
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。 
※9:00～9:30、11:20～12:30 は窓口を閉めております。 
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沼田町では、平成２７年度に臨時福祉給付金が支給された方の内、平成２８年度中に６５歳以
上となる方（昭和２７年４月１日以前に生まれた方）に、「支給対象となる可能性のある世帯」
として臨時福祉給付金申請書（請求書）を送付しています。 

 
 
 

 
 
 手続きは、平成２８年８月１９日（金）までに保健福祉課「福祉グループ」窓口に関係書類を
申請書に添えて提出してください。 
■支給対象者 
平成 27年度分の市町村民税（均等割）が課税されていない方 
ただし、以下の場合は対象外です。 
・市町村民税（均等割）が課税されている方の扶養親族 
・生活保護制度の被保護者となっている場合 

■申請に必要な書類等 
 （１）臨時福祉給付金申請書 
 （２）本人確認書類（支給対象者全員分の運転免許証、写真付き住民基本台帳カード、マイナ 

ンバーカード、旅券等写真付きのものが好ましいですが、無い場合は健康保険証等の写 
しとします） 

 （３）振込先金融機関口座確認書類（受取口座の金融機関名、口座番号、口座名義人（カナ） 
が分かる通帳やキャッシュカードの写し） 

    ※平成２７年度に臨時福祉給付金を受給された方で、同じ口座に振り込みを希望され 
る方は、提出が不要です。 

（４）印鑑 
■提出先・お問合せ 
保健福祉課 福祉グループ(担当：神薮･一戸･阿部) ☎３５－２１２０  
 

今年で４３回目を迎える町民体育祭を 

 
 

 
 

 

講演会『“地産地消型食生活”でココロとカラダの元気づくり』の実施について 

 

臨時福祉給付金の申請受付中です 

第４３回 町民体育祭のご案内 

健康な身体を作るために欠かせない“食”について、ためになるお話を聞いてみませんか？地産
地消や食育に関する取組をされている天使大学 荒川義人教授を講師にお招きした講演会を次の
通り実施します。 

 
■日 時 ６月１６日（木）１８：３０～ 
■場 所 健康福祉総合センター「ふれあい」すこやかホール 
■参加費 無料 
■講 師 天使大学教授 荒川義人 氏 
■その他 事前申し込みが無くても当日参加は可能ですので、お気軽にお越しください。 
■お問合せ・お申込み 保健福祉課健康グループ ☎３５－２１２０  

◎申請書等が届いていない方でも、非課税で同居の課税されている方の扶養親族となって
いない方など、給付金の支給対象者となる場合もありますので、ご確認のうえ保健福祉課
「福祉グループ」窓口にご相談又は、本人確認書類・振込先金融機関口座確認書類・印鑑
をご持参のうえ、手続きを行ってください。 

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。 

■お問合せ 教育委員会 ☎３５－２１３２ 
 

平成２８年７月３日（日）午前９時１５分から 
沼田小学校グラウンドで開催します。 

全町民が一体となって楽しめる町民体育祭は、健康づくりや町民の交流によって、地域を
元気にするイベントです。 
今年も「防災」に役立つ競技を織り交ぜ、昨年に引き続き６５歳以上の方の体力測定も時

間を拡大して行うなど、種目や得点に工夫を凝らしています。 
どの組も優勝を狙えて子どもから高齢者の方まで参加し易く、応援する方も思わず力が入

ってしまうような競技内容となっておりますので、皆さまお誘いあわせの上、是非ご来場く
ださい。 
なお、今年も開会式に参加された皆様には５０ポイントのスノッピカードをお渡ししま

す！！ 
参加されたことのない方も、毎年参加されている方も是非お集まりください。 
今年も町民体育祭で、大いに盛り上がりましょう！ 



                                                    
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
  
 

 
 

 

■募集人員 若干名 
■勤務内容  
・農産加工場における以下の業務等 
・トマトジュース・野菜ジュース・トマトケチャップ・惣菜等の製造 
・飲料缶・瓶の箱詰め作業・トマトピューレ缶の運搬作業・製品出荷作業 
※フォークリフト免許所持者はフォークリフト運転業務もあります。 
※元気で体力のある方を希望します。20kg程度の重量物の持ち上げなどの業務があります。 
本人の適性を相談の上担当して頂きます。 

■応募資格  
概ね 65歳までの方（経験は問いません） 

■応募方法  
履歴書（市販のもの）に写真を貼付し、下記まで提出してください。（郵送可） 

■選考方法  
6月 20日（月）までに書類を提出して下さい。書類選考後、面接日時等ご連絡致します。 

■雇用・待遇 
【雇用期間】  
平成 28年 7月 1日～平成 28年 9月 30日（１ヵ月の試用期間あり、雇用期間更新あり） 

【勤務時間】  
変形労働時間（１年単位）による勤務 
①８：００～１８：００（トマト繁忙期 7月～9月） 
②８：３０～１７：３０（通常時期 4月～6月、10月～12月） 
③９：００～１７：００（冬期 11月～3月） 

【賃 金】 
月額職員 １４４，６００～１６６，０００ 円/月 

（月 20日程度、社会保険等加入あり） 
■その他  

パート勤務を希望される方は、相談に応じます。（その場合は日給制になります） 
■応募・お問合せ  

農産加工場（担当：門間・塩田）☎３５－１２０６ 
  〒078-2204  沼田町西町６番２８号  

集団予防接種等により B 型肝炎ウイルスに感染した方は 

給付金が支給される場合があります 

出生時の母子感染のほか、昭和 60年代初頭までに、集団予防接種などの際に行われていた注
射器の連続使用が原因で、多くの方が B型肝炎ウイルスに感染したとされています。 
集団予防接種と B 型肝炎ウイルス感染との因果関係が認められた方には、一定の手続きによ

って国からの給付金を受け取ることができます。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
■お問合せ 
・厚生労働省ホームページ  B型肝炎訴訟 
（http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/kenkou/b 

-kanen/） 
・厚生労働省 電話相談窓口 ☎０３－３５９５－２２５２（平日 9：00～17：00受付） 

①B型肝炎ウイルスに持続感染している方 
  ②満 7歳になるまでに集団予防接種を受けた方 
  ③昭和 23年 7月 1日～昭和 63年 1月 27日の間に集団予防接 

種を受けた方 
  ④集団予防接種以外の感染原因（母子感染・輸血等）がない方 

※給付金対象者から母子（父子）感染している方や給付金対象 
者の相続人も対象となります。 

給付金の対象者は以下の 4 つの条件を満たす方
 

沼田町農産加工場臨時職員（工場作業員）を募集します 

◆放送日時：平成２８年６月２３日(木) 午前１０時１５分頃 

６月２３日（木）午前１０時１５分頃に、防災無線を通じて緊急地震速報の訓練放送を行
います。大地震が発生したという想定で放送が流れますので、町民の皆様も自ら身を守るた
めの行動を取るなど、訓練にご協力ください。 

放送内容 
  町内６か所に設置してある屋外スピーカー及び戸別受信機から、緊急地震速報の訓練 
放送が一斉に放送されます。 

【放送内容】 
  開始のチャイム 
「こちらは、防災ぬまたです。ただいまから、訓練放送を行います。」 

  緊急地震速報チャイム音 
「緊急地震速報、大地震です。大地震です」  繰り返し３回 
「これは訓練放送です。」 
「こちらは、防災ぬまたです。これで訓練放送を終わります。」 

  終了のチャイム 

(※)Ｊ-アラートとは、地震・津波や武力攻撃などの災害時に国から送られてくる緊急情報を
人工衛星などを活用して瞬時に情報伝達するシステムです。 

■お問合せ 総務財政課 総務グループ ☎３５－２１１１ 

 

沼田町議会からのお知らせ 
平成２８年第２回定例会が６月１５日（水）から開催されますので、是非この機会に傍聴に

お越し下さい。なお、本定例会の一般質問は１５日午後 1時００分からを予定しております。 
■お問合せ 議会事務局 ☎３５－２１１７ 
 

緊急地震速報（J-アラート）の訓練放送について 

 
 

                                            
 
 
 
 
      

沼田町教育委員会ブログ 検 索 

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。 

 

スマホは 

QRコードから 

 

 

教育委員会ブログ 
 

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



■募集人数  管理栄養士または栄養士 １名 
■応募資格  管理栄養士または栄養士の資格を有する方 
■応募方法  履歴書（市販のもの、写真添付）と資格を証明するもの（コピー）を 

旭寿園まで持参か郵送してください。 
■選考方法  履歴書審査と面接（日程は追って連絡します） 
■雇用・待遇 
 【雇用期間】平成２８年７月１日から平成２８年１２月３１日まで 
 【勤務時間】９：００～１７：１５ ※勤務日数および時間は相談に応じます。 
【賃 金】日額８，０００円 

■募集期間  平成２８年６月２０日（月）まで 
■応募・お問合せ  特別養護老人ホーム旭寿園（担当：森田・荒川）☎３５－２６１１ 
          〒078-2201 沼田町旭町３丁目５番２５号  
  

特別養護老人ホーム旭寿園臨時職員（介護員）の募集 

 ■募集人数  若干名 
■勤務内容  介護業務および日常生活支援 
■応募資格  おおむね６５歳以下の方（介護経験は問いません） 
■応募方法  履歴書（市販のもの、写真添付）を旭寿園まで持参か郵送してください。 
■選考方法  履歴書審査と面接（日程は追って連絡します） 
■雇用・待遇 
 【雇用期間】平成２８年７月１日から平成２８年９月３０日まで 
       （１か月試用期間あり、雇用期間更新あり） 
 【勤務時間】５：３０～１９：３０ ※勤務日数および時間は相談に応じます。 
【賃 金】月額 １４５，０００円（月２０日間程度） 
      ※介護福祉士の資格をお持ちの方は４，０００円増額となります 
      日額 ７，０００円（日数は要相談） 
      ※介護福祉士の資格をお持ちの方は２００円増額となります。 

■募集期間  平成２８年６月２０日（月）まで 
■応募・お問合せ  特別養護老人ホーム旭寿園（担当：森田・荒川）☎３５－２６１１ 
          〒078-2201 沼田町旭町３丁目５番２５号  
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特別養護老人ホーム旭寿園臨時職員（栄養士）の募集 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

沼田っ子サポーター会員募集中！！ 

 
 

 

 
 

 

 

日曜・祝日当番医のお知らせ 

 ◆６月１２日（日） 
歯   科   系…中神歯科         ☎３５－２４５６ 
内科・外科系…深川市立病院       ☎２２－１１０１ 

◆６月１９日（日） 
歯   科   系…たまの歯科医院（芦別市） ☎０１２４－２２－１２２１ 
内科・外科系…深川市立病院       ☎２２－１１０１ 

◆６月２６日（日） 
歯   科   系…長谷川第１歯科（赤平市） ☎０１２５－３２－２２７７ 
内科・外科系…深川市立病院       ☎２２－１１０１ 

 
 ６月９日から 6月２３日までの行事予定 

行事名             時 間    場 所 
６月 ９日（木） スポーツクラブ定期利用     １９：００～ 町民体育館 
  １０日（金） 雪合戦教室           １９：００～ 町民体育館 
  １２日（日） 子どもフェスタ         １０：００～ 沼田小学校 

１３日（月） フィットネス教室        １９：００～ ゆめっくる 
１５日（水） 萌の丘ハイキング         ９：００～ ふれあい前 
１６日（木） スポーツクラブ定期利用     １９：００～ 町民体育館 
１７日（金） 雪合戦教室           １９：００～ 町民体育館 
       元気 100倍！教室       １０：００～ ゆめっくる 
２３日（木） スポーツクラブ定期利用     １９：００～ 町民体育館 

■沼田っ子サポーターとは（趣旨） 
子どもたちの健やかな成長を願い、地域における子どもたちの安全を見守る（登下校時の 

交通安全啓発や通学路の見守り、あいさつ運動）等の活動を行うボランティアです。 
■対 象 者  趣旨に賛同いただける沼田町民で、満１８歳以上の方。 
■募集期間 随時募集中です。 
■登録方法 教育委員会にある所定の用紙に記入又は電話でお申込みください。 
■そ の 他  教育委員会においてボランティア傷害保険等は加入しませんのでご了承願います。 

 
 
 
 
 
■お問合せ・お申込み 教育委員会 ☎３５－２１３２ 

６月２３日（木）１４時００分からゆめっくるにて研修会を行います。 
「危険な場面に遭遇したときの対処法について」をテーマに、沼田警察署より 
講話があります。会員登録されていない方もぜひご参加ください。 


