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バス送迎健診（要予約）
ゆとろ　8時出発

（議会）総務文教常任委員会
議場　13時～

（議会）産業厚生常任委員会
議場　13時～

ぱくぱく（離乳食）教室（要予約）
ゆとろ　10時～12時
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町内イベントカレンダー　9 月

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

1

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

農業委員会総会
第二庁舎　16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）

町税・町営住宅夜間相談（要予約）
役場　19時30分まで

断酒会のつどい
ゆとろ　18時～21時

　◎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）

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6

断酒会のつどい
ゆとろ　18時～21時

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～

詳細P8

◆国民健康保険税 納期限

詳細P20

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～

（議会）議会運営委員会
議場　10時～

（議会）第3回定例会
議場　13時～

（議会）決算審査特別委員会
議場　10時～

（議会）決算審査特別委員会
議場　10時～

（議会）第3回定例会
議場　10時～

（議会）決算審査特別委員会
議場　10時～
（議会）第3回定例会
議場　委員会終了後

＜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
松尾こどもクリニック ♥
384ー8819、9時～17時

認定こども園 公開見学会
夢の国幼稚園・おとぎのくに
10時受付開始 

教科書用図書採択結果等 公表
役場　9時～17時
（15日まで ※土・日曜除く）

詳細P8

公衆浴場 「敬老の日」
15時～21時 30分

30町税・町営住宅夜間相談（要予約）
役場　19時30分まで
※第4木曜日が祝日のため、9月
　は第5木曜日に開催します。

◆当別町文化祭 展示部門
　申込期限

心配ごと相談（社会福祉協議会）
ゆとろ　13時～16時

断酒会のつどい
ゆとろ　18時～21時

バス送迎健診（要予約）
西コミ　8時出発
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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。

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＞
おくの内科胃腸科クリニック
381ー0501、9時～17時

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

＜江別市急病当番医＞
渓和会江別病院 ★
382－1111、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＞
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P28

（議会）第3回定例会
議場　10時～

（議会）第3回定例会
議場　10時～

1歳６カ月児健診・３歳児健診
西コミ　13時～14時

＜江別市急病当番医＞
江別市立病院 
382ー5151、8時30分～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＞
あさひ町南大通クリニック
383ー9816、9時～17時
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人の動き 8月 1日現在　※（　）は前月との比較

人口
世帯

15,462

7,706

人
世帯

7,507人（29人減）
（5世帯減）

（23人減）男
女 7,955人（6人減）

　収穫の秋を迎え、町内の農家さんたちは毎日大忙し。
中小屋の岩中さん宅では、８月中旬からカボチャの収
穫が始まっています。町内で採れたカボチャは主に西
当別野菜集出荷場の貯蔵施設に集められ、選別・箱詰
めされた後、全国各地へ出荷されます。当別産の甘く
ておいしいカボチャは、ふれあい倉庫や道の駅とうべ
つでも購入できますので、ぜひお買い求めください！

実りの秋！カボチャの収穫

　当別まちづくり株式会社主催の「まちかど七夕祭り」
が行われ、多くの子どもたちが七夕を楽しみました。
ミニ縁日ではヨーヨー釣りやくじ引きのほか、わたあ
めを自分で作る体験も行われ、初めてのチャレンジに
子どもたちは緊張、中にはわたあめが手に巻きつく子
も。このほか、ミニあんどんを作るワークショップや
カミネッコンで植樹用の苗を作る体験もあり、短い夏
のイベントを満喫していました。

商店街で縁日と体験！

　当別産カボチャなど旬の野菜や新米、姉妹都市
の宇和島市からじゃこ天も入荷します。

▼日時　9月25日（土）  9時～14時

※内容が一部変更される場合があります。

 ふれあい倉庫 収穫祭
秋の味覚が盛りだくさん！

8月7日・8日　旧・カネヨよねぐち呉服店


