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沼田中学校臨時公務補を募集します
◆募集人員 １名
◆業務内容 沼田中学校内及び学校周辺管理業務 外
◆応募資格 健康で営繕作業ができる方
◆応募方法 履歴書（市販の物で可・写真添付）を郵送または持参
◆選考方法 履歴書審査及び面接審査（面接日は追って連絡します）
◆雇用・待遇
①雇用期間 平成２９年４月１日から平成３０年３月３１日まで（更新あり）
②勤務時間 ７：３０から１５：４５まで（休憩時間 １３：３０から１４：１５まで）
※冬季間除雪業務等により勤務時間の変更有り
③勤 務 日 平日勤務 ※学校行事等により土日勤務の場合も有り
④賃
金 月額１８０，０００円
⑤社会保険等 社会保険・雇用保険の加入あり
◆応募期限 平成２９年３月１０日（金）まで（必着）
◆応募・お問合せ
教育委員会 沼田町南１条４丁目６番５号 ☎３５－２１３２ 担当：高橋

沼田中学校臨時事務員を募集します
◆募集人員 １名
◆業務内容 沼田中学校事務全般 外
◆応募資格 健康でパソコン操作（ワード・エクセル等）のできる方
◆応募方法 履歴書（市販の物で可・写真添付）を郵送または持参
◆選考方法 履歴書審査及び面接審査（面接日は追って連絡します）
◆雇用・待遇
①雇用期間 平成２９年４月１日から平成３０年３月３１日まで（更新あり）
②勤務時間 ７：３０から１５：４５まで（休憩時間 １３：３０から１４：１５まで）
③勤 務 日 平日勤務 ※学校行事等により土日勤務の場合も有り
④賃
金 月額１３２，０００円
⑤社会保険等 社会保険・雇用保険の加入あり
◆応募期限 平成２９年３月１０日（金）まで（必着）
◆応募・お問合せ
教育委員会 沼田町南１条４丁目６番５号 ☎３５－２１３２ 担当：高橋

◆募集人員 １名
◆業務内容 特別な教育的支援を要する児童の生活全般支援業務
◆応募資格 幼稚園教諭または保育士資格を有するか、この資格に準ずる経験を有する方
◆応募方法 履歴書（市販の物で可・写真添付）を郵送または持参
◆選考方法 履歴書審査及び面接審査（面接日は追って連絡します）
◆雇用・待遇
①雇用期間 平成２９年４月上旬から平成３０年３月下旬まで（小学校の通学期間）
（更新あり）
②勤務時間 ８：００から概ね６時間から７時間の勤務
③勤務日数 １ヶ月概ね２０日間（夏休み・冬休み期間は勤務なし）
④賃
金 時給 １，０００円
⑤社会保険等 社会保険・雇用保険の加入あり
◆応募期限 平成２９年３月１０日（金）まで（必着）
◆応募・お問合せ
教育委員会 沼田町南１条４丁目６番５号 ☎３５－２１３２ 担当：高橋

化石館臨時職員の募集について
◆募集人数
◆業務内容
◆応募資格
◆応募方法
◆選考方法
◆雇用・待遇
①雇用期間
②勤務時間
③勤務日数

１名
化石クリーニング作業、レプリカ作製作業、グッズ製作、接客・受付など
化石に興味があり細かな作業が得意な方
履歴書（市販の物で可・写真貼付）を郵送または持参
履歴書審査及び適性検査と面接審査（適性検査・面接日は追って連絡します）

平成２９年４月１日から平成２９年９月３０日（更新あり）
１０：００から１６：００（休憩時間 １２：００から１３：００）
月曜から金曜まで週５日（土・日・祝日休み）
※化石体験館（ほろしん温泉向かい）の繁忙期（ゴールデンウィーク、お盆な
ど）には、応援スタッフとして勤務していただく場合があります。
④賃
金
時給７９７円
⑤社会保険等
社会保険加入無し、雇用保険加入あり
⑥勤務場所
沼田町化石館レプリカ工房（沼田厚生クリニック向かい）
◆応募期限
平成２９年３月１０日（金）まで（必着）
◆応募・お問合せ
教育委員会 沼田町南１条４丁目６番５号 ☎３５－２１３２ 担当：篠原

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

子育て世帯応援通勤支援事業(後期分)の受付開始について

平成２９年度訓練生の追加募集について

町では「子育て世帯の応援事業」として、他市町村へ通勤する中学生以下のお子さんを扶養
する世帯主等の保護者で、下記の要件に全て該当する方に対し、通勤に係る費用の負担軽減と
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」を実施して
います。後期分の申請受付を開始しますので、下記に該当する方は住民生活課 窓口までお越し
ください。

-国立北海道障害者職業能力開発校-

国立北海道障害者職業能力開発校では、求職中の障がい者の訓練生（訓練期間１年又は２年間）
を追加募集しています。
詳しくは、国立北海道障害者職業能力開発校、又は最寄りの公共職業安定所までお問合せくだ
さい。
■対象者（以下の５項目をすべて満たしていることが必要です。）
■対 象 者
（１）沼田町内に居住し、かつ、中学生までの子どもを監護している世帯主等の保護者のうち、
訓練科名
定員
訓練期間 対象者（学歴別） 対象者（障がいの状況別）
総合ビジネス科
２０
１年
生計を維持する程度の高い方で町外の職場に勤務する方。
身体障がいのある方
建築デザイン科
２０
１年
（２）町税等公共料金を滞納していない方。
高卒以上の方
精神障がいのある方
プログラム設計科
２０
２年
（３）毎月１０日以上の町外通勤日数を有していること。
発達障がいのある方
ＣＡＤ機械科
１０
２年
（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。
総合実務科
２０
１年
中卒以上の方
知的障がいのある方
（５）町外に住居等を賃借していない方。
・職業的自立が見込まれる方で、就労意思のある方。
・就労に必要な知識、技能を習得する意思のある方。
※（１）の「生計を維持する程度の高い方」とは、世帯生計を主に担っている方で、その判断
・障がいの症状が固定（障がいが安定しており継続して訓練が可能な状態）している方で、集
にあたっては所得の状況や扶養申告、住民票等の取扱いなどを総合的に考慮して判断します。
団生活が可能な方（介護支援がある場合はご相談ください）。
■対象地域及び助成額
対象地域（通勤地）
１）本町より往復１９㎞以下の地域
（秩父別町）
２）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）
３）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）
４）本町より往復１００㎞以上の地域

助成額
月額 1,500 円
（年額 18,000 円相当額）
月額 3,000 円
（年額 36,000 円相当額）
月額 5,000 円
（年額 60,000 円相当額）
月額 6,000 円
（年額 72,000 円相当額）

■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。）

・申請期間： ３月 １日～１５日
・受取期間： ３月２１日～３１日
○受付時間
月曜日から金曜日

沼田町議会からのお知らせ
３月１０日(金)から 17 日(金)まで(土日除く)予算等審査特別委員会を含め６日間の予定で、
平成２９年第 1 回定例会を開催します。今定例会は新年度の予算審議を致しますので、是非こ
の機会に傍聴にお越しください。(予算等審査特別委員会も傍聴できます)
※詳しい日程については下記のとおりです。
●平成２９年第１回定例会日程
日
時
３月１０日（金）１０：００～

８：４５から１７：１５

○申請に必要な書類
・在職証明書（様式は町ＨＰまたは住民生活課 総合窓口でお受け取り下さい）
■お問合せ

■受付期間 平成２９年４月１０日（月）まで
■選 考 日 第１回
３月 １日（水）
第２回
３月２２日（水）
第３回
４月１３日（木）
■選考場所 北海道障害者職業能力開発校
■選考方法 学力試験（国語、数学）
、面接
■お問合せ ・北海道障害者職業能力開発校（砂川市焼山６０番地）
☎０１２５－５２－２７７４
・ハローワーク深川 ☎２３－２１４８

住民生活課 移住定住応援室

☎３５－２１１５

会

議

本会議

内
容
町政執行方針並びに教育
行政執行方針
１３：００～一般質問 他

場

所

本会議場

３月１３日（月）～１６日（木） 予算等審査
各課説明・総括質問
役場３階会議室
１０：００～
特別委員会
３月１７日（金）１０：００～
予算等審査特別委員会
本会議
本会議場
（予定）
報告、一般議案 他
※上記日程は予定であり、時間等が変更となる場合がありますのでご了承願います。
■お問合せ

議会事務局

☎３５－２１１７

自動車税の住所変更をお忘れなく
自動車税は、４月１日現在の登録に基づいて課税される税金です。
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■引っ越しで住所が変わったときなどは、運輸支局で変更登録をしてください。
次の場合は運輸支局で登録手続きが必要です。
・住所が変わったとき（変更登録）
・自動車を売買したとき（移転登録）

保健師（臨時職員）を募集します
◆募集人員
◆業務内容
◆応募資格
◆応募方法

１名
町の各種保健事業及び相談支援業務全般
保健師資格を有する健康な方
履歴書（市販の物で可・写真添付）及び資格を証明できる書類の写しを郵送また
は持参してください。
履歴書審査及び面接（面接日は追って連絡します）

◆選考方法
◆雇用・待遇
①雇用期間
平成２９年４月１日から平成２９年９月３０日（更新あり）
②勤務時間
８：４５～１６：００（休憩時間１２：１５～１３：００）
③勤務日数
１ヶ月概ね２０日間
④賃
金
時給１，７００円
⑤社会保険等
社会保険・雇用保険の加入あり
⑥勤務場所
保健福祉課
◆応募期間
平成２９年３月１０日（金）まで（必着）
◆応募・お問合せ
保健福祉課 沼田町南１条３丁目６番５３号 ☎３５－２１２０ 担当：黒田、西尾

・自動車を使用しなくなったとき（抹消登録）
※平成２９年度の自動車税納税通知書を確実にお届けするために、３月中に手続きをお願いし
ます。
■変更登録が間に合わないときは…
札幌道税事務所にご連絡いただくか、道税ホームページから自動車税の住所変更手続きが可
能です。
札幌道税事務所自動車税部

☎０１１－７４６－１１９

URL http://www.pref.hokkaido.lg.jp/sm/zim/address/index.htm

平成２９年度軽自動車税率のお知らせの訂正について
平成２９年２月９日発行の「広報ぬまたお知らせ版」に掲載しました「平成２９年度軽自動車
税率のお知らせ」に誤りがあったため、訂正したものをお知らせします。
＜グリーン化特例（軽課）＞

自動車税の軽減制度が変わります

誤【改正後】平成２７年４月１日から平成２９年３月３１日までに新規検査をした車両に限る

-北海道からのお知らせ-

正【改正後】平成２８年４月１日から平成２９年３月３１日までに新規検査をした車両に限る

◎平成２９年４月１日から身体等に障害のある方のために使用する自動車の軽減制度が、課税免
除制度から減免制度に変更されます。

＜軽課税率の適用について＞
○平成２７年４月１日から平成２８年３月３１日までに初年度検査及び新規登録した車両は２８

年度のみ適用
・申請期限が設けられ、自動車を入れ替えられる際の取り扱い等も従来と異なる場合があります。
○平成２８年４月１日から平成２９年３月３１日までに初年度検査及び新規登録した車両は２９
・現在、課税免除を受けられている方は、使用状況等に変更がなければ、手続は不要です。
・制度の変更点については、平成 29 年 5 月に「減免通知書」を送付し、お知らせします。
年度のみ適用
○詳しくは、道税ホームページをご覧ください
http://www.pref.hokkaido.lg.jp/sm/zim/index.htm

※平成２８年度の課税でグリーン化特例（軽課）が適用となった車両については再度適用される

■お問合せ
空知総合振興局 深川道税事務所
深川市 2 条西 5 丁目 ☎２３－３５７８

■お問合せ

ものではありませんのでご注意願います。
住民生活課 税務グループ

☎３５－２１１５

日曜・祝日当番医のお知らせ

平成２９年度 沼田町奨学資金貸付奨学生を募集します
町では、次のとおり平成２９年度の沼田町奨学資金貸付奨学生を募集しています。
この事業は、学業成績が優秀で経済的理由により就学が困難な方に対し、学資を無利子で貸与
する制度です。
■募集人員
高等学校（２名） 月額１５，０００円以内
大学等 （４名） 月額３０，０００円以内
■提出書類
①奨学生願書
②奨学生推薦書
③同意書（課税状況について税務担当部局に報告を求めることへの同意）
※用紙は教育委員会にあります。
■申込締切日
平成２９年３月３１日（金）
■選考・決定時期
平成２９年４月末～５月上旬
※なお、奨学生であった方が、町内で農業後継者又は商工事業後継者として就労した時は、農業
委員会または商工会の証明を得て、奨学資金返還免除の申請をすることができます。
■申込・お問合せ

教育委員会

☎３５－２１３２

担当：高橋

「メールぬまた」登録受付中です！
町では、
「大雨・大雪警報」の発令など、非常災害やその他緊急事態の情報の伝達手段として、
携帯電話等で電子メールにより情報を受信できる情報配信サービス「メールぬまた」を実施して
います。現在(平成 2９年２月１７日時点) ４１７名の方にご利用していただいています。随時
登録を受け付けておりますので、町民皆様方のご登録をよろしくお願いいたします。
登録方法
１．numata_info-1@req.jp へ空メールを送信してください。
(ＱＲコード対応機種をお持ちの方は、右のコードを読み取ると便利です。)
※件名、本文については空白のままで結構です。
２．送信後、〔メールぬまた登録手続きご案内〕というメールが送られてきます。
３．メールを開くと登録画面が表示されるＵＲＬが記載されていますので、クリックして登録画面に
接続してください。
４．登録画面にて必要事項を入力し、送信をすると登録確認画面に切り替わります。
入力した情報に誤りがなければ再度送信してください。送信完了後、メールぬまたから
〔ご登録ありがとうございます〕というメールが届けば登録完了です。
※利用者の方でメールアドレスが変わった場合や、迷惑メール防止設定をしていると、受信できな
い場合がありますので、設定を確認の上、ご登録をお願いします。

■お問合せ

総務財政課 広報情報グループ

☎３５－２１１１

◆２月２６日（日）
歯 科
系…武内歯科医院（滝川市）
内科・外科系…斎藤整形外科医院（深川市）
◆３月 ５日（日）
歯 科
系…近藤歯科医院
内科・外科系…深川市立病院
◆３月１２日（日）
歯 科
系…たなか歯科医院（深川市）
内科・外科系…深川市立病院

☎０１２５－２３－３５２５
☎２３－３７３７
☎３５－２５３８
☎２２－１１０１
☎２３－５５４５
☎２２－１１０１

２月２３日から３月１２日までの行事予定
行事名
２月２３日（木）

時

間

場

所

スポーツクラブ定期利用

１９：００～

町民体育館

高齢者元気 100 倍！教室

１０：００～

ふれあい

雪合戦教室

１９：００～ 町民体育館

２５日（土）

輝け雪のまちフェスタ

１０：００～

パークゴルフ場駐車場

２７日（月）

脳トレ教室

１０：００～

ふれあい

スポーツクラブ定期利用

１９：００～

町民体育館

１９：００～

町民体育館

フロアカーリング教室

１０：００～

ふれあい

４日（土） まちなか英語空間事業

１０：００～

ふれあい

５日（日） 図書館映画会

１０：３０～

ゆめっくる

２４日（金）

３月 ２日（木）

３日（金） 雪合戦教室

高穂スキー場クローズ
６日（月）

高穂スキー場

１２：００～

ふれあい

８日（水） ほっとママ

１０：００～

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

高齢者元気 100 倍！教室

１０：００～

ふれあい

雪合戦教室

１９：００～

町民体育館

１０日（金）
１２日（日）

のぞみ会

～１６：００

中学校卒業式

９：３０～

中学校

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。

