを通じて 

瞬時に市町村等へ伝達するシステムです。 

 

 

 

 

 

月 日 内科当番 外科当番 

１０月 ３日（日） 
瀧本皮膚科クリニック 

（0158-42-8048） 

遠軽厚生病院 

（0158-42-4101） 

１０月１０日（日） 
はやかわクリニック 

（0158-49-2525） 

曽我病院 

（2-2001） 

１０月１７日（日） 
みずしま内科クリニック 

（0158-42-3214） 

遠軽共立病院 

（0158-42-5215） 

１０月２４日（日） 
遠軽厚生病院 

（0158-42-4101） 

１０月３１日（日） 
遠軽厚生病院 

（0158-42-4101） 

１０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 

１０月６日（水）にＪアラート全国一斉情報伝達訓練を実施します 
○上 総務課 情報防災Ｇ ２－２１１２ 

令和３年９月２４日発行 No.288 



- 7 - 

 

 

 

【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 

錦町団地 

（錦町） 
単身向 平成 9 年 49.9 ㎡ 1LDK 

12,500 円 

～  
28,800 円 

なし 

ユニットバス 

電気温水器 

蓄熱暖房機 

１戸 

あやめ団地 

（特公賃） 

（栄町） 

世帯向 平成 12 年 63.91 ㎡ 2LDK 
36,000 円 

～  
39,400 円 

100 円 
ユニットバス 

灯油ボイラー 
１戸 

上湧別団地 

（上湧別屯田市街地） 
世帯向 平成 10 年 

61.5 ㎡ 2DK 
15,600 円 

～  
38,100 円 

1,000 円 
ユニットバス 

電気温水器 

１戸 

65.2 ㎡ 2LDK 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】１０月８日（金） 

【入居時期】１０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 

令和３年９月２４日発行 No.288 



- 8 - 

 

 

 町では、民間事業者がもっている創意工夫を生かし利用者の多様なニーズに対応した効率的な

管理運営と質の高いサービスを提供するため指定管理者制度を導入しています。 

令和４年度からの更新に伴い、次の施設の指定管理を行う候補者を募集します。 

 

【対象施設】下記の２施設を１つの指定単位（グループ）にして指定管理者を募集します。 

指定単位 施設数 対象施設名 

スポーツ施設 ２ 
●上湧別リバーサイドゴルフ場 

●五鹿山スキー場 
 

【指定管理期間】令和４年４月１日～令和１１年３月３１日（７年間） 
 

【業務内容】①施設の維持および管理 

②施設の利用許可等 

③利用料金等の徴収等 

④その他業務仕様書に定める業務 

※詳しくは募集要項および仕様書等をご覧ください。 
 

【申請資格】●法人その他の団体であること（個人の申請は不可） 

      ●本町、遠軽町、佐呂間町のいずれかに事業所を有する団体、または、指定管理者 

として指定以後本町に事業所を設置する見込みのある団体であること 

●次の①～⑤のいずれにも該当しないこと 

①破産者で復権を得ない団体 

②地方自治法施行令第１６７条の４第２項の規定に該当する団体 

③本町から指名停止措置を受けている団体 

④国税および地方税を滞納している団体 

⑤暴力団および暴力団員により組織される団体 
 

【申請の流れ】 

募集要項等の配布 

募集要項等は、○上 企画財政課または町ホームページ 

（https://www.town.yubetsu.lg.jp/administration/ 

town/news/detail.html?news=432）からダウンロ

ードできます。 

１０月 １日（金） 

～１５日（金） 

質問書の受け付け 
募集要項等に関する質問を受け付けます。 

詳しくは募集要項等をご覧ください。 

１０月 ４日（月） 

～１３日（水） 

募集要項等説明会 

上湧別コミュニティセンター２階大会議室にて行いま

す。事前に申し込みが必要です。 

詳しくは募集要項等をご覧ください。 

１０月１８日（月） 

午前１０時 

申請書等の受け付け ○上 企画財政課へ提出してください。 
１０月１８日（月） 

～１１月１２日（金） 
 

【管理者の選定】「湧別町公の施設に係る指定管理者選定委員会」において、応募書類の審査および面

接審査により選定します。詳細は申請者に後日通知します。 

スポーツ施設の指定管理者を募集します 
○上 企画財政課 財政Ｇ ２－５８６２ 

令和３年９月２４日発行 No.288 
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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 

１０月 ２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） 

●ストレッチポール ２３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 

１０月 １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。 

 

※運動指導の予約・受付は不要です 

５日（火） 
午後２時～ ４時 

７日（木） 

１３日（水） 
午前９時～１１時 

１５日（金） 

１９日（火） 
午後２時～ ４時 

２１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 

  

１０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９月２４日発行 No.288 
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 町内の小・中・義務教育学校で働く教職員の働き方改革として、１０月１日（金）より勤務時

間外の電話対応は自動音声によるメッセージ対応となります。小・中・義務教育学校には、勤務

時間中に電話をかけていただきますよう、ご協力をよろしくお願いいたします。 

 

【電話できる時間】午前８時～午後４時３０分（教職員の勤務時間は学校により若干前後します） 

         ※勤務時間は一日７時間４５分で、休憩時間は４５分です。 

 

【勤務時間外の対応】勤務時間終了後から翌課業日の午前７時３０分（目安）までの間は、自動音 

声による留守番メッセージ対応となります。また、土・日曜日、祝日、学校 

閉庁日は、一日を通して自動音声による留守番メッセージ対応となります。 

なお、留守番メッセージは音声案内のみで、録音機能はありません。 

 

【緊 急 時 の 対 応】児童生徒の生命や安全に関わるような緊急の場合は、警察（℡１１０）、救急 

（℡１１９）、教育委員会教育総務課（℡５－３１４３）へご連絡ください。 

 

 

 

 

 

子育て支援センターの１０月の講座はパン作りを行います。みんなで楽しくおいしいパンを作

りませんか。ご参加お待ちしています。 
 

【日  時】１０月１３日（水）午前９時３０分～午後１時（集合は午前９時２０分（時間厳守）） 

【場  所】パン作り：地場産品加工センター（錦町） 

      託  児：湧別子育て支援センター（栄町）午前９時より受け入れます 

      ※託児を希望される方は、お子さんを湧別子育て支援センターに預けてから、集合 

時間に間に合うように加工センターにお越しください。 

【講  師】地場産品加工センター職員 

【対  象】町内に居住する就学前の乳幼児をもつ保護者 

【定  員】参加者５人または託児児童５人 ※申し込み多数の場合は抽選 

【持 ち 物】エプロン、バンダナ、持ち帰り用タッパーまたは袋、飲み物 

      託児希望の方はお子さんの着替えやオムツ、軽食（パン、おにぎりなど簡単に食べ

られるもの）、水分補給用飲料水をご持参ください。 

【申込期間】９月２７日（月）～１０月４日（月） 

【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 

  

「パン作り講座」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 

町立学校の勤務時間外の電話対応が変わります 
教育委員会 教育総務課 学校教育Ｇ ５－３１４３ 
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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 

    １ ２ 

●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 

４ ５ ６ ７ ８ ９ 

★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 

１１ １２ １３ １４ １５ １６ 

★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 

●パン作り講座 

 地場産品加工ｾﾝﾀｰ 
午前 9 時～午後１時 

 ※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 

１８ １９ ２０ ２１ ２２ ２３ 

●乳幼児相談 
湧別午前 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 

２５ ２６ ２７ ２８ ２９ ３０ 

★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 

●育児学級運動会 

※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 

子育て支援センター１０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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 車両系建設機械を用いた業務を行ううえで義務付けられる特別教育である運転技能講習が、遠

紋地域人材開発センターで実施されます。 

 

【講習科目】◆小型車両系特別教育（機体質量３ｔ未満） 

日  時：１１月１６日（火）～１７日（水） 

受講時間：１３時間 

受 講 料：テキスト代として１８,０００円（消費税込み） 

       受講資格：満１８歳以上の方 

◆車両系建設機械（整地等）運転技能講習 

       日  時：１１月１８日（木）～１９日（金） 

       受講時間：１４時間 

受 講 料：テキスト代として４５,０００円（消費税込み） 

受講資格：下記のいずれかに該当する方 

●大型特殊自動車運転免許所有者。 

            ●自動車運転免許（普通・準中型・中型・大型のいずれか）を所有し、 

３ｔ未満の小型車両系特別教育を修了後、小型車両系の実務経験が 

３カ月以上ある方(事業主の証明が必要となります)。 

【教習機関】株式会社ＰＥＯ建機教習センタ 北海道教習所 

【申込締切日】１０月２７日（水） ※先着順 

【申込・問い合わせ先】遠紋地域人材開発センター（遠軽町岩見通北１０丁目） 

℡０１５８－４２－４０３７ 

 

 

 

 

 

 町民の方を対象に借金、離婚、相続・遺言などについてお悩みの方、弁護士が相談に応じます。 

相談料は無料、事前予約制で、秘密は厳守します。 

 

【日  時】１０月２１日（木）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（予約制・先着順：一人３０分） 

【申込方法】１０月１日（金）から２０日（水）までに、電話でお申し込みください。 

      ※受付時間：午前８時３０分～午後５時１５分（土・日曜日を除く） 

【申 込 先】○上 住民税務課 ℡２－５８６３ 

【そ の 他】事前に予約がない場合でも相談はお受けしますが、予約された方を優先します。 

  

技能講習（車両系建設機械）の受講者を募集しています 
○上 商工観光課 商工観光Ｇ ２－５８６６ 

秋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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１０月１８日（月）～２４日（日）は行政相談週間です。行政相談週間とは、総務省の行政相

談制度について広く国民の理解と認識を深め、制度の利用を促進し、また制度の発展と行政の民

主的な運営に役立てることを目的に設けられているものです。 

行政相談週間にちなんで、次のとおり「特設行政相談所」を開設します。毎日の暮らしのなか

で、国や北海道、市町村が行う仕事や行政サービスについてお困りの方、疑問を感じている方、

ご意見をお持ちの方は、「行政相談委員」がご相談に応じますので、お気軽にお越しください。 

なお、相談料は無料で相談内容は固く守られます。 

 

月 日 時間 場所 行政相談委員 

１０月１３日 

（水） 

午前１０時  ～正午 文化センターさざ波（栄町） 
水野 豊さん 

午後１時３０分～３時３０分 文化センターTOM（中湧別中町） 

 
「行政相談」とは、国や北海道、市町村が行う仕事や行政サービスについて地域住民が困って

いること、疑問に感じていることなどの相談を受け付けるもので、総務大臣から委嘱を受けた

「行政相談委員」が各市町村に配置されています。 

 

 

 

 

 

 

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 

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 

１１月１８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 

１２月１５日（水） 
紋別市民会館（紋別市潮見町１丁目） 

午後 １時～  ５時 

１２月１６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。 

 

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 

特設行政相談所を開設します 
○上 住民税務課 住民生活Ｇ ２－５８６３ 
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道の駅および日帰り温泉入浴施設「かみゆうべつ温泉チューリップの湯」を、施設の 

定期保守点検および清掃作業実施のため次の日程で休館します。 

 ご迷惑をおかけしますが、ご理解とご協力をよろしくお願いいたします。 

 

【休館日】１０月１１日（月）～１４日（木） 

 

 

 

 

 

 

学生の皆さんは、新型コロナウイルス感染症の影響が長期化し、日常生活に不安を感じたり本

町への帰省を自粛したりしているのではないでしょうか。 

このため、町内産業団体や町で組織する「湧別町産業間ネットワーク」では、ふるさとの良さ

を感じてもらえるような特産品の詰め合わせ「ふるさと小包応援便」をお届けします。ぜひお申

し込みください。 

 

【対 象 者】令和３年９月１日現在、保護者が本町に住所を有し、町外の大学等に通う学生 

※大学等とは、学校教育法における大学、大学院、短期大学、高等専門学校 

の４・５年生、専修学校、大学進学を前提とする予備校をいいます。 

【申込方法】１０月１日（金）～３１日（日）に、保護者の方が下記の３つの書類を郵送または 

メールでお送りください（②③はメールの場合は写真画像でも可）。 

      ①申込書（○上 企画財政課および町ホームページにあります） 

      ②学生証の写しまたは在学証明書の写し（学生だと分かるもの） 

 ③運転免許証の写しや消印付きの郵便物の写し、住宅賃貸契約書の写しなど、送付先が 

分かるもの 

【申 込 先】（１）郵 送：〒０９９－６５９２ 湧別町上湧別屯田市街地３１８番地 

             湧別町産業間ネットワーク事務局（湧別町役場企画財政課） 

（２）メール：kikaku＠town.yubetsu.lg.jp 

             件名に「ふるさと小包応援便申込」と入力してください。 

【小包の発送・内容】発送先は、原則学生の住所とします。保護者宅への発送を希望さ 

れる場合は、その旨を申請書に記載してください。小包の内容や 

発送スケジュールは町ホームページから確認できます。 

 

※この事業はサマージャンボ宝くじの収益金を活用して実施しています。 

学生の皆さんへ「ふるさと小包応援便」をお届けします 

○上 企画財政課 未来づくりＧ ２－５８６２ 

かみゆうべつ温泉チューリップの湯を休館します 
○上 商工観光課 商工観光Ｇ ２－５８６６ 
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