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町内イベントカレンダー　4 月

心配ごと相談（社会福祉協議会）
ゆとろ　13時～16時

教育委員会定例会
役場　14時～

健診結果説明会
ゆとろ　９時30分～12時

かすみ草の集い
西コミ　10時30分～12時

女性の健康相談（江別保健所）
13時30分～15時 30分

友遊会
ゆとろ　10時～12時

消費生活相談
環境生活課町民生活係
（☎23－3209）

納税相談・納税証明
税務課納税係
（☎23－2341）

町営住宅
建設課建築住宅係
（☎23－3147）

当別町役場

戸籍・住民票・印鑑証明
住民課戸籍年金係
（☎23－2463）

平日8時45分～17時 15分
白樺町58番地9
（☎23－ 2330）

上水道・下水道
上下水道課業務係
（☎22－2411）

ごみ・リサイクル
環境生活課環境対策係
（☎23－2503）

所得（課税）証明
税務課税務係
（☎23－2332）

固定資産税・評価（公課）証明
税務課資産税係
（☎23－2333）

国民健康保険・後期高齢者医療
住民課国保・後期高齢者医
療係（☎23－2467）

住民税・軽自動車税
税務課税務係
（☎23－2332）

町税・町営住宅夜間相談（要予約）
役場　19時30分まで

年金事務所出張相談（要予約）
商工会　10時～15時

歯科健診・フッ素塗布
ゆとろ　13時20分～16時 20分

断酒会のつどい
ゆとろ　18時～21時

４カ月児・10カ月児健診
ゆとろ　13時～14時
※BCG接種は13時45分～

農業委員会総会
第二庁舎　16時～

健診結果説明会
ゆとろ　９時30分～12時

断酒会のつどい
ゆとろ　18時～21時

法律相談（要予約）
ゆとろ　13時30分～

　◎障がい相談
毎週月曜日～金曜日
8時45分～17時 15分
障がい者総合相談支援
センター ななかまど
弥生52（☎23－ 1917）

　◎ひきこもり相談
毎週月曜日～金曜日
8時45分～17時 15分

町税・町営住宅夜間相談（要予約）
役場　19時30分まで

＜江別市急病当番医＞
高橋内科医院三番通りクリニック ★
387－7788、9時～17時
ウルトラ内科小児科クリニック ♥
688ー8801、9時～17時

＜江別市急病当番医＞
平賀内科クリニック
382ー5989、8時30分～17時

＜江別市急病当番医＞
内科循環器科白樺通りクリニック ★
383－7111、9時～17時
おおあさ鈴木ファミリークリニック 
386ー5303、9時～17時

＜江別市急病当番医＞
あさひ町南大通クリニック
383ー9816、9時～17時

西当別風力発電 住民説明会
西コミ　18時～20時

健診結果説明会
ゆとろ　９時30分～12時

４カ月児・10カ月児健診
ゆとろ　13時～14時
※BCG接種は13時45分～

移動献血車　宮永建設他　　　　
15時～16時 30分 詳細 P25

心の健康相談（江別保健所）
13時30分～16時

断酒会のつどい
ゆとろ　18時～21時

当別町社会福祉協議会 
ゆとろ内（☎23－2301）
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移動献血車　当別消防署他　　　　
9時30分～16時 30分 
　　　　　　　　　詳細P25

当別町成人式　　 詳細P16
総合体育館 11時～11時 30分

2

当別町図書館
月曜日休館（祝日の時は翌日）
10時～17時
錦町1248番地7 学習交流
センター内（☎23－0573）

西当別分館
月曜日休館（祝日の時は翌日）
10時～21時
※日曜日・祝日は17時まで
太美町22番地7 西当別コ
ミセン内（☎26－3300）

総合体育館
第1・3（・5）月曜日休館
（祝日の時は翌日）
9時～21時 30分
白樺町2792番地
（☎22－3833）

西当別コミュニティーセンター
月曜日休館（祝日の時は翌日）
9時～22時
太美町22番地7
（☎26－ 3300）

白樺コミュニティーセンター
月曜日休館（祝日の時は翌日）
9時～22時
白樺町2792番地1
（☎23－ 2511）

各種連絡先

年金事務所出張相談
札幌北年金事務所予約窓口
（☎011－717－4133）
心の健康相談・断酒会の集い
女性の健康相談
江別保健所
江別市錦町4番地の1
（☎011－ 383ー 2111）
心配ごと相談
当別町社会福祉協議会
西町32番地2 ゆとろ内
（☎22－2301）

各種施設

各種健診・健康相談
保健福祉課健康推進係
（☎23－4044）

福祉総合・介護・認知症相談
地域包括支援センター
（☎25－5152）

ゆとろ
平日8時45分～17時 15分
西町32番地2
（☎25－ 2661）

介護サービス
介護課介護保険係
（☎23－3029）

高齢者支援サービス
介護課高齢者支援係
（☎27－5131）

障がい者（児）福祉
介護課障がい支援係
（☎25－2665）

あそびのひろば・子育て相談
子ども未来課子育てサポート係
（☎25－ 2658）

児童手当・子ども医療費助成
保健福祉課福祉係
（☎23－3019）

法律相談
ゆとろ・保健福祉課福祉係
（☎23－3019）

※日程や会場が変更となる場合がありますので、
　最新情報はホームページなどでご確認ください。

西当別風力発電 住民説明会
西コミ　10時～12時

各種証明発行
各種税金・料金収納
ごみ処理依頼書交付 など

太美出張所
平日9時～17時
太美町1480番地58
太美郵便局内
（☎26－3190）

＜江別市急病当番医＞
渓和会江別病院 ★
382－1111、9時～17時
よしなり子どもクリニック ♥
391ー4470、9時～17時

＜江別市急病当番医＞
アウル内科クリニック
383ー3456、9時～17時

＜江別市急病当番医＞
江別内科クリニック ★
381－8900、9時～17時
江別市立病院 ♥
382ー5151、8時30分～17時

＜江別市急病当番医＞
ささなみ内科クリニック
382ー3373、9時～17時

＜江別市急病当番医＞
おくの内科胃腸科クリニック
381ー0501、9時～17時

＜江別市急病当番医＞
むらかみ内科クリニック
387ー1555、8時30分～17時

※江別市急病当番医について（市外局番011）
　★…内科のみ、♥…小児科のみ
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広報誌で紹介した写真は希望者に提供します。

　町内の小学校で卒業式が行われ、当別小62名、西
当別小 51名の児童が卒業を迎えました。新型コロナ
ウイルス感染症対策として、保護者の出席を各家庭1
名にするなど、式典の簡素化を図って開催。西当小で
は、式終了後に保護者から卒業生へ風船が手渡される
サプライズがあり、「ともに未来へ」の掛け声とともに、
空に向かって飛ばしました。

3月 19日　当別小学校・西当別小学校

町内の小中学校で卒業式！

　町内の中学校でも卒業式が行われ、小学校と同様、
感染防止対策を徹底して開催されました。今年は当別
中 67名、西当別中 43名の生徒が卒業。新型コロナ
ウイルスが学業や部活動などに大きな影響を与えた一
年となりましたが、困難を乗り越えたことで、一回り
大きく成長した姿を見せていました。式終了後には、
共に学んだ仲間たち、お世話になった先生などと記念
写真を取る姿が見られました。

3月 13日　当別中学校・西当別中学校


