役場からのお知らせ

にいかっぷほのぼのスタンプラリー
今年も「にいかっぷほのぼのスタンプラリー」を実施して
います。観光客だけではなく、
新冠町にお住まいの皆さんにも、

平 成 28 年 熊 本 地 震 災 害 義 援 金

①町内のスタンプ対象施設で、申し込み用紙を手に入れる。
②対象施設を回りスタンプを押す。
（対象施設は全７か所）
③現金 20 万円など豪華商品から選んで申し込む！

平成 28 年４月 14 日に発生した
「平成 28 年熊本地震」
により、熊本県を中心に大きな被害がでており、多く

開催期間は、４月 23 日（土）から９月 30 日（金）までで、
参加料は無料です。詳しくは、申し込み用紙をご覧ください。

の被災者の方々が困難な生活を強いられています。
そこで被災された方々の支援に役立ててもらうた
め、災害義援金などの募集窓口を、次のとおり設置し

●問い合わせ先
にいかっぷ観光協会 ☎ 0146・45・7300
企画課まちづくりグループ観光係 ☎ 0146・47・2498

ておりますのでお知らせします。
【日本赤十字社北海道支部新冠分区】
募集窓口：役場町民生活課内（☎ 0146・47・2112）

・通行止めを解除する路線
岩清水新冠ダム線（字泉、
大森宅から新冠ダムまでの間）
昨年 12 月から冬期間通行止めとしていました、新冠
ダム線の通行規制を解除しましたので、お知らせします。 ・通行止め解除日
５月２日（月）午前８時から
また、道路の路面に穴が開いている、側溝が壊れてい
●問い合わせ先
るなど補修が必要な状況が見受けられましたら担当まで
建設水道課建設グループ建設係 ☎ 0146・47・2112
ご連絡をお願いいたします。

町道 の 冬 期 間通行止め解除のお知 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
10 日
（火） 受付 13：00 ～

ＢＣＧ予防接種

保健センター

16 日
（月） 13：00～16：30

フッ素塗布

保健センター

20 日
（金）
23 日
（月）
５
月

24 日
（火）

10：00～11：30
13：30～15：00
10：00～11：30
13：30～15：00
受付 ９：45 ～

脳の元気アップ教室
４・７・12 ヶ月児健康診査

受付 13：00 ～ １歳６ヶ月・３歳児健康診査

10：00～11：30
27 日
（金） 13：30～15：00
14：00～ 15：00
10：00～11：30
30 日
（月）
14：00～ 15：30
３日
（金） 13：30～15：00
① ６：30～
10 日
（金） ② ７：30～
③ ８：30～
６ 11 日
（土） ④ ９：30～
月
⑤ 10：30～
16 日
（木） 13：00～16：30
28 日（火）

脳の元気アップ教室

受付 ９：45 ～

脳の元気アップ教室
健康相談
脳の元気アップ教室
離乳食教室

泉生活館
保健センター
節婦生活館
保健センター
朝日農村環境改善センター
太陽開拓婦人ホーム
新冠憩いの家
緑丘生活センター
おうるの郷
保健センター

・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

フッ素塗布

保健センター

４・７・12 ヶ月児健康診査

受付 13：00 ～ １歳６ヶ月・３歳児健康診査

P9 広報にいかっぷ 2016.5

泊津生活館

健康相談のご案内
保健師が健康相談・健康チェックを行い
ます。体調に関することなど、気軽に相談
に来てください。事前申し込みは不要です。
・日時 ５月 27 日（金）午後２時～３時
・場所 新冠老人憩いの家
・内容 健康相談、血圧・体組成計測定など
●問い合わせ先
保健福祉課保健福祉グループ健康推進係
☎ 0146・47・2411

移動献血車「ひまわり号」来町

献血にご協力ください！
期日：５月 24 日（火）
時間：新冠町農協前 午前 9 時～ 10 時 30 分
新冠町役場前 正午～午後３時 30 分
今回より実施時間が変更になっています
のでご注意ください。また、次回は、９月
15 日（木）を予定しておりますので、ご
協力のほどよろしくお願いいたします。

保健センター

その１

－ Niikappu Town Office Information －

ご家族やご友人と一緒にこのスタンプラリーに参加し、新し
い町の魅力を発見していただきたいと思います。
☆スタンプラリーに参加するには？☆

●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

義援金名：平成 28 年熊本地震災害義援金
※義援金を直接送金される場合については、下記の
口座をご利用ください。
郵便局＜郵便振替＞
口座記号番号 00130-4-265072
口座名義 日赤平成 28 年熊本地震災害義援金

【新冠町共同募金委員会】
募集窓口：町社会福祉協議会内（☎ 0146・47・2130）
義援金名：平成 28 年熊本地震義援金
※義援金を直接送金される場合については、下記の
口座をご利用ください。
①肥後銀行 水道町支店 普）1281400
社会福祉法人 熊本県共同募金会
②熊本銀行 花畑支店 普）0025449
社会福祉法人 熊本県共同募金会
③ゆうちょ銀行 郵便振替口座 00950-2-174321
熊本県共同募金会熊本地震義援金
※募集期間：4 月 15 日～ 6 月 30 日（共通）
●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

こんな電話にご注意を！

「電気料を払い戻します。
」

コンビニで税金が納付できるように！
コンビニ用納付書を希望の方はご連絡を！

本年４月１日から、家庭向け電力が自由に選択でき
本年５月から町の税金や水道利用料金などがコンビニ
るようになりましたが、４月に入り全道で電気に関す エンスストア（コンビニ）で納付できるようになりまし
る不審電話が相次いで報告されています。
た。これからは 24 時間、365 日（土日祝含）コンビニ
「ほくでんの〇○です。電気料を多くもらい過ぎていて、 の営業時間であれば、いつでも納付できます。
返金をしたいので口座番号を教えて欲しい」
コンビニで納付できるのは、固定資産税・道町民税・
「ほくでんサービスの〇○です。200 Ｖ電力の使用状況 軽自動車税・国民健康保険税・後期高齢者医療保険料・
を確認したいので訪問したい」
上下水道料金・保育料・公営住宅使用料などで、納付で
「検診の誤りで２・３月分を多くいただいている。返金 きるコンビニは、セイコーマート、セブンイレブン、ス
したいので口座番号を教えて欲しい。
」
パー、ローソンなどです。
このように「ほくでん」 や「ほくでん関係の会社」
町では、現在、コンビニ専用納付書を再度作成してい
を名乗る不審電話が多く、また、電気契約の変更や銀行・ ることから、当面の間は、コンビニ納付の利用者を次の
郵便局の口座番号などの情報を聞き出そうとするケー 方に制限させていただきます。
スが多くあります。
①お仕事の都合により金融機関などの窓口開設時間内に
現在、町内では被害の報告はありませんが、今後は
納付ができない方。
不審電話や訪問勧誘などが起きることが想定されます
ので、何かあれば「すぐに契約したりせず、まずは

②当町指定の金融機関が自宅や勤務先の近くにない方。
③上記以外の理由で、当町が発行を認める方。

家族や役場など周りの第３者に相談する」ことを徹 （状況に合わせ対応しますので、気軽にご相談ください）
底し、被害にあわないように注意してください。
●問い合わせ先
企画課まちづくりグループ商工・労働・観光係
☎ 0146・47・2498

コンビニでの納付を希望される方は、下記までご連絡
下さい。新しい納付書を送付します。
●問い合わせ先
税務課税務グループ納税係 ☎ 0146・47・2115
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