
日本で最も重要な統計調査「国勢調査」
　日本国内に住むすべての人と世帯を対象とした

５年に一度の大調査、「国勢調査」を実施します。

　国勢調査は、2020 年（令和２年）10 月１日現

在、日本に住んでいるすべての人及び世帯が対象

です。

　９月中旬から、各地区を担当する調査員が皆さ

まのお宅を訪問し、調査書類をお配りします。

　国勢調査の結果は、国や地方公共団体の社会福

祉、雇用、生活環境の整備、災害対策をはじめと

した、あらゆる施策の基礎データとして利用され

ます。また、地方交付税の算定の基準にも利用さ

れるなど、わたしたちの生活の身近なところに役

立てられています。

　新型コロナウイルス感染症対策
　今回の国勢調査は、今までとは違いコロナ禍で

実施されることになります。

　感染拡大防止のため、できる限り皆さまと調査

員が接触しないように回答は記入漏れがなく精度

の高い回答が得られるインターネット及び郵送で

の回答を行うようにしています。インターネット

及び郵送による回答が難しい場合は、調査員が調

査票の回収に伺います。

　皆さまの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広報統計係

　☎ 0146・47・2498

インターネット回答期限は 10 月７日まで！
簡単で便利なネット回答をご利用ください。

令和２年新冠町国勢調査実施本部からのお知らせ

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」で役立ててと

☆藤原　則行 （古布１袋）

☆渡辺　澄子 （古布２箱）

☆ボランティアグループあゆみ （カット布３袋）

☆ボランティアグループちょぼら （カット布１０袋）

古布の寄贈のお願い
　古着や古シーツなど、使用しなくなった

ものがありましたら、直接、老人ホーム恵

寿荘・町社会福祉協議会にご持参ください。

●問い合わせ先

　老人ホーム恵寿荘　☎ 0146・47・2355

　町社会福祉協議会　☎ 0146・47・2130

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

ジョン・アレキサンダー先生が帰国
　小学校を中心に外国語指導助手として勤務して

いただいた、ジョン・アレキサンダー（J・A）先

生が任期を終えアメリカに帰国しました。J・A先

生の帰国にあたり、皆さんへ英語と日本語のメッ

セージをいただいていますので、ご紹介します。

I have got back to America safe and sound! How is 
everyone?
Thank you for the past 2 years! It’s great that I got to 
make a lot of kind friends in Niikappu!
To Asahi Elementary, Niikappu, Elementary, and 
Niikappu Junior High, I know I’m not there, but be sure 
to study English as hard as you can! While I achieve my 
dreams in America, I won’t forget you all! 
When I came home, the airport was empty! There was 
no one there.  While I was going home, there was no 
one in public. I didn’t see many people. Now, I begin 
my 2 weeks of quarantine! As for me, as long as I wear 
my mask and practice social distancing, I won’t lose to 
corona virus!

　アメリカへ無事に戻りました。皆さん元気ですか？

　２年間ありがとうございました。新冠でたくさ

んの親切な友達ができてうれしかったです。

　新冠小学校・朝日小学校・新冠中学校の皆さん、

外国語の授業一生懸命頑張ってください。皆さんの

ことを忘れずに、アメリカで自分の夢を見つけます。

　アメリカに戻りましたが、空港には人がいません

でした。家路に向かう途中も、街には人がいません

でした。そして、今、私も２週間の自己隔離をして

います。私もマスクやソーシャルディスタンスを心

掛け、コロナに負けないように頑張ります。

外国語指導助手（ＡＬＴ）が離任

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

９
月

14日（月） 13：00～16：30 フッ素塗布 レ・コード館

29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

１０
月

８日（木） 10：00～12：00 からだリセット講座 東町生活館

12日（月） 13：00～16：30 フッ素塗布 レ・コード館

17日（土）
18日（日）
19日（月）

①６：00～
②６：30～
③７：00～
④７：30～
⑤８：00～
⑥８：30～
⑦９：00～
⑧９：30～
⑨ 10：00～
⑩ 10：30～
⑪ 11：00～

・特定健診、若年健診
・胃、肺、大腸、前立腺がん検診
・肝炎ｳｲﾙｽ、ｴｷﾉｺｯｸｽ症検査
・風しん抗体価検査

東町生活館

　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。

子育て支援センターからのお知らせ

★おしゃべりルーム★
・期　日　①９月17日（木）10時～11時 30分

　　　　　② 10月１日（木）10時～11時 30分

・内　容　①『十五夜の制作』

　　　　　②『栗ひろい』

・申し込み期間

　　　　　①９月 15 日（火）まで

　　　　　②９月 29 日（火）まで

・定　員　① ５組程度（０歳～就学前）

　　　　 ② 10 組（０歳～就学前）

★チャイルドランド★
・期　日　10 月 15 日（木）10時～11時 30分

・内　容　『親子で楽しく運動遊び』

・申し込み期間

　　　　 10 月 13 日（火）まで

・定　員　10 組（０歳～就学前）

●問い合わせ先：子育て支援センター　☎ 0146・47・4525

　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。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

　高校生以上が対象となります。詳細についてはお

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

学生給付金の申込はお済みですか？

「９月24日」は献血にご協力を
　400ml 献血は、患者さんの輸血副作用

を軽減することにつながることから需

要が増えています。400ml 献血への、皆

さんのご協力をお願いします。

・日時：９月24日（木）

・場所：農協前　10時～ 11時 30分

　　　　役場前　13時～ 16時

●問い合わせ先：町民生活課　☎ 0146・47・2112

　この交付金は、発電用施設の周辺地域における公共施

設の整備の促進により、交付される交付金であります。

　令和２年度の交付金額は 22,117,000 円で、新冠町立国

民健康保険診療所の看護師などの人件費に活用されます。

●問い合わせ先：国保診療所　☎ 0146・47・2411

電源立地地域対策交付金事業
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