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７月予定の参議院議員選挙の投票所について
参議院議員の任期満了に伴い、今年の夏（７月予定）に参議院議員選挙が行われますが、今
回の選挙から沼田町内での投票所は、
「沼田町健康福祉総合センター」の１ヶ所となります。
これまで投票所として利用していた活性化センター等では投票できませんので、お間違えの
無いようお願いします。
変更前（これまで）
投 票 所 名
沼田町健康福祉総合センター
沼田小学校
共成地区活性化センター
高穂地区コミュニティセンター
北竜地区活性化センター
恵比島地区活性化センター

変更後（今回より）
投 票 所 名

沼田町健康福祉
総合センター

なお、投票所が１ヶ所になることに伴い、農村部の交通弱者等に配慮し選挙当日は選挙用の
「無料巡回バス」を運行する予定をしております。
※巡回バスの運行時間など選挙に係る詳しい内容については後日改めてお知らせいたします。
■お問合せ

選挙管理委員会事務局（総務財政課内）

☎３５－２１１１（直通）

熊本地震被災地への義援金にご協力を！
九州熊本地方を中心とする地震で、被災された方々の支援を目的に、日本赤十字社沼田
町分区では、役場庁舎１階と健康福祉総合センター１階に「義援金募金箱」を設置していま
す。
義援金は、日本赤十字社を通じて被災地にお届けいたしますので、町民皆様のご協力をお
願いいたします。

■募集内容 看護師又は准看護師
２名
■応募資格 ①看護師又は准看護師の資格を有する者
②病院又は福祉施設等で看護業務の経験がある者
■応募方法 ①履歴書 ～（市販のもので可）
（写真添付のこと）
②資格を証明するもの（資格を有する場合）
■選考方法 書類選考の後、作文、面接試験（平成２８年６月上旬実施予定）
■採用・待遇
①採用予定月日 平成２８年７月１日(金)
②身
分
沼田町職員
③勤務場所
沼田町特別養護老人ホーム旭寿園
■休暇・勤務時間
地方公務員法及び沼田町各条例規程による。
（週休２日と祝日相当日数）
■給与・手当等
①給
与
沼田町の規程による。
②昇
給
年１回
③手 当 等
期末手当・勤勉手当・住宅手当・寒冷地手当・特殊勤務手当（沼田町
規程による）
④住
宅
沼田町が斡旋する。
■応募期限 平成２８年６月３日（金）必着
■応募先・お問合せ 総務財政課 総務グループ
沼田町南 1 条 3 丁目 6 番 53 号 ☎３５－２１１１

夏だけの楽しみ！プールで水に親しもう！
沼田町Ｂ＆Ｇ海洋センターがオープンします
沼田町にもやっと暖かい季節がやって来ました。
熱い夏を乗り切るために、体力づくりや健康維持にプールをご利用ください。
例えば
・水泳の練習
・お友達とのウォーキング
・仕事帰りに疲れた体を優しく癒す
など水着を持って、お気軽にご利用下さい！
■オープン ６月５日（日）午前１０時
■開館時間 午前１０時～午後９時
※但し、正午～午後１時と午後５時～午後６時の間は、事故防止のため遊泳等出来ません。
■利用料金 無料
■そ の 他 ６月から各種水泳教室等が開催されます。
詳しくは教育委員会までお問合せ下さい。
■お問合せ 教育委員会
☎３５－２１３２ FAX３５－１２１０
Ｂ＆Ｇ海洋センター ☎３５－１０２６

甲種防火管理新規講習会の開催について
■講習日時

平成２８年６月２３日（木）～２４日（金）の２日間
１日目 ９時１０分から１６時１０分まで
２日目

■講習場所

９時００分から１５時００分まで

滝川市緑町２丁目２番３１号
滝川地区広域消防事務組合消防本部

■定

員

３階講堂

６０名（会場の都合により受講希望者６０名になり次第締め切ります。
）

■受 講 料

３，８００円（テキスト代含む）

■受講申請書

組合管内（滝川消防署・芦別消防署・赤平消防署・新十津川支署・江竜支署）
の消防署又は支署にあります。

狂犬病予防注射・犬の登録のお知らせ
犬を飼っている方は、毎年 1 回の狂犬病予防注射を受けることが義務付けられています。
（生後９１日以上の犬が対象）また、犬の登録も受付けておりますので、まだ登録をされて
いない方はこの機会に登録をお願いします。
次の日程で実施しますので、忘れずにお近くの場所で済ませてください。
月

日

す。
■申込方法
.

組合管内（滝川消防署・芦別消防署・赤平消防署・新十津川支署・江竜支署）
の消防署又は支署に持参

滝川市緑町２丁目２番３１号
・滝川地区広域消防事務組合

☎０１２５－２３－０１１９
芦別消防署

芦別市本町４２番地１
・滝川地区広域消防事務組合

☎０１２４－２２－３１０６

６月６日
（月）

9 時 00 分～ 9 時 45 分(45 分)
10 時 00 分～10 時 45 分(45 分)
11 時 00 分～11 時 30 分(30 分)
13 時 00 分～14 時 00 分(60 分)
14 時 30 分～15 時 30 分(60 分)

６月７日
（火）

①北竜 3 会館
②北竜地区活性化ｾﾝﾀｰ
③中央ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰ
④旭町ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰ

9 時 30 分～10 時 00 分(30 分)
10 時 15 分～10 時 45 分(30 分)
11 時 00 分～11 時 30 分(30 分)
13 時 00 分～14 時 30 分(90 分)

赤平消防署

赤平市大町４丁目５番地２
・滝川地区広域消防事務組合

☎０１２５－３２－３１８１
新十津川支所

新十津川町字中央３０１番地１
・滝川地区広域消防事務組合

(滞在時間)

①旧東予 1 会館
②共成ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰ
③更新会館
④高穂ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰ
⑤恵比島地区活性化ｾﾝﾀｰ

※郵送による提出はできません。

消防本部予防課

間

13 時 00 分～16 時 00 分(3 時間)

■申 込 先
・滝川地区広域消防事務組合

時

役場横業務車庫前
（沼田消防支署向かい）

ンロードできます。
平成２８年５月２３日（月）～６月６日（月）までの間、申し込みを受付しま

所

６月５日
（日）

※受講申請書は、滝川地区広域消防事務組合ホームページ（http://takifire.com）からもダウ
■受講受付

場

☎０１２５－７６－２６１９

江竜支署

滝川市江部乙町５１４番地１１

☎０１２５－７５－３１１９

■お問合せ 滝川地区広域消防事務組合消防本部予防課
☎０１２５－２３－０１１９（内線２５３）

キップ・定期券は、ＪＲ石狩沼田駅でお買い求め下さい。
祝祭日を除く月～金の 7:20～13:40 で販売中です。

■当日必要なもの
・狂犬病予防注射料
・新規登録料（未登録の犬）

３，１１０円
３，０００円

■お願い
犬の放し飼いはやめましょう！お子さんや歩行者にとって犬の放し飼いは大変危険です。
歩行者やご近所の方に迷惑をかけることになりますので、飼主はマナー（散歩中の犬のフ
ン 及び 犬小屋周りのフンの後始末等）をお守り下さい。
また、鎖から離れた犬については沼田町をはじめ近隣各市町において、畜犬取締及び野犬
掃とうを行っておりますので、犬が鎖等から離れないようにして下さい。
■お問合せ 住民生活課

生活環境グループ

☎３５‐２１１５
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巡回無料法律相談会のお知らせ
旭川弁護士会は、下記日程で巡回無料法律相談会を開催します。
実際にまだ、法律問題にはなっていなくとも、心配事等がある場合には、是非弁護士の
無料相談をご利用ください。あらかじめ法律の知識を身に着けておくことで、重大なトラ
ブルを回避できることもあります。
○６月の相談会の日程
■日
時
平成２８年６月８日（水）
午後２時～午後５時
■場
所
沼田町健康福祉総合センター ふれあい相談室
■相 談 料
無料です
■ご予約・お問合せ 総務財政課 総務グループ ☎３５－２１１１
○地元では相談しにくいという方は町外での相談会に申込みすることができます。
■日
時
平成２８年７月２６日（火） 午後１時～午後４時
■場
所
秩父別町役場
■相 談 料
無料です
■ご予約・お問合せ 秩父別町役場 総務課 ☎０１６４－３３－２１１１（内線３４）
※予約がない場合でも相談は受けられますが、予約された方が優先となりますので、ご了
承ください。

教育委員会ブログ
沼田町教育委員会ブログ

各種事業の取組や、お知らせなどを掲載して
います。どうぞご覧ください。

検 索

URL http://blog.canpan.info/numakyoui/

スマホは
QR コードから

役場では夏の軽装（クールビズ）を実施します
役場では６月１日から９月３０日までの間、職員の軽装（ノーネクタイ、ノー上着）を
励行します。
公式行事への出席等の場合を除き、軽装とさせていただきますので、ご理解くださいま
すようお願いします。
また、来庁者の皆様におかれましても、ぜひ軽装にご協力くださいますようお願いしま
す。

日曜・祝日当番医のお知らせ
◆５月２９日（日）
歯
科
系…さいとう歯科（雨竜）
内科・外科系…深川市立病院
◆６月 ５日（日）
歯
科
系…北竜町立歯科診療所
内科・外科系…深川市立病院
◆６月１２日（日）
歯
科
系…中神歯科医院
内科・外科系…深川市立病院

☎０１２５－７７－２０８８
☎２２－１１０１
☎３４－２６５６
☎２２－１１０１
☎３５－２４５６
☎２２－１１０１

５月２６日から 6 月９日までの行事予定
行事名
５月２６日（木）

６月

時

間

場

所

スポーツクラブ定期利用

１９：００～

町民体育館

２７日（金）

雪合戦教室

１９：００～

町民体育館

３０日（月）

HIPHOP ダンススクール

１６：４５～

ゆめっくる

３１日（火）

ふらっトーク

１５：３０～

ふれあい

１日（水）

心配ごと相談

１３：００～

ふれあい

２日（木）

スポーツクラブ定期利用

１９：００～

町民体育館

３日（金）

雪合戦教室

１９：００～

町民体育館

５日（日）

萌の丘ハイキング

９：００～

ふれあい前

８日（水）

無料法律相談会

１４：００～

ふれあい

９日（木）

スポーツクラブ定期利用

１９：００～

町民体育館

