
　10 月 15 日より、新冠町プレミアム付商品券を

発売しています。

　プレミアム率 50 パーセントと、たいへんお得

な商品券となっていますので、ぜひ、お買い求め

いただきますようお願いします。

≪商品券の内容≫

○町民１世帯

　１冊 15,000 円分の商品券を 10,000 円で２冊ま

で購入できます。

≪対象者≫

　令和２年９月１日現在、新冠町に住所のあるす

べての世帯主に『引換券』を発送しています。

≪商品券の購入方法≫

　令和２年 10 月 15 日（木）から令和２年 11 月

30 日（月）までに、新冠町プレミアム付商品券引

換券を新冠郵便局、節婦郵便局、新和郵便局のい

ずれかに持参し購入できます。

①郵便局の窓口営業時間内で購入可能です。

②身分証明書（免許証、保険証など）、郵便物な

ど窓口来訪者の氏名・住所を確認できるものをお

持ちください。

③代理人などが商品券を購入することもできます。

その際は被代理人の引換券と引換券の裏面にある

委任状に必要事項を記入してお持ちください。

≪商品券の使用期限≫

　令和２年 10 月 15 日（木）～

令和３年１月 31 日（日）まで

※使用期限を過ぎての使用や返金もできませんの

でご注意下さい。

≪商品券で購入できないもの≫

①他の商品券、チャージ式の電子マネー、プリペ

イドカード、官製はがき、郵便切手などの換価性

があり、広域的に流通可能なものの購入。

②公共サービス料金及びこれに準ずるものの支払

(電気料、電話料、NHK 受信料等 )。

③国及び地方公共団体などへの支払 ( 租税公課、

上下水道料金、給食費、保育料、住宅料など )。

④出資及び有価証券の購入、債務 ( 買掛金 ) の支

払、医療費など消費にあたらない支払。

⑤不動産、たばこ、町指定ごみ袋の購入。

≪引換券の再発行≫

　『引換券』については、既に全世帯へ送付済みで

すが、紛失などによりお手元にない方は再発行も可

能ですので、下記までお問い合わせください。

●問い合わせ先

　企画課商工労働観光グループ　☎ 0146・47・2498

新冠町プレミアム付商品券　現在発売中です！！

　新型コロナウイルス感染症が猛威を

振るっていますが、それに便乗するコ

ロナウイルス関連の不審電話が多数報

告されていますので、ご注意ください。

　「あなたの家族がコロナウイルスに感

染しました。」「マスクとＰＣＲ検査キッ

トを送るので、家族構成を教えて下さ

い。」などという電話がかけられている

事案が報告されています。

　町民の皆さんは、このような連絡が

来ても、あわてて事業者に連絡したり

せず、まずはご家族や警察、消費者セ

ンターなどに相談してください。

○静内警察署　0146-43-0110

○警察相談　　＃ 9110

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

１1
月

19日（木） 13：00～16：30 フッ素塗布 レ・コード館

24日（火）
受付10：00～ 4・7・12ヶ月児健康診査

レ・コード館
受付13：00～ 1歳6ヶ月・3歳児健康診査

１2
月

１日（火） 10：00～11：30 母親学級キレイ☆ママパパる～む レ・コード館

10日（木） 10：00～12：00 からだリセット講座 東町生活館

14日（月） 13：00～16：30 フッ素塗布 レ・コード館

22日（火）
受付10：00～ 4・7・12ヶ月児健康診査

レ・コード館
受付13：00～ 1歳6ヶ月・3歳児健康診査

　新型コロナウイルス感染症の状況により中止及び延

期する場合があります。

　また、その他の事業については開催が決定しましたら、

町政事務委託文書などでお知らせします。

コロナ便乗の詐欺に注意！！

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

「認定こども園ド・レ・ミ」入園前手続き
令和３年度からの入園を希望される方は、新規

利用の方も継続利用の方も、入園申し込み前に「教

育・保育給付認定」を受けなくてはなりません。

　詳しくは 10 月 23 日（金）発行の町政事務委託

文書をご確認ください。

○入園資格

【幼稚園】　令和３年４月１日で満３歳～５歳の児童

【保育所】　保育認定基準に該当する児童

○支給認定申請の受付期間

　令和２年 11 月２日（月）～ 11 月 24 日（火）

○提出書類

【新規入園希望の方】

　役場町民生活課窓口にて申請用紙を受け取り、

受け付け期間内に申請してください。

【継続利用希望の方】

　現在、認定こども園ド・レ・ミに入園されてい

る４歳児（年中）クラス以下の世帯には、関係書

類を送付していますので、内容を確認の上、期間

内に申請してください。

●問い合わせ先

　町民生活課町民生活グループ  ☎ 0146・47・2112

★チャイルドランド★
・期日　① 11 月 19 日（木）　10 時～ 11 時 30 分

　　　　② 12 月 17 日（木）　10 時～ 11 時 30 分

・内容　①『救命講習』

　　　　②『クリスマス会』

・申し込み期間

　　　　① 11 月６日（金）～ 11 月 17 日（火）

　　　　② 12 月４日（金）～ 12 月 15 日（火）

・定員　各 10 組

★おしゃべりルーム★
・期日　① 11 月 26 日（木）　10 時～ 11 時 30 分

　　　　② 12 月 ３日（木）　10 時～ 11 時 30 分

・内容　①『ぬいぐるみのお泊まり会』

　　　　②『クリスマスの帽子作り』

・申し込み期間

　　　　① 11 月 ９日（月）～ 11 月 20 日（金）

　　　　② 11 月 20 日（金）～ 12 月 １日（火）

・定員　各 10 組

●問い合わせ先

　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

　11 月 16 日（月）から 11 月 20 日（金）ま

で開催を予定していました「令和２年度町

政懇談会」については、11 月７日に発出さ

れた北海道における新型コロナウイルス感

染症の警戒ステージ３への引き上げを受け、

感染症まん延防止の観点から、急遽開催を

中止することとしました。

　今後とも、住民本位の町政の推進や町政

への理解を深めていただくため、開かれた

行政の推進を図って行きたいと考えていま

すので、ご理解とご協力をよろしくお願い

します。

●問い合わせ先　

　企画課企画広報統計グループ

　☎ 0146・47・2498

　町外学生等応援給付金は、新冠町外に居住する学生

に３万円を支給するものです。受付は 12 月１日（火）

までです。申請されていない方は、お早めに申し込み

ください。

○支給要件

①新冠町出身の学生であること

②保護者が新冠町に住所を有すること

○対象者

　町外に居住する高校生以上の学生など。

　町ホームページで申請書をダウンロードできますの

で、ご利用下さい。

　ご不明な点などについては、下記までお問い合わせ

ください。

●問い合わせ先　

　教育委員会管理課　

　☎ 0146・47・2547

町政懇談会の中止について学生応援給付金の申込は
お済みですか？
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