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　次の町道につきましては、冬期間の通行に支障が考えられること

から、通行止めにいたしますので、ご迷惑などをおかけしますが、

ご協力願います。

・通行止めの路線

　①岩清水アブカシャンペ線（泉、大森宅～アブカシャンペ橋）

　②大富東泊津線（大富、宮下宅～東泊津、赤坂宅の間）

　③大狩部町田金井線（大狩部、渋谷宅～節婦、川島宅の間）

・通行止めの期間

　降雪時から春先の通行安全を確認した日まで

・その他

　①雪が降った時点でバリケードを設置し、通行止めといたします

　ので、ご了承下さい。

　②農地での作業や狩猟などでバリケードを開けて通行した場合に

　は、必ず元の状態に戻して下さい。

●問い合わせ先

　 建設水道課管理グループ　☎ 0146・47・2518

役場からのお知らせ
 － Niikappu Town Office Information －

町道の冬期間通行止め

ご寄附ありがとうございました。
（敬称略）

●活躍する競走馬づくりの支援に役立ててと

☆㈲キタジョファーム （500,000円 )

●まちづくりに役立ててと

☆小野寺　有美 （30,000円 )

●老人ホーム「恵寿荘」に役立ててと

☆南　秀夫 （10,000円 )

☆木村　千鶴子 （食用菊１箱 )

☆畑中　与治 （古布２袋）

☆五丸　久美 （大根 84kg）

☆大和田　武雄 （オムツ３袋）

☆浅野　ノブ （かぼちゃ 13個 )

☆故桑野　エミ子 （靴下12足）

☆前川原　栄吉 （古布１袋）

☆中井　友子 （靴下12足）

☆的場　志津子 （古布４箱）

☆ボランティアグループちょぼら （カット布４袋）

☆地域活動支援センター （カット布４束）

☆節婦老人クラブ寿会 （カット布７袋）

☆芽呂婦人部 （古布２袋）

新冠町社会福祉協議会へ

●香典返しに代えて

☆匿名 （150,000円）

●福祉事業に役立ててと

☆加賀谷　晴美 （タオル１袋）

☆匿名 （古布１箱、１袋）

その1

役場窓口

　12 月 30日～１月８日

※１月４日、町民生活課で一部

窓口対応有。詳細下記のとおり。

ゴミ収集運搬業務

　12月 30日～１月３日

新冠町コミュニティバス

メロディ―号

　12月 31日～１月３日

青年の家・町民センター・

節婦体育館・町民スポー

ツセンター・子育て支援

センター・レ・コード館・

節婦老人憩いの家

　12 月 30日～１月５日

町立国民健康保険診療所・

郷土資料館・新冠老人憩

いの家・子ども発達支援

センターあおぞら・動物

の火葬業務

　12 月 30日～１月８日

デイサービスセンター

　12 月 31日～１月５日

町道の除雪が必要な時

　役場にご連絡ください。

警備員が常駐し、担当者

と除雪委託業者へ連絡を

とり業務を行います。

水道の修理業務

　水道の凍結や漏水などが

ありましたら、下記指定業

者に連絡してください。

12 月 30日～ 12月 31日

　㈱長嶺設備☎ 47-4462

１月１日～１月２日

　㈲坂森設備☎ 47-3584

１月３日～１月５日

　㈱道南☎ 42・3198

１月６日～１月８日

　㈲畠山設備☎ 47・3466

道の駅売店

　12月 30日～１月３日

ホロシリ乗馬クラブ

　12月 26日～１月７日

新冠温泉

　通常営業（無休）

新冠郵便局

　窓口 12月 30日～１月３日

　ATM は時間を変更して営業

苫小牧信用金新冠支店

　窓口・ATM

　12月 30日～１月３日

新冠町農業協同組合

　窓口 12月 30日～１月３日

　ATM 12月 31日～１月３日

ひだか漁協新冠支所

　窓口・ATM

　12月 29日 15時～１月８日

伊藤商会㈲（新冠・新和）

　12月 31日 12時～１月４日

岩倉商事㈱新冠営業所

　12月 31日～１月1日

　1月2・3日は短縮して営業

中山石油㈱

　12月 31日 11時～１月３日

　1月4～８日は短縮して営業

ＪＡ新冠スタンド

　12月 31日 13時～１月３日

　1月４～６日は短縮して営業

横山石油

　12月 31日 13時～１月３日

　1月４日は短縮して営業

※年末年始は、営業日で
あっても営業時間を短縮
している場合があります。
詳細については、直接店舗
にお問い合わせください。

年末年始の公共施設などの休業日のお知らせ

金融機関

ガソリンスタンド

　下記の日程で窓口を開設致しますので

お知らせいたします。

　なお、対応できる業務については、通

常業務とは異なりますので、内容をご確

認のうえご来庁ください。

・開 設 日 　平成 30年１月４日（木）

・開設時間　午前 10時～午後３時まで

・開設窓口　役場町民生活課（２番窓口）

・対応可能な業務

　住民票、戸籍の発行業務、印鑑証明の

登録と発行業務

●問い合わせ先

　町民生活課町民生活グループ住民

　☎ 0146・47・2112

町民生活課
年末年始窓口開設のお知らせ

健康カレンダー
（お問い合わせ先：保健福祉課　☎ 0146・47・2113）

月　日 時　間 事業名 場　所

12
月

25 日（月） 10：00～11：30 からだリセット講座③ 保健センター

26 日（火）
受付10：00 ～ 4・7・12 ヶ月児健康診査

保健センター
受付13：00 ～ 1 歳6ヶ月・3 歳児健康診査

１
月

10 日（水） 10：00～12：00 お喜楽☆おたっしゃ塾 節婦老人憩いの家

11 日（木） 10：00～11：30 からだリセット講座④ 保健センター

16 日（火） 受付13：10～ ＢＣＧ予防接種 保健センター

17 日（水） 10：00～12：00 お喜楽☆おたっしゃ塾 節婦老人憩いの家

19 日（金） 13：00～16：30 フッ素塗布 保健センター

22 日（月）
10：00～11：30 脳の元気アップ教室

（認知症予防教室）
保健センター

13：30～15 ：00 節婦生活館

23日（火）
受付10：00 ～ 4・7・12 ヶ月児健康診査

保健センター
受付13：00 ～ 1 歳6ヶ月・3 歳児健康診査

24日（水） 10：00～12：00 お喜楽☆おたっしゃ塾 節婦老人憩いの家

26日（金）

10：00～11：30 からだリセット講座⑤ 保健センター

10：00～11：30 脳の元気アップ教室
（認知症予防教室）

泊津生活館

13：30～15 ：00 泉生活館

29日（月）
10：00～11：30 脳の元気アップ教室

（認知症予防教室）
朝日農村環境改善センター

13：30～15 ：00 太陽開拓婦人ホーム

31日（水） 10：00～12：00 お喜楽☆おたっしゃ塾 節婦老人憩いの家

２
月

２日（金）
10：00～11：30 脳の元気アップ教室

（認知症予防教室）
緑丘生活センター

14：00～15：30 おうるの郷

４日（日）
５日（月）

受付時間
①６：30～７：00
②７：30～８：00
③８：30～９：00
④９：30～10：00
⑤10：30～11：00

特定健診
胃 ・ 肺 ・ 大腸がん検診

前立腺がん検診
肝炎ウイルス検査

エキノコックス症検査

保健センター

７日（水） 10：00～12：00 お喜楽☆おたっしゃ塾 節婦老人憩いの家

８日（木） 10：00～11：30 からだリセット講座⑥ 町民センター

９日（金） 13 ：30～15：00 離乳食教室 保健センター

町政懇談会終了～開かれた行政の推進のために

　開かれた行政を推進するため、また、町民と行政の

協動のまちづくりを進めることを目的として、11月 20

日から 12月４日までの５日間にわたり、町内 12か所

の会場で町政懇談会を行い、延べ 153名の町民にご参

加いただきました。

　町政懇談会では、鳴海町長から現在進めたり、今後

取り組んでいく政策、具体的には、「国保診療所の有床

化」や「生鮮食料品などの買い物対策」「学校教育及び

子育て施策の充実」などについて説明がありました。

　また、出席者からは町政に対しての意見や質問があ

げられ、特に「光回線の整備」「国保診療所の有床化」

「サービス向上に伴う町財政への影響」などについて意

見交換が行われました。

　町政懇談会の様子については、広報にいかっぷ２月・

３月号で詳しくご紹介いたします。

●問い合わせ先

　企画課まちづくりグループ広報統計係

　　　　　　　　　　　　　　　　☎ 0146・47・2498


