
- 1 - 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 昨年９月に喜寿（満７６歳）・米寿（満８７歳）・白寿（満９８歳）の方にお祝い

としてお渡しした商品券の有効期限がまもなく終了します。有効期限を過ぎますと

利用ができなくなりますので、お早めにご利用ください。 

※一部店舗で取り扱いできない場合があります。 

【有 効 期 限】３月１０日(日)まで 

 

 

 

 

昨年１１月１１日から湧別町商工会で発売した「湧湧商品券」の有効期限がまも

なく終了します。有効期限を過ぎると利用できませんので、お手元に商品券が残っ

ている方はお早めにご利用ください。 
 

【有 効 期 限】１月３１日(木)まで 

【発行者・問い合わせ先】湧別町商工会 ℡２－２２７８ 
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「湧湧（わくわく）商品券」の有効期限は１月３１日までです 

敬老祝い商品券の有効期限は３月１０日までです 

○湧 保健福祉課 福祉係 ５－３７６５ 
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第３４回湧別原野オホーツククロスカントリースキー大会が２月２４日（日）に

開催されます。今大会も国内最長８０ｋｍの湧別原野コースをはじめ、北大雪コー

ス（５６ｋｍ）、遠軽コース（２２ｋｍ）、湧別コース（２４ｋｍ）、１０ｋｍコー

ス、５ｋｍコースとバラエティ豊かな個人種目と、５人１チームの団体種目である

スキー駅伝（９５ｋｍ）を用意しています。 

現在、参加申し込みの受付を行っており、期限は１月２１日（月）までとなって

いますので、お早めにお申し込みください。多くの方のご参加をお待ちしています。 

 

【申込方法】①ＲＵＮＴＥＳ（インターネットエントリー） 

パソコンまたは携帯から下記のＵＲＬにアクセスし、大会エントリ 

ーページの指示に従ってお申込みください。参加料の支払方法は、 

クレジットカード、コンビニ、ＡＴＭ、銀行などから選択できます。 

※ＲＵＮＴＥＳご利用の場合は４,０００円まで２０５円、 

４,００１円以上は５.１５％（税込み）のエントリー手数料が 

かかります。 

≪アクセス先≫ http://runnet.jp/ 

 

②郵便振替 

専用振替用紙（コピー不可）により郵便局窓口で参加料を添えて 

お申込みください。 

※払込手数料１３０円 

 

③大会事務局への直接申込み 

○上商工観光課、○湧 まちづくり推進課「総合窓口」、中湧別出張所、 

遠軽町役場本庁舎・各総合支所へ参加料を添えてお申込みください。 

 

【申込締切日】１月２１日（月）まで 

【問い合わせ先】大会に関するお問い合わせ、パンフレット・大会専用振替用紙の請求 

は、○上 商工観光課（℡２－５８６６）へご連絡ください。  

 

湧別原野オホーツククロスカントリースキー大会の 

参加申込を受け付けています 

○上 商工観光課 観光係 ２－５８６６ 



- 3 - 

 

 

 

 

運動不足になりがちな冬期間の健康増進のため、五鹿山スキー場のご利用をお待

ちしています。 
 

【営業時間】午前１０時～午後９時 

【営業期間】３月３０日（土）まで予定 

【リフト料金】※税込み 

リフト券 高校生以上 中学生以下 

１回券 １３０円 ８０円 

１１回券 １,３６０円 ８４０円 

１日券（午後４時まで） ２,１００円 １,２６０円 

ナイター券（午後４時から） １,０５０円 ６３０円 

シーズン券 ２１,０００円 １２,６００円 

 

【そ の 他】営業時間、期間、開設コースは、天候等により変更する場合があります。 
 

◆クロスカントリースキー練習コース 

五鹿山スキー場内のクロスカントリースキー練習コースは、積雪状況によりご利

用できない場合がありますので、事前に五鹿山スキー場へお問い合わせください。 
 

【練習コース】 

レベル 距離 スタート地点 特徴 

初級 約１.１ｋｍ ロッジ南側 傾斜がゆるやかでスケーティング可能 

中級 約２.１ｋｍ 駐車場東側 アップダウンなど変化に富むコース 

上級 約３.２ｋｍ 駐車場東側 きついアップダウンあり 

【開放時間】午前９時～午後４時（夜間照明はありません。） 
 

【問い合わせ先】五鹿山スキー場 ℡２－３１１１ 
 

 

 

 

 

昨年７月に健康増進法の一部が改正され、学校・病院・児童福祉施設等の受動喫

煙により健康を損なうおそれが高い方が主として利用する施設ならびに行政機関

の庁舎において、敷地内禁煙とすることとなりました。 

 本町としても「望まない受動喫煙」を防止するため、上湧別庁舎・湧別庁舎の役

場両庁舎を平成平成平成平成３１３１３１３１年年年年４４４４月月月月１１１１日日日日よりよりよりより敷地内敷地内敷地内敷地内全面禁煙全面禁煙全面禁煙全面禁煙としますのでお知らせいたし

ます。 

なお、来庁される喫煙者の皆さまにはご不便をお掛けしますが、法の趣旨を十分

ご理解いただき、禁煙の実施にご協力をお願いいたします。 

五鹿山スキー場をご利用ください 

教育委員会 社会教育課 スポーツ振興係 ５－３１３２ 

 

役場庁舎（上湧別庁舎・湧別庁舎）の敷地内禁煙について（再掲載） 

○上 総務課 庶務係 ２－２１１２ 
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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 保健福祉課健康推進係までお申し込みください。 

 

【日程・会場】 

月 日 受付時間 会 場 申込締切日 

２月１５日（金） 

①午後０時３０分～０時４０分 

 

②午後１時００分～１時１０分 

保健福祉センター 

（栄町） 

２月８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、当日会場でご記入ください。） 

●エプロン、コップ（染め出しを希望する方のみ） 

【そ の 他】染め出しを希望されないお子さんは、事前に歯磨きをしてきてください。 

【申 込 先】○湧 保健福祉課健康推進係 ℡５－３７６５ 

 

 

 

 

 

 

 

 ３月３１日（平成３０年度）で指定管理期間が終了する下記の施設につきまして、

４月１日（平成３１年度）からの新しい指定管理者が決定しましたのでお知らせい

たします。 

 

【指定期間】平成３１年４月１日～平成３６年３月３１日（５年間） 

 

施設の名称 指定管理者 

かみゆうべつ温泉チューリップの湯 

上湧別屯田市街地３０１５番地５ 

沢口産業株式会社 

代表取締役  吉田  耕造 

 

※指定管理者は、公募の手続きを行い町議会の議決を得て決定されたものです。 
 

歯科健診・フッ素塗布のご案内 

○湧 保健福祉課 健康推進係 ５－３７６５ 

公共施設の新しい指定管理者を決定しました 

○上 企画財政課 財務係 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

を開催しますのでぜひご参加ください。 

 

【日  時】１月２６日（土） 午後１時～４時 
 

【会  場】地場産品加工センター 
 

【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】うどん 

 

【持参用具】エプロン、バンダナ、持ち帰り用の袋、長靴(２３cm以下の方) 
 

【費    用】１人 ５００円 
 

【定    員】１０人程度 
 

【申込締切日】１月２３日（水） 
 

【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。 

 

 

 

 
 

 遠軽地区（湧別町および遠軽町）は、面積の約８割が森林で占められており、こ

の豊かな森林資源を活かした山づくりが行われていますが、最近は山で働く人材不

足が問題となっています。 

そこで町民の皆さまに｢林業の仕事｣を広く知っていただき、森林を守り育てる担

い手の確保を図るため説明会を開催します。 

 どんな仕事をしているのか実際に働いている方の体験談などトークショーも開

催しますので、山に興味がある方や働いてみたいと思う方など、多くの皆さまのご

参加をお待ちしています。 
 

【日 時】２月３日（日）午後１時３０分～４時（開場：午後１時～） 

【場 所】遠軽町福祉センター ２階大会議室（遠軽町岩見通南２丁目２） 

【内 容】●林業の概要説明 ●参加企業による就業内容説明 

●林業従事者とのトークショー  

【対 象 者】町民の方（どなたでも参加できます。） 

【参 加 料】無料 ※申込みは必要ありません。当日入退場は自由です。 

【主 催】遠軽地区林業推進協議会・遠軽町・湧別町・遠軽地区森林組合 

 

 

 

 

加工実習講習会の参加者を募集します 

○上 農政課 農政係 ２－５８６１ 

｢２０１９遠軽・湧別地区林業合同説明会｣の開催について 

○湧 水産林務課 林務係 ５－３７６３   
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 多くの方々の憩いの場所であるリラ街道の花壇づくりボランティア「リラ街道応援

団」の新規参加団体を募集します。リラ街道をきれいな花でいっぱいにしましょう。 

 

【募集期間】３月２９日（金）まで 

【活動期間】５月～１０月末頃までの約６カ月間 

【活動内容】下記の活動範囲のうち管理できる範囲で、花壇の植えつけや除草等 

の維持管理を行っていただきます。 

【費用負担】花苗と肥料代および新規区画の看板作成費用相当額を町が負担（報償 

費としてお支払い）します。金額は区画場所で決まっています。 

【そ の 他】説明会を４月中旬に開催し、区画を決定します。 

【申込・問い合わせ先】○上建設課管理係 ℡２－５８６９ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

第５０回目を迎える小学生から一般の方までを対象とした新春交歓カルタ大会を

開催します。次のとおり参加者を募集しますので多数のご参加をお待ちしています。 

 

【日 時】１月２０日（日） 開会式：午前８時４５分～ 

【場 所】上湧別農村環境改善センター 

【対 象】①小学生低学年の部（１年～３年） 

②小学生高学年の部（４年～６年） 

      ③一般の部（中学生以上） 

※中学生や高校生の方々と一般の方々の混合でも構いません。 

リラ街道に花を植えてみませんか 

○上 建設課 管理係 ２－５８６９ 

活動範囲 リラ街道（２号線～５号線）・東道路（１号線～２号線） 

５

号

線 

リラ街道 

４

号

線 

３

号

線 

２

号

線 

１

号

線 

道

道

サ

ロ

マ

湖

線 

東道路 

第５０回 新春交歓カルタ大会の開催について（再掲載） 

教育委員会 社会教育課 社会教育係 ５－３１３２ 
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【参 加 料】無料 

【ル ー ル】下の句カルタ競技（詳細は社会教育課にお問い合わせください。） 

【申込方法】１チーム３人１組となり、社会教育課へ電話（℡５－３１３２） 

またはファックス（FAX５－３７１０）でお申込みください。 

住所、氏名、学年（年齢）をお知らせください。 

※３人揃わない場合でも対応できる場合がありますので、お問い合わせください。 

※百人一首教室に参加されている小・中学生については、申込みの必要はありません。 

【申込締切日】１月１５日（火） 

【後  援】百人一首教室実行委員会 

【問い合わせ先】教育委員会 社会教育課社会教育係 ℡５－３１３２ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

日本の伝統行事であるお餅つきですが、最近ではお餅つきを行うご家庭は少ない

のではないでしょうか。子育て支援センターでは、お正月ならではの行事として、

親子で一緒にお餅つきを行います。せっかくの機会ですので、ぜひご参加をお待ち

しています。 
 

【日  時】１月２３日（水） 午前９時４５分～１１時４５分（午前９時３０分集合）  

【場  所】湧別児童センター 地域交流室 

【対  象】町内に居住する就学前の乳幼児をもつ保護者 

      ※親子で一緒にお餅つき体験をしたあと試食しますので、お餅を試食 

できるお子さんに限ります。 

【持 ち 物】エプロン、三角巾、箸やスプーン、飲み物、おしぼり等 

【定  員】１５人 

※託児希望の方はオムツ・水分補給用飲料水・着替えなど必要と思う 

物をご持参ください。 

【申込締切日】１月１８日（金） 

【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。右のＱＲコードをスマートフォン 

等で読み取り、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 

「お餅つき講座」を開催します 

湧別子育て支援センター ５－２４３２ 中湧別子育て支援センター ２－２０４９ 
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町では、季節雇用者の通年雇用化の促進を図るため、国の通年雇用奨励金を活用

して季節雇用者を通年雇用する事業主に対する補助制度「通年雇用化促進事業補助

金」を平成２７年度から実施しています。 

この制度は、継続労働者（通年雇用奨励金〈２年目〉を受給済みの方）を雇用し

ている事業主に対して助成するものです。 

今回は、平成３０年秋までに国から２年目の通年雇用奨励金（継続労働者対象分）

を受給し、引き続き平成３０年１２月１５日までに継続労働者を雇用していた事業

主の方が対象となります。 

 

【補助を受けることができる方】町内に事業所のある事業主の方 

【補 助 対 象】継続労働者で、町民の方に限ります。 

【補 助 額】継続労働者１人あたり１０万円 

【補助金交付申請受付期限】１月３１日（木）まで 

【申請に必要な書類等】●通年雇用化促進事業補助金交付申請書 

●対象となる継続労働者の通年雇用奨励金支給申請書（事業主 

控）および添付書類 

●対象となる継続労働者の通年雇用奨励金支給決定通知書（写） 

●平成３０年１２月分の出勤簿および賃金台帳（写） 

●雇用保険に係る事業所別被保険者台帳（写） 

【申請書の配布・提出・問い合わせ先】○上 商工観光課商工労政係 ℡２－５８６６ 

 

 

 

 

  

平成３０年７月６日「働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法

律」（改正法）が公布され、長時間労働の是正や正規労働者と非正規労働者の間の

不合理な待遇差の禁止などが事業主に義務づけられます。 

改正法は平成３１年４月１日から順次施行されますが、まずは改正法の内容をご

理解いただき、自社の就業規則の見直しなどの準備をすすめるためのセミナーを開

催いたします。 
 

 

【日 時】２月７日（木） 午後１時～３時 
 

【場 所】文化センターＴＯＭ 視聴覚室 

【参 加 料】無料 

【対 象 者】どなたでも参加できます 

※働く方（従業員の方）も受講できます 

【講  師】オホーツク労働事務所 代表 多田 学さん 

 

【申込締切日】１月３１日（木） 
 

【申 込 先】湧別町商工会 ℡２－２２７８ 

通年雇用化促進事業補助金の申請を受け付けます 

○上 商工観光課 商工労政係 ２－５８６６ 

「働き方改革セミナー」の開催 
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  金やレアメタルなどの希少金属の再資源化を目的に小型家電の無料回収を行っ

ていますが、回収ボックス内に小型家電の箱やケースといった回収対象外のものが

多く投入されており、処理に大変苦慮しています。 

 回収ボックスをご利用する場合は、家電本体のみを投入されるようお願いいたし

ます。 

※ケーブルや充電器、キーボードやマウス等の付属品は回収の対象となります。 

 

回収ボックスに投入できないもの回収ボックスに投入できないもの回収ボックスに投入できないもの回収ボックスに投入できないもの        

    

●●●●小型家電製品小型家電製品小型家電製品小型家電製品がががが梱包されている箱、説明書、ケースなど梱包されている箱、説明書、ケースなど梱包されている箱、説明書、ケースなど梱包されている箱、説明書、ケースなど    

 ゴミの分別ルールに従い排出をお願いします。 
 

●●●●小型家電に小型家電に小型家電に小型家電に内蔵されているバッテリー内蔵されているバッテリー内蔵されているバッテリー内蔵されているバッテリー、、、、乾電池乾電池乾電池乾電池    

 火災の原因になりますので、取り外しが容易なものは取り外してください。 

 バッテリーの処分方法は、販売店または家電小売店にお問い合わせください。 
 

●●●●事業所から事業所から事業所から事業所から排出される小型家電、排出される小型家電、排出される小型家電、排出される小型家電、携帯電話、携帯電話、携帯電話、携帯電話、パソコンパソコンパソコンパソコンなどなどなどなど    

 町で設置している回収ボックスは、家庭から出る小型家電を回収するためのもの

なので、投入しないでください。 
 

●●●●家電リサイクル対象商品（テレビ、冷蔵庫、冷凍庫、洗濯機、衣類乾燥機、エア家電リサイクル対象商品（テレビ、冷蔵庫、冷凍庫、洗濯機、衣類乾燥機、エア家電リサイクル対象商品（テレビ、冷蔵庫、冷凍庫、洗濯機、衣類乾燥機、エア家電リサイクル対象商品（テレビ、冷蔵庫、冷凍庫、洗濯機、衣類乾燥機、エア

コン）、コン）、コン）、コン）、ブラウン管を使用したパソコン用モニターブラウン管を使用したパソコン用モニターブラウン管を使用したパソコン用モニターブラウン管を使用したパソコン用モニターなどなどなどなど    

販売店または家電小売店にお問い合わせください。（廃棄は有料です。） 

 
 

 

 

 

「ごみの区分け辞典」に掲載しています 

 

回収対象の小型家電につきましては、町で配布しています 

「ごみの分け方・出し方」のポスターや町ホームページ内の 

「ごみの区分け辞典」に掲載していますので、排出する際の 

参考にしてください。 

 

 ごみの区分け辞典 

http:www.town.yubetsu.lg.jp/70kurashi/02life/03gomi/gomi_jiten.html 

 

 

小型家電回収ボックスのご利用方法 

○上 住民税務課 環境衛生係 ２－５８６３ 
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平成３１・３２年度に湧別町発注の建設工事、設計、測量、地質調査および道路清

掃等の競争入札に参加を希望する方は、次の要領により申請書を提出してください。 

 

１．資格の有効期間 

決定した日から平成３３年３月３１日まで（平成３１～３２年度） 

２．受付期間・時間・場所・申請方法 

（１）期 間：２月１日(金)～２８日(木）まで（土日・祝日を除く） 

（２）時 間：午前８時３０分～午後５時まで（正午～午後１時までを除く） 

（３）場 所：○上 建設課管理係（上湧別屯田市街地３１８番地） 

（４）申請方法：申請書（下記の申請書類一覧）を持参のうえ提出してください。 

       ※湧別庁舎での受け付けや郵送による受け付けはできません。 

３．申請書の様式 

申請書は、（社）北海道土木協会作成の市町村統一様式を使用し「北海道内各

市町村の入札参加資格審査申請について」の申請書類作成要領に基づき記入し提

出してください。（※証明書類はコピー可とします。） 

また、暴力団排除に関する誓約書の提出が義務付けられています。 

申請書類一覧 

 書類の名称 書類の説明 

１ 建設工事等入札参加資格審査申請書 様式１ 

２ 

建設工事入札参加資格審査申請書付票 

設計等入札参加資格審査申請書付票 

様式９ 

様式 10 

３ 総合評定値通知書 様式２ 

４ 

工事（事業）経歴書 

工事経歴書集計表 

様式３ 

様式３の２ 

５ 技術者名簿 様式４ 

６ 代表者身分証明書（個人のみ） 様式５ 

７ 登記事項証明書（法人のみ） 様式６ 

８ 許可・登録証明書 様式７ 

９ 建設業退職金共済組合等の加入・履行証明書 様式８ 

10 納税証明書（国税、道税、市町村民税） 

【個人の方】 

国税：消費税および地方消費税 

道税：道民税 

市町村民税 

【法人の方】 

国税：法人税、消費税および地方消費税 

道税：法人税 

市町村民税：法人税 

※町外業者の方の市町村民税は、本社所在地の証明

書とする。 

11 印鑑証明書  

12 決算書 直近１年分 

平成３１・３２年度 建設工事等入札参加資格審査申請について（再掲載）  

○上 建設課 管理係 ２－５８６９ 
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４．入札参加資格審査を申請できない方    

次のいずれかに該当する方は、入札参加資格審査申請をすることができません。 

（１）地方自治法施行令第１６７条の４第１項の規定に該当する下記の方 

ア 未成年者、成年被後見人、被保佐人および被補助人（ただし、未成年者、被保佐人  

または被補助人であっても契約締結のために必要な同意を得ている方は除く）  

イ 破産手続開始の決定を受けて復権を得ていない方 

ウ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第３２条第１項各号に掲げる方  

（２）地方自治法施行令第１６７条の４第２項の規定により、契約の不正行為を行 

い資格の処分を受けた方でその処分の期間が経過していない方 

（３）営業に関し、法令の規定による許可、免許、登録等を受けていない方 

（４）国税および地方税等を滞納している方 

（５）建設工事を希望する方で、健康保険・厚生年金保険・雇用保険のいずれかひと  

つでも未加入の方（ただし、適用除外の方、建設工事以外を希望する方は除く） 

 

【問い合わせ先】○上 建設課管理係 ℡２－５８６９ 

 

 

 

 
 
 

初心者向けと中級者向けの英会話教室を開催します。たのしく日常英会話を学んでみませんか。 

◆初心者英会話教室  

 

 

 

 

 

◆中級者英会話教室 

 

 

 

 

 

 

【場 所】文化センターＴＯＭ ２階会議室 

【定 員】各１０人 

【受 講 料】無料 

【講 師】外国語指導助手 オリバー ハッチンソン、教育委員会教育総務課 佐藤 美貴 

【申 込 先】１月１７日（木）までに教育委員会教育総務課（℡５－３１４３）へお申し込みください。 

13 委任状 

営業所等に権限（入札、見積、契約の締結･履行、

代金の請求･受領、入札および見積に関する復代理

人の選定等）を委任する場合のみ提出 

14 暴力団排除に関する誓約書 

様式は町ホームページ（http://www.town.yube

tsu.lg.jp/st/55kensetsu/2015-0313-0833

-11.html）または○上 建設課で例示します。 

英会話教室 参加者募集（再掲載） 

教育委員会 教育総務課 総務係 ５－３１４３ 

【日 時】１月２２日～３月１２日までの毎週火曜日 午後７時～８時 (全８回) 

【対 象 者】中学生以上（初めての方、初心に近い方） 

【内 容】初歩的な日常会話 

【日 時】１月２２日～３月１２日までの毎週火曜日 午後８時１０分～９時１０分(全８回) 

【対 象 者】英語のみで進行しますので、簡単な受け答えができる方 

【内 容】テーマに沿っての自由会話、リスニング、スピーチなど 
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全ての事業者（個人事業主、事業所）は、地方税法第３８３条に基づき平成３１

年１月１日現在の状況を期限までに申告する必要があります。 

 なお、申告の際に個人番号（マイナンバー）と本人確認が必要ですので、確認書

類をお忘れないようお願いいたします。 

※事前に事業者へ申告書を送付していますが、新規に事業を開始された方や申告書

が届いていない方は、○上 住民税務課税務係までご連絡ください。 

【申告対象者】●平成３０年中に新しく事業を開始した方 

●個人・法人で事業をしている方（漁師・農家の方も対象となります） 

●償却資産を第三者に貸与、または賃貸している方 

●廃業、解散、休業、移転等をされた場合 

※償却資産を所有していない方も「資産なし申告」をする必要があります。 
 

【対象となる償却資産】●平成３１年１月１日現在において、事業用に供することができる資産 

●税務会計上、減価償却となる資産 

●耐用年数が１年以上で、かつ、個人の場合は取得価格（１個または 

 １組当り）が１０万円以上の資産、法人の場合は取得価格にかかわ 

らず、税務会計上、減価償却資産として固定資産勘定に計上した資産 

●償却済資産（減価償却を終わり、残存価格のみ帳簿に計上されている資産） 

【提 出 方 法】 
 

（１）個人事業主の方 

①本人が窓口で提出する場合 
 

本人の番号確認書類 

＋＋＋＋ 

本人の身元確認書類 

【いずれか１点】 

●個人番号カード 

●通知カード 

●住民票（個人番号記載有） 

【いずれか１点】 

●運転免許証等の官公署が発行した写真付きの書類 

●個人番号カード 

【いずれか２点】 

●健康保険証 ●年金手帳 ●社員証等 

 

②代理人（従業員、税理士等）が提出する場合 

本人（委任者）の番号確認書類 

＋＋＋＋ 

代理人の身元確認書類 

＋＋＋＋ 

代理権確認書類 

【いずれか１点】 

●個人番号カードの写し 

●通知カードの写し 

●住民票（個人番号記載有） 

の写し 

【いずれか１点】 

●運転免許証等の官公署が発

行した写真付きの書類 

●個人番号カード 

【いずれか２点】 

●健康保険証 ●年金手帳 

●社員証等 

【いずれか１点】 

●税務代理権限証 

●委任状 

 

※郵送で提出する場合には、番号確認書類および身元確認書類の写し（委任 

状は原本）を同封してください。 
 

（２）法人事業者の方は、法人番号の記載のみで、上記の確認書類は不要です。 
 

【提出期限】１月３１日（木） 

【提 出 先】○上 住民税務課税務係 ℡２－５８６３ 

事業を営む方は償却資産の申告をお忘れなく（再掲載） 

○上 住民税務課 税務係 ２－５８６3 
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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。） 

 
 

 

 

 

  

１２月１９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 １８ １０ ２８ 

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 ２ １ ３ 

湧愛園 

上湧別 

屯田市街地 

2-3151 

４０人 0 １９ １０ ２９ 

湧愛園ちゅーりっぷ 

の里 ※３ 

２０人 0 ８ ６ １４ 

グループホーム 

※２ 

上湧別館 ※３ 中湧別北町 4-2070 １８人 0 ２ ６ ８ 

有料老人 

ホーム 

小規模多機能 

向日葵 

中湧別東町 2-3618 ２２人 ０ ４ ０ ４ 

リビングケア･ 

オリーブ 

中湧別中町 4-1760 

１人用 

１３室 

０ ０ ２ ２ 

夫婦用 

２室 

０ ０ ０ ０ 

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 ２ ０ ２ 

ケアハウス来夢 

※４ 

上湧別 

屯田市街地 

4-1100 

１人用 

２４室 

０ ８ ０ ８ 

夫婦用 

３室 

0 ０ ３ ３ 

 

 

 

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。 
 

 

 

 

 

 

 

 

町内の高齢者福祉入所施設の空き状況 

○湧 保健福祉課 介護保険係 ５－３７６５ 
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介護保険制度で要介護に認定された高齢者の方などが、所得税の確定申告や住民

税の申告の際に、税控除を受けるための障害者控除対象者認定書（証明書）を発行

しています。 
 

【障害者控除の対象者】平成３０年１２月３１日現在、介護保険法に基づく要介護認定を受け 

た６５歳以上で、認定となった状態が調査等により下記対応表の「日常 

生活自立判定基準」に該当する方。なお、身体障害者手帳、療育手帳、 

精神障害者保健福祉手帳を持っている方は手続きの必要はありません 

が、税控除区分が「障害者」の方でも「日常生活自立判定基準」が「特 

別障害者」に該当する場合は、手続きが必要です。 

※対象者は毎年申請が必要ですのでご注意ください。 

【対 応 表】 

税控除区分 

日常生活自立判定基準 

（介護保険認定調査結果） 

各手帳所持者の障害区分 

（※証明書発行手続き不要） 

（認知症度） （寝たきり度） 

障害者 Ⅱ以上に該当 Ａに該当 

身 体 障 害 者 手 帳（３～６級） 

療 育 手 帳（Ｂ）   

精神障害者保健福祉手帳（２～３級） 

特別障害者 ⅣまたはＭに該当 ＢまたはＣに該当 

身 体 障 害 者 手 帳（１～２級） 

療 育 手 帳（Ａ） 

精神障害者保健福祉手帳（１級） 

（注）表中の判断基準は、障害高齢者の日常生活自立判定基準、認知症である 

高齢者の日常生活自立判定基準に基づきます。 

【認定者の控除額】 

●所得税の障害者控除…納税者自身または控除対象配偶者や扶養親族が所得税 

法上の障害者に当てはまる場合には、一定の金額の所得 

控除を受けることができます。控除できる金額は障害者 

１人につき２７万円です。また、特別障害者に該当する 

場合は４０万円になります。 

●住民税の障害者控除…所得税と同じ条件で次のとおり控除されます。障害者 

１人につき２６万円。また、特別障害者に該当する場合 

は３０万円です。なお、合計所得が１２５万円以下の方 

は、住民税が課税されません。 

【必要なもの】印鑑（申請者および認定者） 

【申 請 先】○湧 保健福祉課介護保険係、○上 住民税務課「総合窓口」、 

中湧別出張所、芭露出張所 

【問い合わせ先】●障害者控除対象者認定書（証明書）の交付について 

        ○湧 保健福祉課介護保険係 ℡５－３７６５ 

●障害者控除の申告について 

紋別税務署 ℡０１５８-２３-２１９１ 

○上 住民税務課税務係 ℡２－５８６３ 

介護保険要介護認定高齢者の障害者控除のお知らせ 

○湧 保健福祉課 介護保険係 ５－３７６５ 


