
　例年どおり、冬期間の通行に支障がでることが想

定される町道を通行止めにします。ご迷惑をおかけ

しますが、ご協力よろしくお願いします。

通行止め路線

・岩清水新冠ダム線（泉・大森宅～新冠ダム）

・大富東泊津線（大富・宮下宅～東泊津・赤坂宅）

・美宇東川線（美宇・新田宅～東川２）

・元神部町有牧野芽呂線（町有牧野～東川２）

・大狩部町田金井線（大狩部・渋谷宅～節婦川島宅）

通行止め期間

　現在すでに通行止めとなっています。開通は、来年

４月以降に通行の安全を確認できた時点となります。

●問い合わせ先：

　建設水道課管理グループ　☎ 0146・47・2518

　平成 27年 12月１日から冬期ダイヤへの改正に伴

い、市街地の方も利用可能な『新ひだか町医療機関

送迎便 (75歳以上の方限定 )』の通過時刻も変更と

なっております。詳しい時刻の確認や、利用を検討

している方は、お気軽に担当までご連絡ください。

新ひだか町医療機関便で停車する静内地区医療機関

①仲川内科胃腸科医院　②静仁会静内病院　③山田

クリニック　④新ひだか町立静内病院　⑤しずない

耳鼻咽喉科医院　⑥まうたの森整形　⑦しずない皮

フ科クリニック　⑧佐藤眼科　⑨駒木クリニック

●問合わせ先

　企画課まちづくりグループ　☎ 0146・47・2498

　認定こども園ド・レ・ミでは、平成 28 年度入園児を次の日程で

募集しています。入園申込書などの書類は、認定こども園にて配布

しています。

〇募集期間　平成 27 年 12 月 14 日（月）～平成 28 年１月８日（金）

〇募集定員　保育所　０歳児～５歳児　135 名（継続含む）

　　　　　　幼稚園　３歳児～５歳児　 30 名（継続含む）

〇入園資格　保育所事業

　　　　　　　新冠町に在住しており、就労などに関する入園

　　　　　　　資格に該当する児童

　　　　　　幼稚園事業

　　　　　　　平成 28 年４月１日で満３歳から５歳までの児童

※詳しくは、11 月 13 日配布の町政事務委託文書「平成 28 年度入園

児募集」をご覧いただくか、認定こども園にお問い合わせください。

●問い合わせ先：認定こども園ド・レ・ミ　☎ 0146・47・2489

役場窓口

　12 月 31日～１月５日

青年の家・町民センター・

節婦体育館・郷土資料館・

町民スポーツセンター・

レ・コード館

　12 月 30日～１月５日

子育て支援センター

　12 月 30日～１月５日

新冠町立国民健康保険診療

所・デイサービスセンター

　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

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

動物の火葬業務

　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 31日

　㈱道南☎ 42・3198

１月１日

　㈲畠山設備☎ 47-3466

１月２日～１月３日

　㈱長嶺設備☎ 47-4462

１月４日～１月５日

　㈲坂森設備☎ 47-3584

道の駅売店

　12月 30日～１月４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

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 29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・3日

　1月2日は時間を短縮して営業

中山石油㈱

　12月 31日 14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４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。

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

平成28年度認定こども園ド・レ・ミ入園児募集のお知らせ町道冬季通行止めのお知らせ新冠町コミュニティバス
『♪メロディー号♪』

新ひだか町医療機関送迎便のご案内

年末年始の公共施設などの休業日のお知らせ

給与者還付申告・年金者申告相談日程表

申告相談日程表

金融機関

ガソリンスタンド

　今年も「所得税及び町民税・道民税」の確定申告

相談を行います。確定申告は、昨年の１年間の所得

を算出し、税額を計算するものです。

　今年度の申告相談日程は、次のとおりです。

●問い合わせ先：

　税務課税務グループ賦課係　☎ 0146・47・2115

確定申告が始まります！（３月15日まで）

受付時間

９時～ 16 時

会　場

役場 101 会議室

対象地区

本町

中央町

北星町

東町

新冠沢地区（西泊津～泉）

西新冠地区（大狩部～里平）

節婦町

曜　日

月・火

水・木

金・月

火・水

木・金

月・火

水・金

期　日

1月25・26日

27・28日

1月29日・２月1日

２月２・３日

４・５日

８・９日

10・12日

受付時間

９時 30 分～ 13 時

９時 30 分～ 15 時

９時 30 分～ 13 時

９時 30 分～ 13 時

９時 30 分～ 15 時

９時～ 16 時

会　場

新和生活館

東川生活センター

新栄生活センター

緑丘生活センター

節婦生活館

万世生活センター

本町多目的交流センター

役場 101 会議室

対象地区

美宇・新和・太陽・里平

東川・共栄

新栄・泉・若園

朝日・緑丘・古岸

節婦町（第１区～第４区）

節婦町（第５区～第７区）

大狩部

大富・万世・明和

本町

中央町

北星町

東町

東泊津・西泊津・高江

会場に来られなかった方

曜　日

月

火

水

木

金

月

火

水

木

金

火～火

期　日

２月15日

16日

17日

18日

19日

22日

23日

24日

25日

26日

3月1日～15日

※夜間申告相談（会場：役場101会議室）
　昼間申告ができない方を対象として、
２月４日（木）、３月４日（金）に限り、
17時～19時に夜間申告相談を行います。
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