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子育て世帯応援通勤支援事業について 

 町では「子育て世帯の応援事業」として、中学生以下のお子さんを扶養する世帯主又は保護
者が町外の職場に勤務する方に対し、自家用車での通勤に係る費用の一部として、町内で利用で
きる商品券をお渡しする「沼田町子育て世帯応援通勤支援事業」を実施しますので、対象となる
方は期間内に申請をお願いします。 
 
■対象者 
１）沼田町内に居住し、中学生以下のお子さんを扶養する世帯主又は保護者が町外の職場に勤務 

する方 
２）町税等公共料金を滞納していない方 
３）毎月１０日以上の町外通勤日数を有している方 
４）対象地域の職場に勤務し、本町から実際に通勤している方 
５）町外に住居等を賃借していない方 
※上記５項目をすべて満たしていることが必要です。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
■申請方法 
 ○年２回申請 
  様式を町のホームページからダウンロードしていただくか、住民生活課 窓口で受け取って
いただき、下記期間内に申請して下さい。（受取期間内に町内商品券をお渡しします） 
前期） ・申請期間： ９月２１日～１０月 ６日 
 ・受取期間： １０月１０日～１０月２０日 
後期）・申請期間：３月１９日～３０日・受取期間：４月２日～１３日 

 ○受付時間 
   月曜日から金曜日 ８：４５～１７：１５（祝日を除く） 
 
■お問合せ 住民生活課 移住定住応援室 ☎３５－２１１５ 

■対象地域及び助成額 
対象地域（通勤地） 助 成 額 

本町より往復１９㎞以下の地域 
（秩父別町） 

月額 1,500 円 
（年額 18,000 円相当額） 

本町より往復２０㎞以上４９㎞以下の地域 
（深川市・北竜町・妹背牛町・雨竜町） 

月額 3,000 円 
（年額 36,000 円相当額） 

本町より往復５０㎞以上９９㎞以下の地域 
（旭川市・留萌市・滝川市・小平町・幌加内町・新十津川町） 

月額 5,000 円 
（年額 60,000 円相当額） 

本町より往復１００㎞以上の地域  
月額 6,000 円 
（年額 72,000 円相当額） 

 

精神障がい者の家族のための学習会 

精神障がい者の家族が安心して互いに交流し、精神保健福祉に関する必要な情報を得ること
を目的として、｢家族学習会｣が開催されます。 
参加をご希望される方は、下記へお申込み下さい。 

 
■開催日時 平成２９年１０月４日（水）１３：３０～１５：３０ 
■場  所 北海道深川保健所 ２階会議室（〒074-0002 深川市２条１８番６号） 

  
■お問合せ 北海道深川保健所 健康推進課 健康支援係 ☎２２-１４２１ 

本年度も下記の日程で町民芸術祭を開催します。 

作品展示の一般作品及び芸能発表の一般参加の募集を行なっておりますので、希望される方は

ご応募下さい。たくさんの出展・発表をお待ちしております。 

 

■町民芸術祭日程 

・ゆめっくる会場      作品展示 １０月１４日（土）～１１月 ３日（金） 

・暮らしの安心センター会場 作品展示 １０月１４日（土）～１１月 ３日（金） 

・町 民 会 館会場      作品展示 １１月 １日（水）～１１月 ３日（金） 

              芸能発表 １１月 ３日（金）１０：００～１６：３０ 

※今年から新たに「暮らしの安心センタ―会場」を設けました。この機会にぜひ足をお運び下さ

い。 

 

■応募資格（次の①又は②に該当する方） 

①町内に在住されている方 

②沼田町内で活動されている、町外在住の方 

 

■一般作品募集について 

・お一人３点まで応募できます。 

 

■芸能発表参加募集について 

・演目は町民芸術祭（芸能発表）の趣旨及び内容に沿ったものとします。 

（営業及び勧誘活動は応募できません） 

・演目発表時間は次のとおりとします。 

個人の場合…１演目１０分以内 

団体の場合…１演目１５分以内 

・申込多数の場合は抽選とします。 

 

■応募期限 平成２９年１０月２日（月） 

 

■お問合せ 町民芸術祭実行委員会（教育委員会内）☎３５－２１３２ 担当：富田・和田 

町民芸術祭の一般作品・芸能発表一般参加大募集！ 
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住宅の販売について 

町では、移住定住の促進のため現在未利用となっている住宅１棟を土地付きで販売いたしま
す。 
■販売物件     ・住  所  南一条３丁目９番４１号 

・建 築 年  昭和５４年 
・建物の構造及び面積 木造２階建・９７.73 ㎡ 
・敷地面積 約２６０㎡ 
・販売価格 約１,１４５千円 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
■応募資格     申請者自らが入居する住宅として使用する者で、下記のいずれにも該当

しない者 
          ・成年被後見人又は被保佐人 
          ・破産者で復権を得ない者 
          ・未成年者 
          ・「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第

７７号）」第２条第２号及び第６号に該当する者等 
          ・現住所地において市町村民税等の滞納がある者 
■応募締切     平成２９年１０月３１月（火） 
■販売価格等の決定 販売面積・価格については、町で用地測量を行った後に正式決定します。 
■申請方法     町の「譲渡申請書」に納税証明書等関係書類を添えて申請下さい。 
■応募者複数の場合 応募者が複数の場合は、現在のお住まいの状況や家族構成等を総合的に

判断して決定します。 
■費用負担     ・売買物件に係る契約及び登記費用は購入者の負担 
          ・購入建物の改修及び整地など購入後に発生する一切の経費は購入者の 

負担 
■その他      ・本販売物件は、沼田町の「住んで快適暮らして満足移住定住応援奨励

金」の交付対象です。 
 
■申込み・お問合せ 総務財政課 財務グループ ☎３５－２１１１ 

ひとりで抱え込まないで…「働く人のお悩み相談ルーム」 

就職、会社や仕事のこと、職場でのハラスメント、家庭の悩み、メンタルヘルス等、あなた

のお悩みを認定カウンセラーがお受け致します。 

相談は無料で、秘密厳守いたします。 

 

■日 時 平成３０年３月２６日（月）までの毎週月曜日 ※１月１日を除く。 

     １７：３０から２０：３０の間で、ひとり１時間（一日３人枠） 

     空き状況によって当日の対応もできますので、まずはお電話、Ｅメールでお申込み 

ください。 

■場 所 一般社団法人 日本産業カウンセラー協会北海道支部相談室 

     札幌市中央区北４条西７丁目１番地５ 札幌ホワイトビル３階 

■申込み・お問合せ 

一般社団法人 日本産業カウンセラー協会北海道支部相談室 

     ☎（０１１）２０９－７０００ E メール sapporo@counselor.or.jp 

歩行困難、悪心嘔吐、食欲不振、死亡…  

悪質な健康食品にご注意ください 

悪質な健康食品が出回っています。医薬成分を違法に入れたり、偽物であることが多く、こ

れらを飲んで死亡した例もあります。最近は、インターネット等で個人輸入される方も多いよ

うですが、偽物や粗悪品には注意が必要です。 

健康食品に隠されたリスクを知りたいときは… 

 

 

 

 

 

■お問合せ あやしいヤクブツ連絡ネット ☎（０３）５５４２－１８６５ 

あやしいヤクブツ連絡ネットへ！ 

 http://www.yakubutu.com 

水質検査の結果について 

水道法の規定により沼田町の水道水の水質検査結果についてお知らせいたします。 

検査の結果、すべての項目で基準値以内の数値になっておりました。 

 尚、詳細な水質検査結果（２７項目）については沼田町のホームページに掲載していますの

でご確認下さい。 

 

■お問合せ 建設課 上下水道担当 ☎３５－２１１６ 



 

飲酒に関することでお困りの方… 

「アルコールミーティング」 のお知らせ 

自殺予防 いのちの電話  
～ひとりじゃないよ 話をきかせて～ 

「自殺予防 いのちの電話」は悩み苦しんでいる人の“こころ”が和らぎ、希望と勇気をも
って再び生きていかれることを願い開設されました。 
お悩みのことがあれば一人で悩まず下記までご相談ください。 
 
0120-783(なやみ)-556(こころ) 
毎月１０日（フリーダイヤル）２４時間・無料です（８：００～翌朝８：００） 

 
こちらでもご相談を受け付けております。※通話料がかかります。 
・旭川いのちの電話： ０１６６－２３－４３４３ 
・北海道いのちの電話：０１１－２３１－４３４３ 

 
主催：一般社団法人日本いのちの電話連盟 http://www/inoshinodenwa/org 

■お問合せ 保健福祉課 健康グループ ☎３５－２１２０ FAX３６－２００５ 
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強迫的に飲酒を繰り返す方、過度な飲酒が原因で体を壊し、家族や周囲に迷惑をかけ、事
故や事件を起こす方。これらはアルコール依存症の症状であり、病気です。飲酒しない生き
方を学ぶことを目的として、「アルコールミーティング」を開催いたします。ご家族の方も参
加できます。 
 
■日 時  いずれも１５:００～１６:００ ※都合により日程変更する場合があります。 
 
 
 
 
 
 
■場 所  北海道深川保健所 ２階会議室 （〒074-0002 深川市２条１８番６号）  
■費 用  無料です。但し、プログラム内容によっては実費程度を頂く場合があります。 
 
■申込み・お問合せ  

北海道深川保健所 健康推進課 健康支援係 ☎２２－１４２１ 

平成２９年 １０月１３日（金） 平成３０年 １月１２日（金） 

１１月１０日（金） ２月 ９日（金） 

１２月 ８日（金） ３月 ９日（金） 

 



 

日曜・祝日当番医のお知らせ 

◆９月２３日（土） 
歯   科   系…渋谷歯科医院（滝川市）   ☎２２－１７３７ 
内科・外科系…深川市立病院          ☎２２－１１０１ 

◆９月２４日（日） 
歯   科   系…定岡歯科医院（妹背牛町）  ☎３２－４１１８ 
内科・外科系…深川市立病院          ☎２２－１１０１ 

◆１０月１日（日） 
歯   科   系…長谷川歯科医院（赤平市） ☎０１２５－３２－３０４３ 
内科・外科系…深川市立病院          ☎２２－１１０１ 

◆１０月８日（日） 
歯   科   系…秩父別歯科診療所     ☎３３－２４２０ 
内科・外科系…深川市立病院        ☎２２－１１０１ 

◆１０月９日（月） 
歯   科   系…よりもと歯科医院（芦別市） ☎０１２４－２２－４６１８ 
内科・外科系…深川第一病院          ☎２３－３５１１ 

９月２１日から１０月１４日までの行事予定 

行事名            時 間    場 所 

９月２１日（木） スポーツクラブ定期利用     １９：００～ 町民体育館 

２２日（金） 雪合戦教室           １９：００～ 町民体育館 

２４日（日） プラネタリウム投影会      １９：００～ 町民会館 

２５日（月） 脳トレ教室           １０：００～ ふれあい 

２６日（火） 高齢者サロン          １０：００～ 緑町コミセン 

  ２７日（水） ジョギング教室         １８：３０～ ゆめっくる 

２８日（木） スポーツクラブ定期利用     １９：００～ 町民体育館 

２９日（金） 雪合戦教室           １９：００～ 町民体育館 

３０日（土） まちなかほっとタウングランドオープンイベント １０：００～ まちなかほっとタウン 

１０月１日（日） 明日萌の里・ほたるの里ウォーキング  ９：００～ あんしんセンター 

      紅葉祭り            １０：００～ ほろしん温泉 

２日（月） あんしんセンターグランドオープン   ９：００～ あんしんセンター 

      体力測定会           １１：００～ ふれあい 

のぞみ会            １３：００～ ふれあい 

６日（金） 高齢者元気１００倍！教室    １０：００～ ふれあい 

７日（土） 本願寺駅逓見学会        １０：００～ 本願寺駅逓 

  １１日（水） ふれあい総合健診         ６：３０～ ふれあい 

ジョギング教室         １８：３０～ ゆめっくる 

１２日（木） ふれあい総合健診         ６：３０～ ふれあい 

スポーツクラブ定期利用     １９：００～ 町民体育館 

１３日（金） ふれあい総合健診         ６：３０～ ふれあい 

雪合戦教室           １９：００～ 町民体育館 

１４日（土） 沼田小学校学習発表会       ８：３０～ 小学校 

 


