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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）

　④里平新和線１号支線

・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 )

●老人ホーム「恵寿荘」に役立ててと

☆葛野　弘子 （古布１袋 )

☆石井　和子 （かぼちゃ 42kg･大根 40kg

キャベツ 21.8kg)

☆奥田　守 （さつまいも５kg）

☆藤原　則行 （古布１袋）

☆木村　千鶴子 （古布３袋･カット布１袋）

☆五丸　久美 （大根58.8kg･もち米21kg)

☆法野　サカエ （カット布１袋）

☆斉藤　艶子 （古布２袋･カット布２袋）

☆ボランティアグループあゆみ （カット布１箱）

☆ボランティアグループちょぼら （カット布 10袋）

☆地域活動支援センター （カット布２袋）

☆節婦老人クラブ寿会婦人部 （古布５袋）

☆芽呂女性部 （古布２袋）

新冠町社会福祉協議会へ

●香典返しに代えて

☆鈴木　和雄 （30,000円）

☆米沢　ヒサ （50,000円）

●福祉事業に役立ててと

☆樋渡　信義 （古布１箱１袋）

☆細川　利子 （古布２袋）

☆中村　ツギミ （古布２箱）

その1

役場窓口

　12 月 29日～１月６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 29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

レ・コード館・町民セン

ター・町民スポーツセン

ター・節婦体育館

　12 月 30日～１月５日

国民健康保険診療所・子ど

も発達支援センターあお

ぞら・新冠、節婦老人憩い

の家・小動物の火葬業務

　12 月 29日～１月６日

青年の家

　12月 29日～１月５日

子育て支援センター

　12月 30日～１月６日

郷土資料館

　12 月 30日～１月７日

デイサービスセンター

　12 月 30日～１月４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 29日～ 12月 31日

　㈲畠山設備☎ 47-3466

１月１日～１月２日

　㈱長嶺設備☎ 47-4462

１月３日～１月４日㈱

　坂森設備☎ 47-3584

１月５日～１月６日

　㈱道南　　☎ 42-3198

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 29日～１月３日

　ATM は時間を変更して営業

苫小牧信用金庫新冠支店

　窓口・ATM

　12月 29日～１月３日

新冠町農業協同組合

　窓口 12月 29日～１月３日

　ATM 12月 30日～１月３日

ひだか漁協新冠支所

　窓口・ATM

　12月 28日 15時～１月６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 12時～１月２日

中山石油㈱

　12月 31日 12時～１月３日

ＪＡ新冠スタンド

　12月 31日 13時～１月３日

横山石油

　12月 31日 13時～１月３日

※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 31年１月４日（金）

・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係

　☎ 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

１
月

９日（水）
10：00～12：00 お喜楽☆おたっしゃ塾⑩ 節婦老人憩いの家

受付 13：10～ ＢＣＧ予防接種 保健センター

15日（火） 13：00～16：30 フッ素塗布 保健センター

16日（水） 10：00～12：00 お喜楽☆おたっしゃ塾⑪ 節婦老人憩いの家

18日（金）

10：00～12：00 からだリセット講座 町民センター

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

14：00～15：30 泉生活館

21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

13：30～15：30 認知症カフェ（えま茶） えましあ

22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

23日（水） 10：00～12：00 お喜楽☆おたっしゃ塾⑫ 節婦老人憩いの家

25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

28日（月）
10：00～11：30 脳の元気アップ教室

（認知症予防教室）
大富生活館

13：30～15：00 太陽開拓婦人ホーム

30日（水） 10：00～12：00 お喜楽☆おたっしゃ塾⑬ 節婦老人憩いの家

２
月

６日（水） 10：00～12：00 お喜楽☆おたっしゃ塾⑭ 節婦老人憩いの家

８日（金） 13：30～15：00 離乳食教室 保健センター

13日（水） 10：00～12：00 お喜楽☆おたっしゃ塾⑮ 節婦老人憩いの家

14日（木） 13：00～16：30 フッ素塗布 保健センター

17日（日）
18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

18 日（月） 13：30～15：30 認知症カフェ（えま茶） えましあ

21 日（木） 10：00～12：00 からだリセット講座 保健センター

　町の競争入札へ参加を希望される業

者は、申請が必要になりますので、次

の期間に必ず申請を行ってください。

　詳細については、町ホームページ、ま

たは、担当課へお問い合わせください。

〇受付期間

　平成31年２月１日（金）～２月20日（水）

●問い合わせ先　　

①業務委託や物品購入などに関する申請

　総務課総務グループ財政係

　☎ 0146・47・2114

②建設工事に関する申請

　建設水道課管理グループ管理係

　☎ 0146・47・2518

平成 31・32 年度競争入札
参加資格審査申請受付★チャイルドランド★

・期　日　平成 31 年１月 10 日（木）　９時～ 15 時　

・場　所　安平町安平山スキー場（予定）

・内　容　『自然体験・そりすべり！』

・申し込み期間

　　　　　平成 30 年 12 月 21 日（金）～平成 31 年１月７日（月）

・定　員　15 組

★おしゃべりルーム★
・期　日　①平成 31 年１月 24 日（木）　10 時～ 11 時 30 分

　　　　 ②平成 31 年２月 ７日（木）　10 時～ 11 時 30 分

・内　容　①『親子で節分制作』

　　　　　②『手形粘土』

・申し込み期間

　　　 　①平成 31 年１月 11 日（金）～１月 22 日（火）

　　　　 ②平成 31 年１月 25 日（金）～２月 ５日（火）

・定　員　10 組（①・②）

●問い合わせ先　新冠町教育委員会子育て支援センター ☎ 0146・47・4525

子育て支援センターからのお知らせ


