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密閉・密集・密接 

３つの「密」をさけよう！ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 

 

 

 
 

 

 

５月２０日現在、新型コロナウイルス感染症の感染拡大または防止の 

ため、中止・延期となった主な行事等は次のとおりです。最新の情報は、 

町ホームページや各担当へご確認ください。 ※○教＝教育委員会 
 

月日 行事等 対応 問い合わせ先 

５月・６月 各小・中・義務教育学校 運動会 
延期 

(時期未定) 
○教教育総務課   ℡５－３１４３ 

６月 ２日（火） 特設なんでも相談所 中止 ○上住民税務課   ℡２－５８６３ 

６月２０日（土） 我がまち湧別町のお宝をたずねる旅 中止 ○教社会教育課   ℡５－３１３２ 

６月 湧別町消防団 春季消防演習 中止 
消防署 湧 別出張所 ℡５－２３８８ 

上湧別出張所 ℡２－４１１１ 

６月 健康運動教室・運動指導 中止 ○教社会教育課   ℡５－３１３２ 

６月・７月 各保育所 運動会 
延期 

(時期未定) 
○湧健康こども課  ℡５－３７６５ 

７月１８日（土） 

１９日（日） 
屯田七夕まつり 中止 ○上商工観光課   ℡２－５８６６ 

町営住宅等入居者募集          ８ 
屯田会会員の募集            ９ 
畜犬登録と狂犬病予防注射 
教科書展示会              10 
北見年金事務所出張相談所開設 
危険物安全週間             11 
はかりの定期検査 延期 
講座「おしゃべりしましょ」       12 
６月子育て支援センター予定表      13 
町税の徴収猶予             14 
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新型コロナウイルス感染症による行事等の中止・延期について 
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児童手当・特例給付を受給している方は、毎年６月に現況届を提出する必要が

あります。これは、毎年６月１日の世帯状況を現況届により湧別町に届け出し、

引き続き受給資格があるかを確認するためのものです。 

 対象の方には、６月に「現況届」の用紙をお送りしますので、必要書類を添え

て提出してください。 

 現況届を提出いただけない場合は、６月以降の児童手当が受給できませんので、

期限内に必ず提出いただくようお願いいたします。 

※５月以降に初めて湧別町で認定請求した方（５月中に第一子が生まれた方、 

 ５月中に湧別町へ転入した方など）は現況届を提出する必要はありません。 
 

【提出期限】６月３０日（火） 

【受付時間】午前８時３０分～午後５時１５分（土日・祝日は中湧別出張所のみ） 

【提 出 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 

 

 

 

 

 

新型コロナウイルス感染症緊急経済対策として「子育て世帯への臨時特別給付

金」が、児童手当（特例給付を除く）を受給する世帯（子育て世帯）に対し、対

象児童１人あたり１万円支給されます。 

公務員以外の方には郵送にてご案内していますが、公務員の方は、児童手当が

勤務先から支給されていることから町で対象者が把握できないため、次のとおり

申請が必要です。お忘れのないようご注意ください。 
 

【対象児童】令和２年３月３１日までに生まれた児童 

【支給対象者】対象児童を監護する方で、令和２年３月分または４月分の児童手当 

（特例給付を除く）の受給資格がある方。 

【申請方法】９月３０日（水）までに、勤務先から配布されている「子育て世帯

への臨時特別給付金申請書」と「児童手当受給状況証明書」を、下

記の提出先へ提出してください。 

【受付時間】午前８時３０分～午後５時１５分（土日・祝日は中湧別出張所のみ） 

【提 出 先】令和２年３月３１日（基準日）に住民登録されている市町村へ提出 

してください。本町では、○湧健康こども課、○上住民税務課、中湧別 

出張所、芭露出張所および郵送にて受け付けています。 

 

  

児童手当・特例給付「現況届」手続きのご案内 

 ○湧健康こども課 児童支援Ｇ ５－３７６５ 

公務員の子育て世帯への臨時特別給付金の申請について 

 ○湧健康こども課 児童支援Ｇ ５－３７６５ 
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新型コロナウイルス感染症の発生に伴い、手指の消毒等のため消毒用アルコー

ルを使用する機会が増えています。 
 

アルコールは、 

●火気に近づけると引火しやすい。 

●アルコールから発生する可燃性蒸気は、空気より重く、低いところにたまりやすい。 

という特徴があります。 
 

そのため、消毒用アルコールの取り扱いには、火災予防のため、次のことに十分

注意してください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【問い合わせ先】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 

 

 

 
 

  

消毒用アルコールの安全な使い方 

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 

 

消 毒 用 

アルコール 
 

火 気 厳 禁 

 

消毒用アルコー 

ルを使用するとき 

は、火気の近くで 

使用しないように 

しましょう。 

消毒用アルコールの容器を設置・ 

保管する場所は、直射日光が当た 

る場所や高温となる場所は避けま 

しょう。 

また、容器を落下させたり、衝 

撃を与えたりしないよう気をつけ 

ましょう。 

消毒用アルコールの容器詰替え

は、通気性の良い場所や換気が行

われている場所で行いましょう。 

また、容器には「消毒用アルコ

ール」や「火気厳禁」などの注意

事項を記載しましょう。 

新型コロナウイルス感染症は、風邪や季節性インフルエンザ対策と同様に手洗いや 

せきエチケットなどの実施がとても重要です。 

町民一人ひとりが感染症対策に努めていただきますようお願いいたします。 

せきエチケットを守る 
●人が集まるところで咳やくしゃみをする時は、ティッシュなどで鼻
や口を押え、とっさのときには袖や上着の内側で鼻と口をおおうよ
うにしましょう。

しっかり手洗い 
●せっけんでよく泡立て、手をよく洗う。指先や手首、手の甲も忘れずに。 
●洗い終わったら、十分に水を流し、清潔なタオルやペーパータオルでよく
拭き取る。
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総合健診の受診を希望される方は、下記により電話にてお申し込みください。 

ただし、今後の新型コロナウイルス感染症の発生状況等により、日程変更また

は中止になる場合があります。 
 

【日程・会場等】 

日  程 会  場 受付時間 

６月３０日（火） 

保健福祉センター 
①午前６時 

 

②午前７時 

 

③午前８時 

 

④午前９時 

７月 １日（水） 

７月 ２日（木） 

７月 ３日（金） 

７月 ４日（土） 

７月 ５日（日） 

７月２９日（水） 上芭露地区公民館 

７月３０日（木） 芭露畜産研修センター 

７月３１日（金） 計呂地地区活性化センター 

8月 １日（土） 保健福祉センター 

 ※新型コロナウイルス感染症対策として、濃厚接触を避けるため、１時間あた 

りの受付人数を制限させていただきます。 
 

【対象者と料金】 

 ＊社会保険被扶養者の方でも、保険証と受診券（事業所発行）があれば、町の特

定健診を受診することができます。（事前の予約が必要です。） 

※ピロリ菌検査は、特定健診受診者が対象です。過去に除菌治療した方、陽性と

判定された方は対象外です。 

※肝炎検診は、一度受診された方は対象外です。 

 ※エキノコックス症検査は、５年以上検査を受けていない方が対象です。 

 ※生活保護世帯の方は無料です。 
 

【健診実施機関】北海道労働保健管理協会 

【申 込 締 切 日】６月１７日（水） 

【そ の 他】チューリップポイント対象事業です。 

チューリップカードをお持ちの方は、受付でご提示ください。 

【申込・問い合わせ先】○湧健康こども課 ℡５－３７６５ 

 

特定健診（基本健診） 
腹部超音波  

検査 

胃がん 

検診 

肺がん検診 大腸 

がん 

検診 

前立腺 

がん検診 
(50 歳以上) 

肝炎検診 
(40 歳以上) 

ｴｷﾉｺｯｸｽ 

症検査  
ピロリ 

菌検査 
 喀痰 

19～29歳 1,500円         

無料 

30～39歳 1,500円 800円 

1,000円 1,000円 200円 300円 300円 

  

40～74歳 
1,500円 

国保加入者のみ* 
800円 400円 400円 

後期高齢者医療 

被保険者の方 
800円 400円 500円 500円 100円 200円 200円 200円 200円 

総合健診のご案内 

○湧健康こども課 健康相談Ｇ ５－３７６５ 
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１歳から就学前までのお子さんを対象に、歯科健診・フッ素塗布を行います。

希望される場合は、○湧健康こども課までお申し込みください。 

ただし、新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、中止する場合があります。  
 

【日程・会場】 
月 日 受付時間 会 場 申込締切日 

６月１２日（金） 午後０時３０分～１時 保健福祉センター（栄町） ６月５日（金） 

 

【流 れ】①受付 ②染め出し（希望者のみ） ③ブラッシングチェック 

④歯科健診 ⑤フッ素塗布（綿球法または歯ブラシ法を選べます。） 

※染め出しとは、歯垢（プラーク）を赤く染め、歯の色を区別しや 

 すくするものです。磨き残しがある場所を確かめることができる 

ため、歯磨きの癖を知ることができます。 

【料 金】無料 

【持 ち 物】●母子手帳  ●歯ブラシ 

●問診票（お手元に無い方は、お申し込みの際にお伝えください。） 

●エプロン（染め出しを希望する方のみ） 

【そ の 他】事前に歯磨きをしてきてください。 

【申 込 先】○湧健康こども課 ℡５－３７６５ 

 

 

 

 

 

 
月  日 内科当番 外科当番 

６月 ７日（日） 
瀧本皮膚科クリニック 

（0158-42-8048） 

遠軽厚生病院 

（0158-42-4101） 

６月１４日（日） 
みずしま内科クリニック 

（0158-42-3214） 

曽我病院 

（2-2001） 

６月２１日（日） 
はやかわクリニック 

（0158-49-2525） 

遠軽共立病院 

（0158-42-5215） 

６月２８日（日） 
遠軽厚生病院 

（0158-42-4101） 

 

  

歯科健診・フッ素塗布のご案内 

○湧健康こども課 子育て相談Ｇ ５－３７６５ 

 

６月の当番病院のお知らせ 

○湧健康こども課 健康相談Ｇ ５－３７６５ 
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乳がん・子宮頸がん検診を実施します。２年に一度の受診を目安に町の集団検

診をご利用ください。なお、乳がん検診はガイドラインに基づき「マンモグラフ

ィー撮影のみ」となります。 

ただし、新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、日程変更・中止する場

合があります。 

 

 

 

 

【日程・会場】６月１８日（木） 会場：文化センターＴＯＭ 

受付時間 

各時間予約状況  ○＝予約可能 

申込締切 
乳がん検診 

子宮頸がん検診 

経膣超音波検査 

午前 ９時００分 定員に達しました ○ 

６月１０日（水） 

９時３０分 ○ ○ 

１０時００分 ○ ○ 

１０時３０分 ○ ○ 

午後 １時００分 ○ ○ 

１時３０分 ○ ○ 

   ２時００分 ○（定員までもうすぐ） ○ 

※定員になり次第、締め切りとさせていただきます。 

※定員に達した場合は、１０月２８日（水）に保健福祉センターで、同様の検査

項目で検診が実施されますので、ご利用ください。 
 

【検査項目・費用】 

検査項目 20～39歳 40～74歳 後期高齢者 

乳がん検診（マンモグラフィー撮影のみ）  1,200円 600円 

子宮頸がん検診（細胞診） 1,000円 500円 

経膣超音波検査（子宮頸がん検診と併せて実施） 500円 

※生活保護世帯の方は無料です。 

※乳がん検診と子宮頸がん検診は同時に受けることができます。 

※子宮を摘出された方は、経膣超音波検査のみの受診も可能です。 

【申込・問い合わせ先】○湧健康こども課 ℡５－３７６５ 

  

昨年度（平成 31年 4 月～令和 2年3 月までの間）に町で行う集団検診また

は個別検診で町の助成を受けられた方は、今年度は対象外となります。過去の

受診年度が不明な方はお問い合わせください。 

乳がん・子宮頸がん検診のご案内（再掲載） 

○湧健康こども課 健康相談Ｇ ５－３７６５ 
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６月１０日（水）に次の日程で移動献血車が町内を巡回します。皆さまのご協

力をよろしくお願いいたします。 

※血液センターでは、献血にご協力いただいた方々へ、後日郵送により７項目の

生化学検査成績および８項目の血球計数検査成績をお知らせしています。ご自

身の健康管理にお役立てください。 

 
 

 

 

 

花いっぱいの道実行委員会が中心となり、住民の皆さんにより上湧別地区の国

道花壇に植えられているチューリップ球根を次のとおり提供します。各自で掘り

取りのうえご活用ください。 

なお、一部提供できない花壇がありますので、ご注意ください。 
 

【提供期 間】６月８日（月）～１１日（木）の４日間（期間中でも、抜き取り 

を終了している花壇もありますのでご了承願います。） 

【提供できない花壇】中湧別中町［旧中湧別駅前通～９号線（柴田家具店前）まで］に

植えられている球根は提供できませんので、このほかの国道花壇

からお取りください。 

【花 の 色】赤、黄色、淡桃色の３色があります。 

【掘り取りの際は…】交通事故に十分に気をつけて、球根に茎と葉っぱが付いた状態で 

掘り取ってください。 

【そ の 他】※６月１３日（土）までに、上湧別地区の国道花壇に咲いていた 

チューリップの抜き取りをお願いしています。（南町地区は 

６月１４日（日）に一斉抜き取り） 

抜き取ったチューリップは６月１４日（日）に町が回収します 

が、家庭で出たゴミは回収しませんので、その場に出さないよ 

うにお願いいたします。 

             ※むやみに花壇に入ったり、車両で乗り入れたりしないようにご 

        注意願います。 

※上湧別屯田市街地の花皆遊公園（バス停「上湧別」前）のチュー 

リップ球根も提供できますので、上記期間に掘り取りください。 

月 日 実施場所 時 間 

６月１０日（水） 

湧別町役場 湧別庁舎 前 午前１０時００分～１１時４０分 

湧別オホーツク園 前 午後 １時１０分～ １時４０分 

湧別町農業協同組合 本所 前 ２時１０分～ ３時１０分 

湧別漁業協同組合 前 ３時４０分～ ４時３０分 

献血にご協力をお願いします 

○湧福祉課 福祉Ｇ ５－３７６１ 

国道花壇のチューリップ球根を提供します 

○上総務課 広報・自治会Ｇ ２－２１１２ 
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【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 

緑町団地

（緑町） 
世帯向 平成18年 79.26㎡ 3LDK 

22,100円 

～  
50,800円 

200円 
ユニットバス 

灯油ボイラー 
1戸 

あやめ団地 

（栄町） 
世帯向 

平成14年 

平成17年 
79.46㎡ 3LDK 

21,400円 

～  
50,500円 

100円 
ユニットバス 

灯油ボイラー 
２戸 

あやめ団地 

（栄町） 
世帯向 平成14年 63.91㎡ 2LDK 

17,100円 

～  
39,400円 

100円 
ユニットバス 

灯油ボイラー 
1戸 

いちい団地 

（中湧別東町） 
世帯向 平成5年 75.7㎡ 3LDK 

20,800円 

～  
34,400円 

600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】６月８日（月） 
 

【入居時期】６月下旬からの予定 

  

町営住宅等の入居者を募集します 

○上建設課 管理Ｇ ２－５８６９ 
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屯田会では、湧別屯田兵とその家族の開拓の苦労をしのび、その偉業を永く後 

世に伝えると共に会員相互の親睦を図ることを目的とした活動を行っています。 

会員を随時募集していますので、この会に賛同いただける方はお申し込みください。 
 

【対 象 者】湧別屯田兵の子孫および本町に在住する方で、この会の趣旨に賛同 

      いただける方 

【主な行事】開拓招魂祭、屯田七夕まつりでの屯田兵行進、会員親睦など 

【年 会 費】５００円 

【申 込 先】○上総務課 ℡２－２１１２ 

 

 

 

 

 

犬の飼い主には飼い犬の登録（一生に一回）と予防注射（年一回）が法律で義

務付けられています。令和２年度６月の畜犬登録および狂犬病予防注射日程等は

次のとおりですので、お近くの会場で予防注射を受けるようお願いいたします。 
 

【費 用】●畜犬登録料  ３，０００円 

●予防注射料  ３，２４０円（注射済票発行手数料５５０円を含む） 

          ●予防注射往診料    ５００円 

●予防注射済票発行手数料  ５５０円 
 

【日 程】 

月  日 実  施  場  所 時   間 

６月７日

（日） 

栄町 役場湧別庁舎前 午前  ９時００分～  ９時３０分 

登栄床 登栄床地区防災センター前 ９時５０分～１０時１０分 

芭露 芭露地区会館前 １０時３０分～１０時５０分 

中湧別中町 老人憩の家前 １１時１０分～１１時３０分 

上湧別屯田市街地 上湧別農村環境改善センター前 １１時４０分～正午     
 

【問い合わせ先】○上住民税務課 ℡２－５８６３ 

  

屯田会会員の募集について 

○上総務課 総務Ｇ ２－２１１２ 

 

畜犬登録および狂犬病予防注射日程のお知らせ（再掲載） 

○上住民税務課 住民生活Ｇ ２－５８６３ 
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保護者や町民、教育関係者の皆さんに、実際に教科書を手にとり理解を深めて

いただくため、小・中・義務教育学校で現在使用している教科書および来年４月

から使用予定の教科書の見本を次のとおり展示します。この機会にぜひご覧くだ

さい。 
 

会 場 期 間 時 間 

文化センターさざ波 

ロビー 
６月12日（金）～25日（木） 

午前９時～午後１０時 

（月曜日は午後５時まで） 

中湧別図書館 

６月26日（金）～７月７日（火） 
 

※６月29日（月）、30日（火）、 

７月６日（月）は休館日です。 

午前１０時～午後６時 

 

 

 

 

 

北見年金事務所による年金相談が、次の日程により開催されますのでお知らせ

します。年金相談は、会場における混雑を緩和し、お客さまの相談時間を十分に

確保するため、完全予約制です。相談予約は、電話にてお申し込みください。 

開設日 開設会場 開設時間 

６月１７日（水） 

紋別市民会館（紋別市潮見町１丁目） 

午後 １時～  ５時 

６月１８日（木） 午前 ９時～午後２時３０分 

７月 ２日（木） 
遠軽町保健福祉総合センター・げんき 21 

（遠軽町1条通北 1 丁目） 
午前１０時～午後４時 

８月 ５日（水） 

紋別市民会館（紋別市潮見町１丁目） 

午後 １時～  ５時 

８月 ６日（木） 午前 ９時～午後２時３０分 

【電話予約申込先】北見年金事務所お客様相談室 ℡０１５７－３３－６００７ 

（自動音声案内、番号１→２を押してください） 

※相談日の１カ月前から受け付けしています。 

※人数に制限がありますので、詳しくは北見年金事務所お客様相談室までお問 

 い合わせください。 

  

教科書展示会を開催します 

教育委員会 教育総務課 教育管理Ｇ ５－３１４３ 

 

北見年金事務所出張相談所開設のお知らせ 

○上住民税務課 住民生活Ｇ ２－５８６３ 
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職場や家庭で何気なく使っている危険物を含む製品を確認し、使用上の注意事

項や正しい使用方法を十分理解し、危険物に関する事故を防止しましょう。 
 

【危険物の例】ガソリン、灯油、スプレー缶、塗料、消毒用アルコールなど 

【期   間】６月７日（日）～１３日（土） 
 

今年度の危険物安全週間推進標語 

「訓練で 確かな信頼 積み重ね」 
 

 

 

 

 

商店・工場・学校・病院などで取引や証明に使用する「はかり」「分銅」「おも

り」（特定計量器）は、計量法に基づき２年ごとに知事が行う定期検査を受け、合

格したものでなければ使用できません（計量士による検査を受けた計量器等は、

定期検査が免除されます）。 

しかし、今年度は検査年であり６月に実施予定でしたが、新型コロナウイルス

感染症の感染拡大防止のため延期となりました。 

検査対象者には、新しい日程が決まり次第、検査日時、受検場所などを通知し

ます。 
 

【問い合わせ先】○上商工観光課 ℡２－５８６６ 

 

 

 

町では、ふるさと応援寄附（ふるさと納税）のお礼の品を提供していただける

事業者の皆さまを募集しています。 

提供していただくお礼の品は、町内で生産・加工されている商品、町内産の原

料を使用している商品など、一定の条件を満たしている必要があります。 

提供していただいたお礼の品の商品名や事業者名は、ふるさと納税ポータルサ

イトなどに掲載され、全国に向けてＰＲできます。 

なお、提供にあたっては、申し込みと審査が必要となります。詳細は、○上企画
財政課（℡２－５８６２）までお問い合わせください。 

 

～全国へまちの魅力を発信してみませんか？～ 
 

「はかり」の定期検査を延期します 

○上商工観光課 商工観光Ｇ ２－５８６６ 

 

危険物安全週間について 

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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子育て支援センターは、日々の家事や育児に慌ただしいお母さんたちの子育て

の不安やストレスを少しでも軽減できるような場所でありたいと考えています。

そこで、６月の講座は「おしゃべりしましょ」と題して、子育て真っ最中のお母

さん同士気軽におしゃべりできる場を提供します。絵本の読み聞かせやわらべう

たもご紹介します。皆さんのご参加お待ちしています。 

※新型コロナウイルス感染症対策のため、中止になる場合があります。 
 

【日  時】６月１７日（水） 午前１０時～１１時３０分 

【場  所】中湧別なかよし児童センター（中湧別中町） 

【対  象】町内に居住する就学前の乳幼児をもつ保護者 

【持 ち 物】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】１０人 

【申込期限】６月１０日（水） 

【申 込 先】湧別子育て支援センター  ℡５－２４３２ FAX５－２２３７ 

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・託児希望の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メールアドレス suku.suku@town.yubetsu.lg.jp 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

講座「おしゃべりしましょ」を開催します 

○湧健康こども課 子育て相談Ｇ ５－３７６５ 

 

防災メールに登録してください！ 

『サポートメール＠防災ゆうべつ』 
 

 

町では大雨・暴風雪や洪水警報をはじめとする気象情報、地震情報などが 

発表された場合に、あらかじめ登録された携帯電話・スマートフォンや自宅 

パソコンにメールで一斉配信するサービスを導入しています。 

登録手続は２４時間いつでも可能で、登録・配信は無料です。 

次のメールアドレスを入力するか、ＱＲコードを読み取り、空メールを 

送信してください。数分で登録用のメールが送信されてきますので、内容 

を確認の上、手順に従って登録してください。 
 

【メールアドレス】          【Ｑ Ｒ コ ー ド】 

touroku@i.town.yubetsu.lg.jp 

 

 

 
 

メールアドレス 
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子育て支援センターでは、親子が一緒に楽しく遊ぶ育児学級や、お母さんのた

めの講座などさまざまな活動を行っています。乳幼児とその保護者の方であれ

ば、どなたでも利用できますので、ぜひ一度遊びに来てみてください。 
 

※新型コロナウイルス感染症対策のため、中止または日程変更する場合があります。 

 
 

※日曜・祝日は閉館 湧別 湧別子育て支援センター（℡５－２４３２） 中湧 中湧別子育て支援センター（℡２－２０４９） 

  

月 火 水 木 金 土 

１ 2 ３ ４ ５ ６ 

★育児学級ぴよぴよ 

湧別午前10時00分 

    ～11時30分 

 

●開放日 

湧別午後1時～5時 

中湧午前9時～午後5時 

★育児学級げんき 

湧別午前10時00分 

    ～11時30分 

 

●開放日 

湧別午後1時～5時 

中湧午前9時～午後5時 

 

 

 

 

●開放日 

湧別・中湧 

午前9時～午後5時 

★育児学級ぴよぴよ 

中湧午前10時00分 

    ～11時30分 

 

●開放日 

湧別午前9時～午後5時 

中湧午後1時～5時 

★育児学級げんき 

中湧午前10時00分 

    ～11時30分 

 

●開放日 

湧別午前9時～午後5時 

中湧午後1時～5時 

 

 

 

 
●開放日 

湧別・中湧 

午前9時～午後5時 

８ ９ １０ 11 １２ １３ 

★育児学級ぴよぴよ 

湧別午前10時00分 

    ～11時30分 

 

●開放日 

湧別午後1時～5時 

中湧午前9時～午後5時 

★育児学級げんき 

湧別午前10時00分 

    ～11時30分 

 

●開放日 

湧別午後1時～5時 

中湧午前9時～午後5時 

 

 

 

 
●開放日 

湧別・中湧 

午前9時～午後5時 

★育児学級ぴよぴよ 

中湧午前10時00分 

    ～11時30分 

 

●開放日 

湧別午前9時～午後5時 

中湧午後1時～5時 

★合同育児学級 

中湧午前10時00分 

    ～11時30分 

 

●開放日 

湧別午前9時～午後5時 

中湧午後1時～5時 

 

 

 

 
●開放日 

湧別・中湧 

午前9時～午後5時 

１５ １６ １７ １８ １９ ２０ 

●乳幼児相談 

湧別午前10時00分 

    ～11時30分 

※申し込み不要 

 

●開放日 

湧別午後1時～5時 

中湧午前9時～午後5時 

★育児学級げんき 

湧別午前10時00分 

    ～11時30分 

 

 

●開放日 

湧別午後1時～5時 

中湧午前9時～午後5時 

●講座「おしゃべりしましょ」 

中湧午前10時00分 

    ～11時30分 

※申し込み必要 

 
●開放日 

湧別午前9時～午後5時 

中湧午後1時～5時 

★育児学級ぴよぴよ 

中湧午前10時00分 

    ～11時30分 

 

 

●開放日 

湧別午前9時～午後5時 

中湧午後1時～5時 

★育児学級げんき 

中湧午前10時00分 

    ～11時30分 

 

 

●開放日 

湧別午前9時～午後5時 

中湧午後1時～5時 

 

 

 

 

 
●開放日 

湧別・中湧 

午前9時～午後5時 

２２ ２３ ２４ ２５ ２６ ２７ 

★育児学級ぴよぴよ 

湧別午前10時00分 

    ～11時30分 

 

 

●開放日 

湧別午後1時～5時 

中湧午前9時～午後5時 

★育児学級げんき 

湧別午前10時00分 

    ～11時30分 

 

 

●開放日 

湧別午後1時～5時 

中湧午前9時～午後5時 

●出張育児学級 

上湧別保育所 

午前1０時00分 

   ～11時30分 

 

●開放日 

湧別・中湧 

午前9時～午後5時 

★育児学級ぴよぴよ 

中湧午前10時00分 

    ～11時30分 

 

 

●開放日 

湧別午前9時～午後5時 

中湧午後1時～5時 

★育児学級げんき 

中湧午前10時00分 

    ～11時30分 

 

 

●開放日 

湧別午前9時～午後5時 

中湧午後1時～5時 

 

 

 

 

 
●開放日 

湧別・中湧 

午前9時～午後5時 

２９ ３０     

★育児学級ぴよぴよ 

湧別午前10時00分 

    ～11時30分 

 

●開放日 

湧別午後1時～5時 

中湧午前9時～午後5時 

★育児学級げんき 

湧別午前10時00分 

    ～11時30分 

 

●開放日 

湧別午後1時～5時 

中湧午前9時～午後5時 

●印は乳幼児をもつ保護者の方であればどなたでも利用できます。 

★印は育児学級に登録している方が利用できます。 

 

【育児学級への申込方法】 

就学前の乳幼児とその保護者および妊婦の方が対象です。登録制となっています。申込

用紙に必要事項をご記入のうえ、直接または FAXにてお申し込みください。両支援セン

ターで随時受け付けています。 

子育て支援センター６月の予定表を掲載します 

○湧健康こども課 子育て相談Ｇ ５－３７６５ 
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新型コロナウイルス感染症の影響により事業等に係る収入に相当の減少があっ

た納税者の方に対し、１年間、町税の徴収の猶予を受けることができる特例制度

が創設されました。 

担保の提供は不要です。また、徴収猶予の期間中、延滞金は発生しません。 
 

【対象税目】令和２年２月１日～令和３年１月３１日が納期限の町税 

（個人町民税、法人町民税、固定資産税、軽自動車税、国民健康保険税） 
 

【対 象 者】下記の条件にすべてあてはまる納税者・特別徴収義務者 

      ●令和２年２月１日から令和３年１月３１日までのうち任意の１カ

月間以上の期間において、新型コロナウイルス感染症の影響（自

身や家族の感染、蔓延防止の措置による影響）により、事業等に

係る収入が前年同時期に比べておおむね２０％以上減少している

こと。 

      ●一括で納付・納入することが困難であること。 
 

【申請方法】申請には資料や状況の確認が必要となりますので、下記①～③を用

意して○上住民税務課までお越しください。 

      ①申 請 書：○上住民税務課に備えてあります。町ホームページ 

（https://www.town.yubetsu.lg.jp/virus/zeikinyuyo.html）  

からもダウンロードできます。 

      ②預金通帳等：売上帳、現金出納帳など、事業等に係る収入が減少し

た事実が分かる書類。昨年同時期との比較を行うた

め、事実判明より１年前までの書類が必要です。 

            （提出が難しい場合は、口頭で良い場合があります。） 

      ③印  鑑：会社であれば社印をご持参ください。 
 

※感染拡大防止・窓口混雑緩和のため、郵送やｅＬＴＡＸによる申請 

も受け付けていますので、ご活用ください。 
 

【申請期間】納期限が令和２年６月３０日までのものは、６月３０日（火）まで、       

令和２年７月１日以降のものは、各税目の納期限日まで。 

 

 

 

 

 

 

 

～新型コロナウイルス感染症の影響により納税が困難な方へ～ 

町税の徴収猶予の特例制度があります 

○上住民税務課 税務Ｇ ２－５８６３ 

 

湧別町公式 インスタグラム yubetsu_town 

チューリップも楽しめます！「フォロー」「いいね！」お願いします 


