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　12月から新たな給付金が支給されることとなりました。

　この給付金は、消費税率引上げによる影響を緩和するため、

所得の低い方に対し、臨時的に支給されるものです。

　対象者は、平成 28年度分市町村民税（均等割）が課税さ

れていない方で、ご自身を扶養している方が課税される場合

や生活保護制度の被保護者となっている場合などは対象外と

なります。詳しくは、担当にお問い合わせください。

○給付金名称　臨時福祉給付金（経済対策分）

○給付金の額　１人につき１万５千円

○受付期間　　平成28年 12月 26日～平成 29年３月 27日

○受付会場　　役場１階、臨時福祉給付金窓口

※新冠町で申請できる方は、平成 28年１月１日に住民票が

新冠町にあった方のみで、それ以外の方は、１月１日の住所

地で申請となります。

●問い合わせ先

　町民生活課町民生活グループ社会係　☎ 0146・47・2112

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

新たな給付金のお知らせ

ご寄附ありがとうございました。（敬称略）

●老人ホーム「恵寿荘」に役立ててと

☆田﨑　孝史 （タオル他１箱 )

☆榊　明彦 （タオル・古布５袋）

☆歌住　智恵子 （古布１袋と２箱）

☆髙橋　喜夫 （南瓜 29.5kg）

☆藤原　則行 （古布１袋 )

☆高橋　満郎 （大根7.6kg、かぼちゃ5kg）

☆節婦町老人クラブ婦人部 （カット布・おむつ他７袋）

☆ボランティアグループちょぼら （カット布４袋）

☆新冠町社会福祉協議会 （お茶他 144本）

☆匿名 （タオル他１箱と３袋・人参10.5kg）

新冠町社会福祉協議会へ

●香典返しに代えて

☆清　水　みや子 （30,000円）

☆上　井　武　光 （50,000円）

☆田　﨑　孝　史 （50,000円）

☆川　本　友　春 （30,000円）

☆鳥　谷　良　秋 （30,000円）

●福祉事業に役立ててと

☆尾　張　スキ子 （古布１箱）

訂正：先月号に掲載した、ボランティアグルー

プ「あゆみ」の寄付は、ふれあいフェスタの

売り上げを社会福祉協議会の福祉事業に役立

てて欲しい寄付されたものでした。お詫びし

て訂正いたします。

その1

役場窓口

　12 月 31日～１月５日

ゴミ収集運搬業務

　12月 31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

町立国民健康保険診療所・

デイサービスセンター・

子ども発達支援センターあおぞら

　12 月 31日～１月５日

青年の家・町民センター・

郷土資料館・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

　12 月 30日～１月５日

動物の火葬業務

　12月 31日～１月５日

新冠・節婦老人憩いの家

　12 月 30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 31日

　㈲坂森設備☎ 47・3584

１月１日

　㈱道南☎ 42・3198

１月２日～１月３日

　㈲畠山設備☎ 47・3466

１月４日～１月５日

　㈱長嶺設備工業☎ 47・4462

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 31日～１月３日

　ATM は時間を短縮して営業

苫小牧信用金新冠支店

　窓口・ATM

　12月 31日～１月３日

新冠町農業協同組合

　窓口・ATM

　12月 31日～１月３日

ひだか漁協新冠支所

　窓口・ATM

　12月 30日～１月５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15時～１月1日

　1月2・3日は短縮して営業

中山石油㈱

　12月 31日 14時～１月３日

　1月4～９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

※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。

年末年始における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

　新冠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 29年２月１日（水）～２月 20日（月）

●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

　　☎ 0146・47・2518

平成 29・30 年度
競争入札参加資格審査申請受付

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

27 日（火）
受付 　９：45～ 4・7・12 ヶ月児健康診査

保健センター
受付12：45～ 1 歳6ヶ月・3 歳児健康診査

１
月

10 日（火） 受付13：00～ ＢＣＧ予防接種 保健センター

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

12 日（木） 13：00～16：30 フッ素塗布 保健センター

16 日（月） 10：00～11：30 からだリセット講座 保健センター

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

24日（火）
受付 ９　：45～ 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

27日（金） 14：00 ～15：00 健康相談 ・ 介護相談 新冠老人憩いの家

２
月

１日（水） 10：00～12：00 お喜楽☆おたっしゃ塾 節婦老人憩いの家

３日（金） 10：00～11：30 からだリセット講座 保健センター

４日（土）

受付時間
①　８：00～ ８：30
②　９ ：00～ ９：30
③10：00～10：30
④11：00～11：30
⑤13：00～13：30
⑥14：00～14：30

婦人科検診
( 乳がん・子宮頸がん )

保健センター

７日（火） 13 ：30～15：00 離乳食教室 保健センター

８日（水） 10：00～12：00 お喜楽☆おたっしゃ塾 節婦老人憩いの家

10 日（金）
11 日（土）

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

　平成 27年 10月１日を基準日として行われた国勢調

査の確定値が公表されました。

　当町の人口は、平成 22年調査から、183人（3.2％）

の減少となりました。また、世帯数については、17

世帯（0.7％）の増加となりました。

　これは、全道179市町村の中では21番目に減少率が

低く、日高管内では、最も減少率が低い自治体という

結果となりました。人口の一覧は、次のとおりです。

●問い合わせ先

　企画課まちづくりＧ広報統計係　☎ 0146・47・2498

平成 27 年国勢調査結果について

　技能職に就労する町民が各種技能講習などの受講

や資格を取得した場合、受講料などに対して補助金

を受給できる制度があります。

〇補助対象となる技能講習などの受講や資格

①クレーン、締固め機械、巻上げ機械、車両系建設

機械などの特別教育など

②ガス溶接作業主任者、ボイラー技師、クレーン運

転士などの免許試験など

③玉掛、フォークリフト、小型移動式クレーン、建

設機械などの技能講習など

〇補助の内容

　受講料、免許試験手数料などの１/２を補助します。

〇手続きの方法

　役場企画課窓口に備える申請書に記入し、領収書

などの必要な書類を添付し、受講・免許取得後に申

請してください。受講する講習が対象になるかなど

質問がありましたら担当までお問い合わせください。

●問い合わせ先　

企画課まちづくりＧ商工労働観光係　☎ 0146・47・2498

新冠町技能者人材育成等補助金制度

増減率

△ 2.3％
△ 8.4％
△ 9.1％
△ 5.0％
△ 3.2％
△ 8.6％
△ 9.1％
△ 11.7％
△ 9.4％

Ｈ 27 年調査

5,381,733人
69,015 人
12,378 人
5,315 人
5,592 人
23,231 人
13,075 人
4,518 人
4,906 人

Ｈ 22 年調査

5,506,419 人
75,321 人
13,615 人
5,596 人
5,775 人
25,419 人
14,389 人
5,114 人
5,413 人

人口

北海道内
日高管内
日高町
平取町
新 冠 町

新ひだか町
浦河町
様似町
えりも町


