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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。 

 

 

 

 

ＰＣＢ（ポリ塩化ビフェニル）廃棄物は、法律で定められた期限までに処分しなければなりま

せん。事業所や倉庫でＰＣＢ使用機器が使用・保管されていないか確認するとともに、ＰＣＢ使

用機器が確認された場合は、期限までに計画的に処理をお願いします。 

対象機器の調査方法や処理方法は、環境省のホームページをご覧ください。 

 

【処分期限】●高濃度ＰＣＢ廃棄物（変圧器・コンデンサー）：令和４年３月３１日 

●高濃度ＰＣＢ廃棄物（安定器等）      ：令和５年３月３１日 

●低濃度ＰＣＢ廃棄物            ：令和９年３月３１日 

※期限後に未処理の機器が確認された場合は、行政処分や罰則の対象となります。 

【ホームページ】環境省ＰＣＢ早期処理情報サイト http://pcb-soukishori.env.go.jp 
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１０月２４日（日）執行の湧別町長選挙・湧別町議会議員選挙と、有権者や投
票期間が異なりますのでお間違えのないようご注意ください。 
 

 

 

 

【投票日・投票時間】１０ 月 ３１ 日 （日）（予定） 午前 ７ 時～午後 ６ 時 

          ※湧別町では投票所が閉じる時刻を繰り上げています。 

【投 票 で き る 方】１８歳以上の日本国民（平成１５年１１月１日までに生まれた方） 

【引っ越しをした方】 

湧別町で 

投票できる方 

●湧別町から転出した方（湧別町の選挙人名簿に登録されていて、転出先の市区町 

村選挙人名簿にまだ登録されていない方） 

●町内で転居した方（転居前の投票所で投票となる場合があります） 

湧別町で 

投票できない方 

湧別町に３カ月以上お住まいでない方（転入前の市区町村の選挙人名簿に登録されて

いる方） →転入前の市区町村で投票してください。 
 

 

 

 

投票所入場券は、「衆議院議員総選挙・最高裁判所裁判官国民審査（水色）で１枚」、「湧別町

長選挙・湧別町議会議員選挙（白色）で１枚」が、それぞれの有権者の自宅に届きます。 

２枚の投票所入場券が届いた方は、投票所での事務手続きがスムーズになりますので、２枚と

も投票所に持参してください。 
 

 

 

 

 １０月１５日（金）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 投票区 投票所の場所 投票区の区域 

第 １  
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１１ 

文化センターＴＯＭ 

研修室 

北兵村二区、 

中湧別北町、 

中湧別中町、 

中湧別東町 

第 ２  登栄床地区防災センター 登栄床 

第 ３  錦研修センター 錦町 

第 ４  川西地区公民館 川西 
第１２ 社会福祉会館 視聴覚室 

中湧別南町、 

北兵村一区 第 ５  信部内地区会館 信部内、緑蔭 

第 ６  東研修センター 東、福島 

第１３ 
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 ７  芭露地区会館 芭露 

第 ８  上芭露地区公民館 
上芭露、東芭露、 

西芭露 

第 ９  計呂地地区活性化センター  志撫子、計呂地 第１４ 開盛住民センター 開盛 

第１０ ５の３公民館 北兵村三区、旭 第１５ 富美地区住民センター 富美、上富美 

衆議院議員総選挙・最高裁判所裁判官国民審査が予定されています 
○上 選挙管理委員会 ２－２１１２ 

 

 

投票日・投票時間 

 

選挙権年齢は 

“１８歳以上”です 

 

 

投票所入場券 

 

 

 

投票所 
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衆議院議員総選挙・最高裁判所裁判官国民審査の期日前投票・不在者投票・特例郵便等投票が

できる期間は、１０月２０日（水）～３０日（土）の１０日間です。 

※湧別町長選挙・湧別町議会議員選挙は、１０月２０日（水）～２３日（土）の４日間 
 

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 31 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）～30 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 25 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 25 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）～31 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 25 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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 インフルエンザワクチンの予防接種を実施します。次の事項をご確認のうえ、接種をお願いい

たします。 

 

【接種対象者】希望される方は、どなたでもワクチンを接種することができます。 

 

【接種に関する注意点】●ワクチン接種は義務ではなく、任意です。 

メリット ：罹
り

患
かん

時の重症化防止が期待できます。 

デメリット：接種後、腫れや発熱などの症状が出る恐れがあります。 

       ●新型コロナウイルス感染症対策のため、来院前の検温・マスクの着用にご協力 

ください。また、１週間以内に発熱・呼吸器症状があった（または現在ある） 

方は、別の日にご来院ください。 

 

【接種料金の助成】６ページに記載しています。 

【実施医療機関等】●町内の実施医療機関 

        ①曽我病院       （詳細は下記記載） 

        ②ゆうゆう厚生クリニック（詳細は５ページに記載） 

●町外の実施医療機関 

かかりつけの医療機関をお持ちの方は、そちらで接種してください。 

※接種費用や接種開始時期が町内の医療機関と異なる場合がありますので、事 

前に医療機関にご確認ください。 

 

《町内の実施医療機関で接種される方は、次の詳細をご確認ください》 

 

①曽我病院 ℡２－２００１ 

 

対象者 小学生以上の方 

日 時 

●予約は不要です。 

●定期受診されている方は、受診の際に主治医の先生にお申し出ください。 

●定期受診以外の方の接種日 

火曜日および金曜日（受付時間：午後２時～４時２０分） 

※都合により変更になる場合がありますのでご了承ください。 

接種期間 11 月 16 日（火）～ワクチンが無くなり次第終了 

接種料金 
1 回目：3,５00 円（税込み） 

2 回目：2,５00 円（税込み）（1 回目の医療機関と異なる場合は、3,５00 円） 

 ～流行前の予防が大切です！！～ 

インフルエンザワクチン予防接種を実施します 

○湧 健康こども課 健康相談Ｇ ５－３７６５ 
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②ゆうゆう厚生クリニック ℡２－２１８５ 

【接種期間】１１月１日（月）～ ※下記一覧表により対象年齢をご確認ください。 

【接種料金】１回目：３,５００円（税込み） 

２回目：２,５００円（税込み）（１回目の医療機関と異なる場合は、３,５００円） 

 

対象年齢 予約 接種期間 曜日 
予約

番号 
受付時間 備考 

一般 

（下記以外の方）

不要 

11 月 1 日(月)～ 

ワクチンが無くなり 

次第終了 
 

※11 月 3 日(水)、 

23 日(火)を除く 

月、水、木 
 午前 10 時～正午 

午後 1 時 30 分～2 時 30 分 
接種は１回のみです。 

火  午前 8 時 30 分～正午 

金  午前 10 時～正午 

中高生・ 

義務教育学校 

７～９年生 

月、水、木 

 
午後 4 時～4 時 15 分 
 

※同伴する保護者は、 

この時間帯に接種できます。

●接種は１回のみです。 

●予診票に保護者の署名 

と連絡先（携帯番号） 

の記載が必要です。 

小児 

（満１歳から小学 

校・義務教育学 

校６年生まで） 

完全 

予約制 

【1 回目】 

11 月 8 日(月) 

～26 日(金) 
 

※11 月 23 日(火) 

を除く 

 

【2 回目】 

原則 3 週間後 

月( 8、15、22 日) 

水(10、17、24 日) 

木(11、18、25 日) 

① 

② 

午後 2 時 45 分～3 時 

午後 3 時 15 分～3 時 30 分 

●２回接種が必要です。 

●１回目接種日の 3 週 

間後に接種します。 

火( 9、16 日) 

金(12、19、26 日) 

③ 

④ 

午後 3 時 15 分～3 時 30 分 

午後 3 時 45 分～4 時 

予約時に希望の日にち、 

予約番号をお伝えください。 

※同伴する保護者は、 

この時間帯に接種できます。

※注意事項 

●内科を受診されている方は、内科受診時に接種が可能です。外科受診時は接種できません。 

●妊娠中の方、妊娠の可能性がある方は、受診先の医療機関に接種可能かご確認のうえ、ご来 

院ください。 

●予診票は、ご来院いただきますと事前にお渡しすることができます。ただし、中学生・義務 

教育学校７年生以上の方は予診票をお持ちでも予約ではありませんのでご留意ください。 

●中高生・義務教育学校７～９年生の方は、予診票に保護者の署名と連絡先（携帯電話番号） 

の記載が必要です。母子手帳をご持参ください（高校生は任意です）。 

●小児（満１歳から小学校６年生）の予約受付は、１０月２５日（月）～２９日（金）の、 

午前８時３０分～午後０時３０分、１時３０分～５時です。 

 当日は、保護者の同伴と母子手帳のご持参をお願いします。 

受付時間を過ぎた場合は、キャンセル扱いとさせていただきます。 

接種開始予定時間 予約番号 ①午後３時～、②③午後３時３０分～、④午後４時～ 

※やむを得ない事情により、接種時間が変更になる場合がありますのでご了承ください。 
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《接種料金の助成について》 

本町に住所を有し、次の助成対象となる方に対し、次のとおりインフルエンザワクチン接種

料金の一部または全額助成を行っていますので、ぜひご利用ください。 

 

【対象者・助成額】  

区分 対象年齢 助成料金 

１ 満 1 歳から小学校・義務教育学校 6 年生まで 1 人 2 回まで全額助成 

２ 中学生・義務教育学校７～９年生 1 人 1 回に限り全額助成 

３ 高校生 

1 人 1 回に限り 1,700 円を助成 

４ 65 歳以上の方 

５ 

60 歳以上 65 歳未満の方で、心臓、腎臓、もしくは、

呼吸器機能、または、ヒト免疫不全ウイルスによる免疫

機能に障がいを有する方（障害者手帳をお持ちの方） 

６ 
身体障害者手帳の 1 級から 3 級までに該当する１９歳

以上６５歳未満の方 

 

【助成方法】●下記の医療機関で接種した方は、申請手続きは必要ありませんので、助成額を差 

し引いた金額を窓口でお支払いください。 

町内 ：曽我病院、ゆうゆう厚生クリニック 

遠軽町：はやかわクリニック、遠軽厚生病院、みずしま内科クリニック、 

遠軽共立病院、丸瀬布ひらやま医院 

      ●上記以外の医療機関で接種した方は、申請手続きが必要です。窓口で接種費用を 

一旦全額お支払いいただき、次の①②を役場窓口へ持参して、申請してください。 

後日、指定の口座に助成金をお振り込みします。 

①医療機関が発行した領収書（インフルエンザ予防接種を受けたことが証明できるもの） 

②通帳など、振込先を確認できるもの 

【申請期間】令和４年３月３１日（木）まで 

【申 請 先】○湧 健康こども課、○上 住民税務課、中湧別出張所、芭露出張所 

 

 

 

 

 

植栽木に食害をおよぼす野ネズミの駆除を目的として、ヘリコプターによる殺鼠
そ

剤の空中散布 

を次のとおり実施します。 

 

【実 施 日】１０月１５日（金）～１９日（火） 

※天候、作業工程により実施日が前後することがあります。 

【散布区域】町内造林地一円 

【事業実施者】湧別町、遠軽地区森林組合 

 

 

野ネズミ駆除のための薬剤空中散布を実施します 
○湧 水産林務課 水産林務Ｇ ５－３７６３ 
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令和４年１月採用予定の会計年度任用職員（町立公園等現場管理職員）を、次のとおり募集し

ます。 

 会計年度任用職員は、地方公務員法が適用され、条件付採用、人事評価、懲戒処分およびその

他の服務規程（信用失墜行為の禁止、秘密を守る義務、職務に専念する義務、政治的行為の制限、

争議行為等の禁止など）が適用されます。 
 

職種 
町立公園等現場管理職員（フルタイム） 

１人 
勤務場所 ○上 商工観光課、町立公園など 

主な職務内容 

●チューリップ公園などの町立公園の現 

場管理および事務 

※公園作業員への作業指示、チューリッ 

プの植栽デザイン、チューリップ球 

根購入事務および植え付け指導、施 

設管理、作業補助など 

●観光振興業務および企画立案 

任用期間 

令和４年１月５日～３月３１日 

※任用から１年経過後に正規職員とし

て採用予定 

勤務時間 
午前８時３０分～午後５時１５分 

※休憩１時間 

勤務日数 
週５日（週３８時間４５分） 

※土日、祝日、年末年始は休み 

必要な資格等 

●普通自動車運転免許（AT 限定不可） 

●園芸や造園業務等の植物に関わる経験

が３年以上ある方 

●パソコン（Word、Excel、インターネッ

ト）の基本的な操作ができる方 

●昭和４７年１月１日以降生まれの方 

給料等 
月額２１８,０００円 

期末勤勉手当は年２回（６月・１２月） 

その他 

●職員住宅への入居が可能です。 

●新しいことにチャレンジする意欲の 

ある方歓迎します。 

【応募資格】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。 

【給料・報酬等】会計年度任用職員の給与条例に基づき、給料、通勤手当、時間外手当および期末 

手当を支給します。 

【健康保険等】健康保険、厚生年金保険、雇用保険に加入します。 

【休 暇 等】年次有給休暇、特別休暇などがあります。 

【応募方法】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。）と必要な資格の免 

状の写し等を、１１月１５日（月）までに○上 総務課へ持参または郵送してください。 

【選考方法】書類選考または面接試験によって採用予定者を決定します。面接試験を行う場合は、 

応募者に日程などを後日通知します。 

 

チューリップ公園等の現場管理職員を募集します 
○上 総務課 総務Ｇ ２－２１１２ 
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新型コロナウイルス感染症により売上げが大きく減少している中小企業や個人事業主の方を支

援するため、中小企業等支援事業月次給付金を給付します。 

 

【対 象 者】対象月の緊急事態措置、またはまん延防止等重点措置に伴う飲食店の休業、時短営 

      業または外出自粛等の影響を受けている事業者 

 

【給付要件】下記の条件①～④すべてに当てはまる事業者 

①町内に住所を有し、現に事業を営んでいること 

②令和３年４月～１２月（予定）の１カ月の売上が、前々年または前年同月比で 

５０％以上減少していて、対象月分の国の月次支援金を受けていること 

③町税等の滞納がないこと 

④中小企業信用保険法第２条第１項に定める中小企業者であること 

 

【給 付 額】１事業者 １カ月あたり最大１０万円 

※国の月次支援金の交付によって、対象月の赤字額が１０万円未満となった場合は、 

その額を上限とします。 

 項目 

例① 

全額が町の給付金の 

対象となる場合 

例② 

一部が町の給付金の 

対象となる場合 

A 判定月売上（例：令和３年６月） ４５万円 １０万円 

B 比較対象月売上（例：令和元年６月） １００万円 ２４万円 

C 減少額【B－A】 ５５万円 １４万円 

D 国の月次支援金 １０万円 １０万円 

E 町の月次給付金 １０万円 ４万円 

F 最終的な減少額【C－D－E】 ３５万円 ０万円 

 

【申請方法】国の月次支援金の決定後、速やかに湧別町商工会へ申請してください。最終期限は 

令和４年３月１７日（木）（必着）となります。 

申請書は、○上 商工観光課、湧別町商工会に備えています。また、町ホームページ 

（https://www.town.yubetsu.lg.jp/administration/work/news.html?news=439） 

からもダウンロードできます。 

 

【申 請 先】湧別町商工会（文化センターＴＯＭ内） 

※湧別町商工会による事前審査を経て、町が給付します。 

  

中小企業等支援事業月次給付金 
○上 商工観光課 商工観光Ｇ ２－５８６６ 
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秋から冬は空気が乾燥し、強風が吹くなど火災が発生しやすい季節です。暖房器具の使用前点

検、まきストーブの煙突清掃などをして火災発生を防止しましょう。また、火の元に十分注意し

安全で快適な生活を送ってください。 

消防署湧別出張所、上湧別出張所、湧別町消防団は火災予防運動期間中、次のことを実施します。  

 

【運動期間】１０月１５日（金）～３１日（日） 

【運動内容】①大サイレン吹鳴    運動期間中の午後８時に大サイレンを一斉吹鳴 

②消防職員による啓蒙  運動期間中、消防車両により町内を巡回します。 

【そ の 他】次の場所にある災害対応型自動販売機へ火災予防メッセージを表示します。 

      ●役場（上湧別庁舎、湧別庁舎） 

●文化センター（さざ波、ＴＯＭ） 

●道の駅（かみゆうべつ温泉チューリップの湯、愛ランド湧別） 

【標  語】組合統一標語 「つなぎすぎ タコ足配線 火事のもと」 

※営農以外の「火災と紛らわしい煙を発する行為」は基本的に禁止されています。 

営農のため、やむなく実施する場合は、必ず最寄りの消防署に届け出てください。 

 

 

 

 

 

【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 

つつじ団地 

（中湧別東町） 
世帯向 

平成 3 年 66.6 ㎡ 
3LDK 

15,400 円 

～  
27,300 円 

なし 
ユニットバス 

灯油ボイラー 

１戸 

平成 4 年 77.1 ㎡ 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２５日（月） 

【入居時期】１１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 

秋の全道火災予防運動が実施されます 
遠軽地区広域組合 消防署 湧別出張所 ５－２３３８・上湧別出張所 ２－４１１１ 
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町内の体育館で利用できるシーズン券の購入予約ができます。購入を希望される方は、次のと

おりお申し込みください。１１月１日以降に希望される施設にて、料金と引き換えにシーズン券

をお渡しします。 

 

【対象施設】①湧別総合体育館：アリーナ、トレーニング室 

②芭露ファミリースポーツセンター：アリーナ 

③中湧別総合体育館：アリーナ、トレーニング室、ふれあい集会室、いきがい集会室 

④上湧別農村環境改善センター：多目的ホール 

【料  金】 

 

 

 

       ※冬期（１１月１日～翌年４月３０日）の、町民の個人使用料金です。 

【申 込 先】１０月３１日まで：指定管理者のシダックス大新東ヒューマンサービス（株）オ 

ホーツク営業所（緑町）（℡４－３２０３）へ電話で申し込むか、 

希望される施設に直接お申し込みください。 

      １１月 １日から：各施設で直接購入できます。 

●湧別総合体育館         ℡５－２２２９ 

●芭露ファミリースポーツセンター ℡６－２３５３ 

●中湧別総合体育館        ℡２－４１８６ 

●上湧別農村環境改善センター   ℡２－４５０６ 

 

 

 

 

湧別町ソフト・ミニバレーボール協会では、１２月から開催するリーグ戦に参加するミニバ  

レーチームを募集しています。 

地域や職場、お友達などでチームを編成し、ミニバレーを楽しんでみませんか。 

 

【チーム編成】町内に在住する方および町内で勤務する方 

      ミニバレー（４人制）：社会人で女性が２人以上入ること。 

【年 会 費】１チーム６,０００円 

※会費は１１月下旬開催予定の総会（監督会議）で受け付けます。 

【そ の 他】●スポーツ安全保険に全員加入してください。 

●メンバー登録は、当協会のミニバレーのルールに基づき８人以内とします。 

●北海道に新型コロナウイルス感染症による緊急事態宣言、またはまん延防止等重点措置 

が発令された場合、感染拡大防止のためリーグ戦を休止または中止することがあります。 

【申込方法】１１月５日（金）までに、加入申込書を下記の事務局へ提出してください。加入申 

込書は上湧別農村環境改善センターおよび中湧別総合体育館に備えてあります。 

【申込・問い合わせ先】湧別町ソフト・ミニバレー協会事務局 伊藤 弘樹 ℡２－３８７３ 

区分 大人 高校生以下 

①～④の全施設共通 
１日券 １５０円 

無料 
シーズン券 ３,０００円 

町内体育館「個人使用シーズン券」を販売します 
教育委員会 社会教育課 社会教育Ｇ ５－３１３２ 

ミニバレーチームを募集します 
教育委員会 社会教育課 社会教育Ｇ ５－３１３２ 
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例年、収穫期を迎えるこれからの季節は、貨物輸送などで交通量が増え、また、夕暮れが早ま

り歩行者などの薄暮時や夜間の事故多発が懸念されます。 

このため、１０月１５日（金）から２４日（日）までの１０日間、「秋の輸送繁忙期の交通安

全運動」が行われます。交通安全を心がけましょう。 

 

【運動の重点】①過労・過積載・過密な運転の防止 

②スピードの出し過ぎなど危険運転の防止 

③高齢者の交通事故防止・夜光反射材の普及 

④夕暮れ時と夜間の歩行者・自転車の交通事故防止 

⑤飲酒運転の根絶 

※運動期間中、町内主要交差点において、交通安全指導員による歩行者等への街 

頭指導および通行車両に対し街頭啓発を実施します。 

 

 

 

 

 

 ９月２９日（水）に開催を予定していた、生涯学習講座「湧別町民大学」第１回目瀬古利彦さ

んによる講演は、緊急事態宣言の延長に伴い、１１月３０日（火）に延期となりました。開催を

楽しみにされていた皆さまには申し訳ありませんが、ご理解のほどよろしくお願いいたします。 

 なお、その他の変更はありませんので、ご家族、お友達、職場のお仲間などお誘いあわせのう

え、ぜひお越しください。 

 

回数 月 日 講師 講演テーマ 

第１回 
９月２９日（水） 

１１月３０日（火） 
瀬古 利彦さん 

「心で走る」 

～いくつになっても夢中になれるものを探して～ 

第２回 １０月１３日（水） 丸谷 智保さん 「セコマ流～地域と共に歩む経営」 

第３回 １０月２９日（金） 本田 優子さん 
「アイヌ文化と北海道」 

～多様性を価値とする未来のために～ 

第４回 １１月１０日（水） 小林 快次さん 「僕はこうして恐竜博士になった」 

第５回 １１月２５日（木） 高野 優さん 「子は育ち、親も育つ。楽しまなくっちゃもったいない」 

【会 場】文化センターＴＯＭ（中湧別中町） 

【講 演 時 間】午後７時～８時３０分（９０分程度） 

【受 講 料】全５回共通受講：１,０００円 

１講座のみ受講：  ５００円 

       高校生以下、小・中学校ＰＴＡ会員は無料です。 

【申 込 方 法】事前に、電話またはファクスにて教育委員会社会教育課へお申し込みください。 

℡５－３１３２ FAX５－３７１０ 

 秋の輸送繁忙期の交通安全運動を実施します 
○上 住民税務課 住民生活Ｇ ２－５８６３ 

町民大学 瀬古利彦さんの講演は延期になりました 
教育委員会 社会教育課 社会教育Ｇ ５－３１３２ 
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 道路で災害が発生した場合などには通行止め等の規制が実施されます。 

 通行止め区間へ脇道などから進入すると、損壊した道路からの転落や、崩落した土砂に巻き込

まれるなど重大な事故に繋がる恐れがあります。 

 たいへん危険ですので指定されたう回路のご利用をお願いします。 

 なお、国道と道道の通行規制の状況は次のホームページで公表しています。 

 

【通行規制情報】北海道地区道路情報 https://info-road.hdb.hkd.mlit.go.jp/RoadInfo/index.htm 

 

 

 

 

 

 日本赤十字社では、国内の大雨・台風や、カリブ海の島国・ハイチ共和国のマグニチュード 

７．２の地震により被災された方々を支援するため、義援金・救援金を受け付けています。皆さ 

まの温かいご支援をよろしくお願いいたします。 

 

【名  称】①令和３年７月大雨災害義援金 

      ②令和３年台風第９号等大雨災害義援金 

      ③令和３年８月大雨災害義援金 

      ④２０２１年ハイチ地震救援金 

 

【受付期間】①②１２月２８日（火）まで 

※役場へ持参される場合は１２月２２日（水）まで 

      ③令和４年３月３１日（木）まで 

       ※役場へ持参される場合は令和４年３月２５日（金）まで 

      ④１１月３０日（火）まで 

       ※役場へ持参される場合は１１月２２日（月）まで 

【受付方法】 

（１）郵便振替 ※郵便局窓口での取り扱いの場合、振替手数料は免除となります。 

口座加入者名 口座記号番号 

① 日赤令和３年７月大雨災害義援金 ００１１０－９－６０４２７６ 

② 日赤令和３年台風第９号等大雨災害義援金 ００１８０－９－７３１２８５ 

③ 日赤令和３年８月大雨災害義援金 ００１９０－２－６９７１６７ 

※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。 

 

口座加入者名 口座記号番号 通信欄 

④ 日本赤十字社 ００１１０－２－５６０６ 「２０２１年ハイチ地震」と記載 

  ※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。 

 

義援金・救援金を受け付けています 
○湧 福祉課 福祉 G ５－３７６１ 

 災害による通行規制区間への進入は危険です 
○上 建設課 管理Ｇ ２－５８６９ 
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（２）銀行口座 ※ご利用の金融機関によっては、振込手数料がかかる場合があります。 

口座名義 

① 

令和３年７月大雨災害義援金 

口座名義：日本
ニホン

赤 十 字 社
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）２７８７５６７ 

     三菱ＵＦＪ銀行  やまびこ支店 （普）２１０５５６５ 

     みずほ銀行    クヌギ支店  （普）０６２０５０２ 

② 

令和３年台風第９号等大雨災害義援金 

口座名義：日本
ニホン

赤 十 字 社
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）２７８７５７０ 

     三菱ＵＦＪ銀行  やまびこ支店 （普）２１０５５６８ 

     みずほ銀行    クヌギ支店  （普）０６２０５１０ 

③ 

令和３年８月大雨災害義援金 

口座名義：日本
ニホン

赤 十 字 社
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）２７８７５７３ 

     三菱ＵＦＪ銀行  やまびこ支店 （普）２１０５５７１ 

     みずほ銀行    クヌギ支店  （普）０６２０５２９ 

④ 

２０２１年ハイチ地震救援金 

口座名義：日本
ニホン

赤 十 字 社
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）２７８７７７３ 

     三菱ＵＦＪ銀行  やまびこ支店 （普）２１０５７７８ 

     みずほ銀行    クヌギ支店  （普）０６２３４４７ 

    ※受領証が必要な場合は、次の内容をご連絡ください。 

●住所  ●氏名（受領証の宛名） ●電話番号 

●寄付日 ●寄付額 ●振込金融機関名・支店名 

     連絡先：日赤本社パートナーシップ推進部会員課（℡０３－３４３７－７０８１） 

 

（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 

 

【寄付金控除】④２０２１年ハイチ地震救援金は、個人住民税に係る寄附金控除の対象となります。 

個人の方で１１月３０日（火）までに受け付けられた金額が２,００１円以上の場 

合は、寄附金控除の申告に使用できる領収書が発行できます。 

※複数回の寄付により２,００１円以上となった方は、○湧 福祉課へご相談ください。 

【領収書の発行】●役場窓口へ持参する場合 

窓口にて、「個人住民税控除対象寄附金用領収書を希望」と伝えてください。後 

日、北海道支部より領収書が送付されます。 

●日本赤十字社へ送金する場合 

通信欄に「領収書希望」と記載してください。後日、日赤本社より領収書が送付 

されます。 

令和３年１０月１１日発行 No.289 
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 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】１１月５日（金） 午前１０時～午後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】もつ鍋 

【持 ち 物】エプロン、バンダナ、持ち帰り用鍋、長靴（２３cm以下の方） 

【費 用】１人 １,０００円 

【人 数】１５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】１０月３１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開館時間は、午前９時～午後５時です。 

休館日は、９月～４月は月・火曜日と祝日です。 

 

 

 

 

 

オホーツク相談センター「ふくろう」では、「経済的に暮らしが成り立たない」、「ひきこもり

の子どもにお金をせがまれて困っている」、「仕事をリストラされてどうしたらよいか分からな

い」等のお困りごとをかかえている方の相談を無料で行っています。 

通常は電話相談となりますが、次のとおり町内に出張相談所を開設予定ですので、悩みがあり

困っている方はぜひご利用ください。 

（本事業はオホーツク総合振興局から「ふくろう」が委託を受け実施しています。） 

 

【出張相談所開設予定日】※事前予約制（前日の午後３時締切）です。 

開設予定日 開設時間 開設場所 

１０月２１日（木） 

午前１１時～正午 
役場湧別庁舎または上湧別庁舎 

（最寄りの公共施設を予定） 

１１月１８日（木） 

１２月１６日（木） 

１月２０日（木） 

２月１７日（木） 

３月１５日（火） 

【申 込 先】オホーツク相談センター「ふくろう」（北見市美芳町５丁目２番１３号） 

℡０１５７－２５－３１１０ 

  

生活や仕事などの困りごと相談会を開設します 
○湧 福祉課 福祉 G ５－３７６１ 

加工実習講習会を開催します 
○上 農政課 農政Ｇ ２－５８６１ 

令和３年１０月１１日発行 No.289 
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９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 20 21 41 

湧別オホーツク園 

リラの杜 ※３ 
２０人 0 3 1 4 

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 21 34 

湧愛園ちゅーりっぷ 

の里 ※３ 
２０人 0 5 10 15 

グループホーム 

※２ 
上湧別館 ※３ 中湧別北町 4-2070 １８人 0 7 11 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 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 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 6 0 6 

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 9 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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10.20○水～ 

午前8 時30 分～午後8 時 

 

 
 

役場湧別庁舎 

 

お仕事や冠婚葬祭、 

旅行、レジャーなど 

ご予定がある方は 

 

 

 

ができます 

18 歳以上の日本国民で、 

引き続いて３カ月以上 

湧別町に住所がある方 

１票 
 

キミの        で決まる！ 

期日前投票 

湧別町選挙管理委員会 ・ 湧別町明るい選挙推進協議会 （☎2-2112） 

期日前投票 

・ 
町長 

町議 

・ 
衆議院 

国民審査 


