
- 1 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

  

 
 
 

 

 

 

 

 総務省をかたるメールアドレスから「二回目特別定額給付金の特設サイトを開

設しました。」といった内容や偽の特設サイトに誘導するリンクが含まれたメール

が送信されているとの情報が国に寄せられました。 

 このようなメールやサイトは、総務省などの行政機関によるものではなく、情

報の搾取などを目的としたものと思われますので、決してリンク先にアクセスせ

ず、届いたメールを削除してください。 

 

 

 

 

 

来年２月２８日（日）に開催を予定しておりました「第３６回湧別原野クロス

カントリースキー大会」は、新型コロナウイルス感染症が拡大していることか

ら、選手および大会関係者等の安全・安心を最優先に考え、今大会の開催を中止

することとしました。 

町民の皆さまをはじめ、多くのボランティアの方々や団体、関係機関の皆さま

におかれましては、今後も本大会の運営にご理解とご協力いただきますようお願

いいたします。 

  

令和２年１１月１０日発行 
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高齢者福祉入所施設 空き状況        ６ 
湧別福祉会 職員募集            ７ 
冬の交通安全運動 
バス車両売り払い             ８ 
加工実習講習会              ９ 
バランス丼料理教室 
介護の入門的研修             10 

〈目次〉 
 

定額給付金の給付メールにご注意ください  １ 
湧別原野クロスカントリースキー大会 中止 
保育所の新入所児童募集・上湧別保育所保護者説明会 ２ 
中湧別保育所施設見学会          ３ 
ママの教室 
子どもミュージカル体験事業 中止      ４ 
町営住宅等の入居者募集 
家屋に関する税などの届け出を忘れずに   ５ 

Ｎo.26７ 
 

担当課表記 ○上 ＝役場上湧別庁舎（上湧別屯田市街地） ○湧 ＝役場湧別庁舎（栄町） Ｇ＝グループ 

総務省をかたった特別定額給付金の給付メールにご注意ください 

○上 企画財政課 未来づくりＧ ２－５８６２ 

 

第３６回湧別原野クロスカントリースキー大会を中止します 

○上 商工観光課 商工観光Ｇ ２－５８６６ 
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令和３年４月から町内の保育所に入所を希望する方は、次のとおり入所申請を

してください。 

また、令和４年度から予定している保育所の統合、認定こども園化（民営化）

に先立ち、上湧別保育所に入所対象の児童および通所している児童であっても、

希望する方は令和３年４月から中湧別保育所へ通所できるようになります。つき

ましては、上湧別保育所へ新たに入所または継続入所を予定している児童の保護

者の方を対象に説明会を開催します。ぜひご参加ください。 

 

◆新入所児童の募集 

【保 育 所】湧別、芭露、上湧別、中湧別 各保育所 
 

【対象児童】●湧別保育所 ：生後６カ月から就学前までの児童 

●中湧別保育所：生後６カ月から就学前までの児童（上湧別地区含む） 

●芭露保育所・上湧別保育所：１歳から就学前までの児童 

      ※保育年齢は、令和３年４月１日現在の年齢です。 
 

【入所条件】保護者ならびに同居する祖父母等が就労等により家庭内で児童を保 

育することができない場合。 
 

【保育時間】通常保育［平 日］：午前８時３０分～午後４時３０分 

          ［土曜日］：午前８時３０分～正午 
 

【申込方法】各保育所、○湧 健康こども課、○上 住民税務課に備えてある入所申込書 

と関係書類を提出してください。 
 

【申込期間】１２月１日（火）～２５日（金） 
 

【入所決定】令和３年１月下旬に面接を行い入所決定します。 

面接の日時は、決まり次第申込者にご連絡します。 

 

◆上湧別保育所保護者説明会 

【日  時】１１月１８日（水）午後６時～ 
 

【場  所】上湧別保育所 
 

【対 象 者】上湧別地区の児童の保護者 
 

【内  容】●中湧別保育所への通所について 

      ●保育所統合等の進捗状況報告 

 

【問い合わせ先】○湧 健康こども課 ℡５－３７６５ 

  

保育所の新入所児童の募集および 

「上湧別保育所入所児童募集に向けた保護者説明会」について 

○湧 健康こども課 児童支援Ｇ ５－３７６５ 
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令和４年度から予定している保育所の統合、認定こども園化（民営化）に向

け、町内全域の就学前児童の保護者の方を対象に「中湧別保育所施設見学会」を

開催します。ぜひご参加ください。 
 

【日  時】１１月２９日（日）午前９時～１１時 

     ※時間内であれば自由に見学できます。 
 

【場  所】中湧別保育所 
 

【対 象 者】町内全域の就学前児童保護者（児童参加可） 
 

【問い合わせ先】○湧 健康こども課 ℡５－３７６５ 

 

 

 

 

 

子育て支援センターでは妊婦とママの方を対象に「ママの教室」を開催します。 

第４回は助産師の方から出産や産後についてのお話を聞きます。初めてのお産

で不安なこと、前回のお産と違って不安に思うこと、産後の悩みなど…。ママの

聞きたいこと、助産師の方とお話しませんか。妊婦の方だけでなく、子育て中の

ママもぜひご参加ください。お待ちしています。 

※新型コロナウイルス感染症の感染予防のため、中止する場合があります。 
 

【日  時】１１月２５日（水） 午前１０時～１１時３０分 

【講  師】開業助産師 越後 早苗さん 

【場  所】中湧別なかよし児童センター（中湧別中町） 

【対  象】町内に居住する妊婦の方とその家族、就学前の乳幼児をもつ保護者 

【持 ち 物】母子手帳 

※託児希望の方は、お子さんの着替えやオムツ、水分補給用飲料水、 

その他必要と思われるものをご持参ください。 

【定  員】５人 

【申込締切日】１１月１８日（水） 

【申 込 先】中湧別子育て支援センター ℡２－２０４９ FAX８－７３５０ 

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 

 

 

 

中湧別保育所施設見学会を開催します 

○湧 健康こども課 児童支援Ｇ ５－３７６５ 

「ママの教室」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 
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来年１月６日（水）～１２日（火）に開催を予定していました「子どもミュー

ジカル体験事業」は、新型コロナウイルス感染症による影響から参加者児童・生

徒の安全を確保することが難しいため、中止とします。 

参加を楽しみにしていた児童・生徒の皆さまには大変申し訳ございませんが、

感染リスクが高まる冬期間の事業でもあることをご理解いただきますようお願い

いたします。 

 

 

 

 

 

【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 

すみれ団地 
（上湧別屯田市街地） 

世帯向 令和２年 66.24 ㎡ 2LDK 
20,800 円 

～  
47,800 円 

500 円 
ユニットバス 

灯油ボイラー 
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、随時募集中の住宅もありますので、詳しく 

      はお問い合わせください。 
 

【申込期限】１１月２５日（水） 
 

【入居時期】１２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 

湧別町公式 インスタグラム yubetsu_town 
「フォロー」「いいね！」お願いします 

「子どもミュージカル体験事業」を中止します 

教育委員会 社会教育課 社会教育Ｇ ５－３１３２ 
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毎年１月１日に家屋を所有している方には固定資産税を納めていただきます。

このため、住宅、物置、店舗、事務所、倉庫などの家屋の新築、増改築、取り壊

し、所有者を変更されたときには、必ず届け出をしてください。 

詳細は○上住民税務課（℡２－５８６３）までお問い合わせください。 
 

 

新築、増改築したときは･･･ 

法律により申告の義務がありますので、○上 住民税務課にご連絡ください。 

固定資産税の課税の基礎となる評価額を算出するため、完成後に職員がお伺いし 

て家屋調査をさせていただきます。 
 

一部または全部を取り壊したときは･･･ 

●登記されている家屋 法務局で登記申請してください。町への届け出は不要です。  

●登記されていない家屋 町に届け出がないと課税となります。 
 
 

売買や相続、贈与などで所有者を変更したときは･･･ 

●登記されている家屋 法務局で登記申請してください。町への届け出は不要です。  

●登記されていない家屋 表題登記をするか、町への届け出が必要です。町に届け

出がないと元の所有者に課税となります。（登記した場合

は町への届け出は不要） 
 

※届け出には図面などが必要となりますので、事前にお問い合わせください。 
 

※新築、増改築、取り壊しなどが見受けられる場合は、届け出される前に電話な

どにより状況確認させていただくほか、家屋調査をさせていただく場合があり

ます。 
 

※家屋を含む不動産を取得したときには、地方税法第７３条の１８により、町へ

の申告が義務付けられており、正当な事由がなく届け出しなかった場合には、

北海道税条例第４４条の５により、１０万円以下の過料に処されます。 
 

※登記申請の手続きについては、釧路地方法務局北見支局にお問い合わせください。 
 

 

 
 

湧別高校入学者増加を目指しています  
 

町は「湧別高校」の魅力向上のため、各種補助金の支給やキャリア教育などへの

支援を行っています。湧別高校は将来社会で活躍する生徒の夢を育む高校です。 
 

例えば…通学費全額補助、部活動補助、教科書代金全額補助、 

海外派遣費用補助、各種資格取得費用補助など 
 

【問い合わせ先】教育委員会 教育総務課 ℡５－３１４３ 

家屋に関する税などの届け出を忘れずに！ 

○上 住民税務課 税務Ｇ ２－５８６３ 

 

 

地域の子どもは 
地域で育てる 
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※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。） 

 

 

 
 

 １０月２３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。

詳しくは各事業所へお問い合わせください。（現在の空き状況等は変更となってい

る場合があります。） 
 

 

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 6 26 32 

湧別オホーツク園 

リラの杜 ※３ 
２０人 0 2 3 5 

湖水の杜 ※３ 芭露 4-5525 ２０人 0 1 1 2 

湧愛園 
上湧別 

屯田市街地 
2-3151 

４０人 0 ２０ ２８ ４８ 

湧愛園ちゅーりっぷ 

の里 ※３ 
２０人 0 ９ １６ ２５ 

グループホーム 

※２ 
上湧別館 ※３ 中湧別北町 4-2070 １８人 0 5 15 20 

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 ２ ０ ２ 

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 3 0 3 

ケアハウス来夢 

※４ 

上湧別 

屯田市街地 
4-1100 

１人用 

２４室 
０ １１ ９ ２０ 

夫婦用 

３室 
0 ２ ４ ６ 

 

 
 

待機者がいても空床・室数に空きがある施設については、入所できる場合があ

りますので各施設にお問い合わせください。 
 

 
 

 

 

 

 
 

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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湧別福祉会では、職員を次のとおり募集します。 
 

 

職種 雇用形態 募集人員 資格・条件 勤務場所 

介護職員 臨時職員 若干名 ●介護職員初任者研修 

などの有資格者優遇 

●未経験者歓迎 

●普通自動車免許 

高齢者生活福祉センター【デイサービス】 

（東 41 番地の 11） 

介護職員 臨時職員 若干名 

サポートセンターばろう湖水の杜 

【小規模多機能型居宅介護】 

（芭露 2334 番地の 2） 
 

【応募条件】町内在住または通勤可能な方 

【採用年月日】相談に応じて決定します。 

【賃  金】法人の臨時職員給与規程の定めによります。 

【加入保険】健康保険、厚生年金、雇用保険 ※該当者は加入 

【応募方法】履歴書を１２月２５日（金）までに湧別オホーツク園へ提出してください。 

【面接試験】採用の可否は、面接を実施して決定します。 

面接日は応募者に後日通知します。 

【勤務条件】勤務条件等の詳細は、面接の際に説明します。 

【問い合わせ先】（福）湧別福祉会 湧別オホーツク園（東４１番地の１） ℡５－３６６０  

 

 

 

 

 

冬の交通安全運動が、１１月１３日（金）から１１月２２日（日）までの１０

日間実施されます。 
 

【運動の重点】 

 ●子ども・高齢者をはじめとする歩行者の安全確保 

   外出するときは、明るい服装を心がけ、夜光反射材を身につけ、車に注意 

  して安全をしっかり確認しましょう。 
 

●スリップ事故防止と全席シートベルト着用 

   早朝、夜間は路面凍結のおそれがあるため、早めにタイヤを交換するとと 

  もに、スピードを抑えた運転をしましょう。 
 

●飲酒運転の根絶 

   飲酒運転は悪質で重大な犯罪であると認識を持ち、二日酔い運転を含め、 

飲酒運転は絶対にやめましょう。 
 

 ※運動期間中、町内主要交差点において、交通安全指導員等による歩行者等へ 

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。 

湧別福祉会の職員を募集します 

（福）湧別福祉会 湧別オホーツク園 ５－３６６０ 

 「冬の交通安全運動」が実施されます 

○上 住民税務課 住民生活Ｇ ２－５８６３ 
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不用となったバス車両の売り払い入札を実施します。入札に参加を希望される方

は期限までに売払い申請書を提出してください。事前に車両の現物確認をする場合

は、○上 企画財政課（℡２－５８６２）へご連絡ください。 

なお、入札の実施日等は後日決定し申請者にお知らせします。 
 

【売払い物件】バス車両 １台 

【物件の詳細】車名・型式：日産 ＫＣ－ＵＡ４６０ＨＳＮ 

原動機型式：ＰＧ６ 

初度登録年月：平成７年１０月 

       走 行 距 離：９０１,８８８km 

         車体大きさ：長１,０２０cm×幅２４９cm×高３２０cm 

種別、用途：普通、乗合 

乗 車 定 員：７５人 

車両重量・総重量：車両９,６４０㎏、総重量１３,７６５㎏ 

総 排 気 量：１３,３３０CC 

燃 料 種 類：軽油 

              保 管 場 所：車両センター（曙町） 

【物件の履歴】平成７年度に購入し町営バス運行に使用した車両 

【売払い方法】入札により売り払い先を決定します。 

【売払い条件】●車両は現状渡しとします（付属の物品等はありません） 

●車両の引き渡しは代金納入後に上記保管場所で行います 

●車両の運搬費用は買受者の負担とします 

●車検証は一時抹消登録（登録識別情報等通知書）の状態で引き渡します  

●買受者は引き渡し後速やかに車両の「湧別町」等の表示を消去すること  

【入札参加資格】町内に住所を有する個人もしくは法人。ただし、国税・地方税・

地方公共団体に支払うべき使用料等を滞納していない方。 

【申 込 期 間】１２月１０日（木）まで 

【申 請 方 法】売払い申請書（○上 企画財政課または https://www.town.yubetsu. 

lg.jp/st/kikaku/basuuriharai.html よりダウンロードできます。） 

を、○上 企画財政課へ提出してください。 

 

  

不用となったバス車両の売り払い入札を実施します 

○上 企画財政課 財政 G ２－５８６２ 
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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２６日（木） 午後１時～３時 

【会  場】地場産品加工センター（錦町） 

【対    象】町民の方（小学校３年生以下のお子さまは保護者同伴が条件です。） 

【品    目】ポン菓子 

【持 ち 物】エプロン、バンダナ、持ち帰り用袋、長靴(２３cm以下の方) 

【費    用】１人 ５００円 

【定    員】１０人程度 

【申込締切日】１１月２２日（日） 

【申 込 先】地場産品加工センター ℡５－３７２２ 

【そ の 他】申込者が多い場合は､初めての方を優先させていただきます。 
 

※地場産品加工センターの営業時間は、９月から４月までは午前９時～午後５時 
 

までとなっており、休館日は毎週 月・火曜日と祝日となっています。 

 

 

 

 

 

バランス丼はどんぶり１つで主食・主菜・副菜の目安量が分かるすぐれもので

す。短時間で調理でき、忙しいときにも役立ちます。新しいレシピを知る機会に、

家族やご自身の食事を振り返る機会に参加してみませんか。 

※新型コロナウイルス感染症の発生状況等により、中止する場合があります。 
 

【日 時】１２月３日（木） 午前１０時～午後１時頃 

【場 所】保健福祉センター 調理室（栄町） 

【内 容】①ミニ講話 

②調理実習「ヘルシー・タコライス丼」 

【対 象】町民の方（託児はありません） 

【人 数】８人 

【持ち物】マスク、エプロン、バンダナ、上靴、筆記用具、食材費（６００円ほど）、 

チューリップカード（ない方は当日受付で配布します） 

【申込方法】１１月３０日（月）までに、○湧 健康こども課（℡５－３７６５）ま 

     でお申し込みください。 

 

 

  

加工実習講習会の参加者を募集します 

○上 農政課 農政Ｇ ２－５８６１ 

バランス丼料理教室を開催します 

○湧 健康こども課 健康相談Ｇ ５－３７６５ 
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 介護の経験はないけれども介護に関心がある方や、介護の仕事を考えている方

などを対象に、日常で役立つ介護の基礎知識や介護職として必要な基礎が学べる

入門的研修を開催します。 

介護の仕事の魅力ややりがいを感じること、介護に対する不安や疑問を解決し

たりする良い機会になります。どなたでも無料で参加できますので、ぜひご参加

ください。 

 

【日 時】１１月２８日（土）午前９時～午後０時３０分 
 

【会 場】文化センターＴＯＭ 大ホール（中湧別中町） 
 

【内 容】介護に関する基礎知識、介護の基本 ※受講者には修了証が交付されます。 
 

【対 象】介護に関心のある方 

     ※定年等により退職予定の方、子育てがひと段落した方、高校生などの

学生、介護の仕事を検討している方など、どなたでも参加できます。 
 

【参加費】無料 
 

【定 員】３０人程度（先着順） 
 

【申込締切日】１１月２０日（金） 
 

【申込先】電話：○湧 福祉課 ℡５－３７６１ 

     パソコン・スマートフォン： 

右記ＱＲコードまたは電子申請サービス 

（https://www.harp.lg.jp/VQ4Sd2pq）に 

アクセスし、申し込んでください。 
 

【その他】新型コロナウイルス感染症感染防止のため、社会的距離（ソーシャル

ディスタンス）等に十分配慮して実施します。また、当日はマスクを

着用していただくほか、３７.５℃以上の発熱がある方、体調不良の方

は、受講をお控え願います。 

 

 

                                
 

        

介護に関心がある方のための「入門的研修・基礎編」を開催します 

○湧 福祉課 福祉Ｇ ５－３７６１ 

電子申請サービス 

「新しい生活様式」を実践しましょう 


