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町内イベントカレンダー　8 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

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）

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（要予約）
ゆとろ　13時20分～16時 20分

バス送迎健診（要予約）
ゆとろ　8時出発

農業委員会総会
第二庁舎　16時～

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＞
大麻内視鏡内科クリニック
386ー3366、9時～17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～

心の健康相談（江別保健所）
13時30分～16時

2
断酒会のつどい
ゆとろ　18時～21時

詳細P23

「平和のための原爆パネル展」
11時～17時（8日まで）

健診結果説明会
ゆとろ　９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

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～

町税・町営住宅夜間相談（要予約）
役場　19時30分まで

「北方領土の日」特別啓発期間　　▼問合せ　総務課総務係（☎23－ 2330）
北方領土問題の解決のためには、領土返還に向けた交渉を要望する道民世論の結集が必要
です。8月の強調月間には、役場2階・総務課に署名コーナーを設置しています。

エキノコックス症検診（要予約）
西コミ　10時～11時

巡回ドック（要予約）
ゆとろ　７時～９時30分

詳細P16

健診結果説明会
ゆとろ　９時30分～12時

当別町歴史パネル展
西コミ（29日まで）

詳細P12 巡回ドック（要予約）
西コミ　７時～９時30分

◆感染防止対策協力支援金
　申請期限 詳細P14

◆町道民税・固定資産税・
　国民健康保険税 納期限

◆児童扶養手当 現況届
　申請期限 詳細P19

◆測って100日チャレンジ 
  開始（12月9日まで）

詳細P22

プレミアム測定会（要予約）
ゆとろ　９時～13時

プレミアム測定会（要予約）
ゆとろ　９時～20時

詳細P22

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～

◆特定教育・保育
　施設等 現況届 提出期限

詳細P13

詳細P16
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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）

1歳6カ月児・3歳児健診
ゆとろ　13時～14時

※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。

とうべつ総合健診（要予約）
ゆとろ　7時～14時

西当別風力発電 住民説明会
西コミ　18時～20時

　◎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）

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＞
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＞
ささなみ内科クリニック
382ー3373、9時～17時

※江別市急病当番医について（市外局番011）
　★…内科のみ、♥…小児科のみ

　◎ひきこもり相談
毎週月曜日～金曜日
8時45分～17時 15分
当別町社会福祉協議会 
ゆとろ内（☎22－2301）

＜江別市急病当番医＞
友愛記念病院 ★
383－4124、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＞
渓和会江別病院 ★
382－1111、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＞
高橋内科医院三番通りクリニック ★
387－7788、9時～17時
あずま子ども家庭クリニック ♥
385ー2500、9時～17時

詳細P12

当別町歴史パネル展　開催中
白コミ（15日まで）

詳細P16巡回ドック（要予約）
西コミ　７時～９時30分

巡回ドック（要予約）
ゆとろ　７時～９時30分
エキノコックス症検診（要予約）
ゆとろ 10時～11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

当別町歴史講演会
西コミ 16時～17時 30分

詳細P12

◆粗大ごみ収集 し尿等汲取り 　　
　休止  （16日まで）

詳細P21

プレミアム測定会
ゆとろ　15時～20時

詳細P22

詳細P23

移動献血車　
①当別消防署（錦町）
　9時30分～10時 30分 
②役場
　12時30分～14時 30分
③下段モータース（樺戸町）
　15時15分～16時 30分

詳細P16
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人の動き 7月 1日現在　※（　）は前月との比較

人口
世帯

15,491

7,711

人
世帯

7,530人（21人減）
（9世帯減）

（10人減）男
女 7,961人（11人減）

　町内の小中学校の給食に姉妹都市・宇和島市の真鯛
を使ったメニューが登場しました。この真鯛は、新型
コロナウイルス感染症の影響で販売が落ち込んでいる
中、真鯛のおいしさを知ってもらうため、愛媛県漁協
宇和島事業部から姉妹都市へ提供されたもの。普段の
給食ではお目にかかれない高級食材を使ったメニュー
に、子どもたちはみな目を輝かせていました。この他、
宇和島水産高校の生徒によるオンライン授業も行わ
れ、真鯛の生育について学ぶ貴重な体験となりました。

宇和島市の真鯛でおいしい給食！

真鯛のムニエル真鯛のムニエル
～香味ソース～～香味ソース～

　町内の小・中・高・大学生が参加するT
タ ウ ン

OWNミー
ティングが行われ、3つのチームに分かれて当別町
150周年事業に取り組んでいます。
当小・当中チームは、とうべつ学園校歌のミュージッ
ク・ビデオの作成を行いました。“当別らしさ”を感
じる身近な風景などを子どもたち自ら撮影。完成した
作品は、来年4月にお披露目される予定です。
西当小・西当中チームは、小学生から大学生、一般
の音楽グループまでが一堂に参加する音楽祭を開催予
定。11月に動画配信サイトY

ユ ー チ ュ ー ブ

ouTube での公開に向
けて、鋭意作成しています。
高校生・大学生チームは道の駅とうべつと連携し、

記念メニュー（写真参照）を開発。8月 1日まで道
の駅内で限定販売され、好評を得ていました。

とうべつ学園 校歌の M
ミュージック

V
ビデオ

撮影！

うまい！うまい！


