役場からのお知らせ

新しい保健師を紹介します

－ Niikappu Town Office Information －

９月から保健師として働き始めました長瀨真美（ながせ
まみ）です。出身は札幌で、新冠町に来るのは初めてでし
たが、道路のすぐそばに馬がたくさんいる自然豊かな環境
や、海と夕日のきれいな景色に感動し、こんな素敵な町で

台風で被害を受けた方々へ

暮らせることに幸せを感じています。
普段は、もっぱらインドアなので家の中でのんびりして
いることが多いですが、せっかく新冠に来たので、これか
らは時々乗馬を楽しんだり、美術館やレ・コード館などに
足を運んで新冠を満喫していきたいと思います。
これから町民の皆さんとは、健診などでお会いする機会
がたくさんあると思います。まだまだ未熟者ですが、何か
困った時に相談できるような頼りになる保健師になれるよ

●問い合わせ先
保健福祉課保健福祉グループ健康推進係

う、精一杯頑張りたいと思いますので、どうぞよろしくお
願いします。

☎ 0146・47・2498

健康カレンダー

1日行政相談所のご案内

（お問い合わせ先：保健福祉課 ☎ 0146・47・2113）
月

10
月

日

時

間

場

所

15 日
（土） 受付時間
①６：30～７：00
②７：30～８：00
16 日
（日）
③８：30～ ９：00
④９：30～10：00
17 日
（月） 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
（火） 受付 16：00 ～

二種混合予防接種

保健センター

21 日
（金） 18：30 ～20：00

からだリセット講座

保健センター

25 日
（火）

受付 ９：45 ～

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

保健センター

26 日
（水） 10：00～12：00

お喜楽☆おたっしゃ塾
（介護予防教室）

節婦老人憩いの家

２日
（水） 10：00～12：00

お喜楽☆おたっしゃ塾
（介護予防教室）

節婦老人憩いの家

10：00～11：30
７日
（月） 13：30～15：00
受付 13：00～
９日
（水） 10：00～12：00
11
月

事業名

11 日
（金）

10：00～11：30
13：30～15：00

脳の元気アップ教室

保健センター
節婦生活館

ＢＣＧ予防接種

保健センター

お喜楽☆おたっしゃ塾
（介護予防教室）

節婦老人憩いの家

脳の元気アップ教室

泊津生活館
泉生活館

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
（介護予防教室）

レ ･ コード館

18 日
（金）

10：00～11：30
13：30～15：00
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脳の元気アップ教室

その１

朝日農村環境改善センター
太陽開拓婦人ホーム

10 月 17 日（月）に 1 日行政相談所を
開設します。皆さんから、年金や福祉・
道路などの行政に対する意見や苦情・要
望などの相談を無料で受付いたします。
○期日：10 月 17 日（月）
○時間：午前 10 時～午後 3 時
○場所：レ・コード館 研修室２
●問い合わせ先
総務省行政相談委員 東 義海さん
☎ 0146・47・3129

ご寄附ありがとうございました。（敬称略）
●まちづくりに役立ててと
☆上山試錐工業株式会社 （100,000 円）
☆匿 名
（30,000 円）
●老人ホーム「恵寿荘」に役立ててと
☆早 川 憲 吾 （トウモロコシ 15.1kg)
☆工 藤 芳 範
（生いか 30 杯）
☆ボランティアグループちょぼら（カット布 12 袋）
☆ボランティアグループあゆみ （カット布２箱）
☆地域活動支援センター
（古布７束）
☆ルナ美容室
（ドーナツ 50 個）
新冠町社会福祉協議会へ
●福祉事業に役立てて
☆伊丸岡 美 代
（古布１袋）
☆佐 藤
剛
（古布１袋）
●香典返しに代えて
☆島 田 孝 一
（30,000 円）
☆藤 川 靖 仁
（30,000 円）
☆関 口 ゆみ子
（50,000 円）
☆斉 藤 道 子
（50,000 円）
☆金 野 章 子
（30,000 円）

税務課から（町税の減免制度について）
平成 28 年８月 18 日以降に発生した台風により被害を

町民生活課から（国民年金保険料の免除について）
町被災者に対する国民年金保険料の免除制度につい

受けられた方々へ、町税の減免措置として「平成 28 年
台風災害による町税の減免に関する条例」が制定されま
した。

て、台風や大雨などにより被害を受けた国民年金第１
号被保険者に対し、申請により国民年金保険料を免除
される制度がございます。

個人道町民税・固定資産税・国民健康保険税について、
住宅や家財に損害を受けた方、固定資産及び農作物につ
いて損害を受けた方を対象に、一定の要件が満たされれ

○今回対象者
平成 28 年台風 10 号により、被保険者の属する世帯
員が所有する住宅、家財、その他財産（土地など）に

ば、申請により減免の適用を受けることができます。
詳細については、新冠町役場税務課税務グループ賦課
係までお問合せください。
●問い合わせ先
税務課税務グループ賦課係 ☎ 0146・47・2498

つき、価格の２分の１以上の損害を受けた方。
※被害金額は、保険金、損害賠償金などにより補充され
た金額を除きます。詳細は、直接お問い合わせください。
●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

町道６か所の通行止めのお知らせ
８月 23 日に発生した台風９号による土砂崩れなど
の影響により、10 月１日現在で町道６か所が通行止
めとなっております。
現在、復旧準備を進めておりますが、開通のめど
は立っておりません。ご不便をおかけいたしますが、
ご理解とご協力をお願いいたします。

通行止めの町道
①大狩部本郷線井旗線（大狩部環状線交点～大節婦線の交点）
②岩清水新冠ダム線（大森宅横ゲート～新冠ダム）
③明和前川林線（津田宅前～新栄古岸線交点）
④共栄３号線（河原宅～胡桑沢宅）
⑤大富東泊津線（坂元宅～赤坂宅）
⑥軽種馬共同育成場１号支線（事務所下）

●問い合わせ先 建設水道課管理グループ ☎ 0146・47・2518

判官館霊園・新冠共同墓地の
公募について
新冠町で管理する判官館霊園及び新冠共同墓地に
ついて、現在空き区画があり、町では１年以内にお
墓を建立する方で新冠町に住所を有する方に随時墓
地使用申請の受付を行っております。
①判官館霊園（字高江）
募集区画１区画 面積：６㎡
②共 同 墓 地（字東町）
募集区画３区画 面積：６㎡

使用料：６万円
使用料：２万円

●問い合わせ先
町民生活課町民生活グループ環境衛生係
☎ 0146・47・2112

国保診療所 ワクチン接種について
これまで国保診療所では、子どもワクチンの定期
接種の一部のみ対応しておりましたが、10 月より全
てのワクチンの定期接種が可能となりました。ワク
チン接種を希望される方は、事前にご予約の上、ご
来院ください。なお、ワクチン準備の都合上、余裕
をもってご予約をお願いします。
○対応できるワクチン
ヒブワクチン・小児肺炎球菌・四種混合・麻しん
風しん・水痘・日本脳炎・Ｂ型肝炎
●問い合わせ先
予防接種の予約…国保診療所 ☎ 0146・47・2411
予防接種について…保健福祉課 ☎ 0146・47・2113
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