幌新温泉特別ご優待券〈入浴利用券〉（黄色）をお持ちの方へ
本年６月末現在の後期高齢者医療被保険者の皆様にお配りしました入浴利用券（黄色・３枚
綴り）は、有効期限が平成３０年１月３１日までとなっておりますので、お早めにご利用下さ
い。
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■お問合せ

電話：0164-35-2111

ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ http://www.town.numata.hokkaido.jp ﾒｰﾙ soumu@town.numata.lg.jp

自動車を運転される方は下記の点に注意し、事故防止に努めましょう。

１名
化石クリーニング作業、レプリカ作製作業、販売用グッズ製作など
化石に興味があり細かな作業が得意で健康な方
月曜から金曜まで週５日（土・日・祝日休み）
１０：００～１６：００（１２：００～１３：００休憩あり）
時間給８１８円（ただし最初の 1 ヵ月は試用期間として８１０円）
沼田町化石館レプリカ工房（旧厚生クリニック向かい）
平成３０年１月 1 日～3 月３１日（更新あり）
市販の履歴書（写真貼付）を郵送または持参
履歴書審査及び面接（日時は追って連絡）
平成２９年１２月１５日（金）まで

■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

平成２９年度自衛官候補生募集案内
■自衛官候補生（男女）
資
格 日本国籍を有し、採用予定月 1 日現在 18 歳以上 27 歳未満の男女
受付期間 年間を通じて行っております。※採用予定数に達した場合は実施しません。
試験期日 平成２９年１２月１５日（金）
・１６日（土）
試験会場 自衛隊旭川地方協力本部(旭川市春光町)
■高等工科学校生徒（一般）
資
格 日本国籍を有し、平成３０年４月１日現在、中卒(見込含む)１７歳未満の男子
受付期間 平成２９年１１月１日（水）～平成３０年１月９日（火）
試験期日 第１次試験：平成３０年１月２０日（土）
試験会場 陸上自衛隊旭川駐屯地(旭川市春光町)
■お問合せ

自衛隊旭川地方協力本部 南地区隊
総務財政課 ☎３５－２１１１

☎０１６６－５４－５６１７

☎３５－２１２０

冬期間の踏切事故防止のために

化石館レプリカ工房臨時職員の募集について
■募集内容
■勤務内容
■応募資格
■雇用・待遇
①勤務日数
②勤務時間
③賃
金
④勤務場所
⑤雇用期間
■応募方法
■選考方法
■応募期限

保健福祉課 保険グループ

○踏切に近づいたら路面状況に応じ、確実に一旦停止できるスピードに落としましょう。
○もし、踏切の中で立ち往生したら、慌てずにまず列車を止めてください。
※非常ボタンがあるとき…警報機が鳴っていなくともすぐにボタンを押してください。
※非常ボタンがないとき…自動車に備え付けの発煙筒や赤旗などで列車に合図してください。
（警報機が鳴り始めてから約３０秒後に列車が来ます）
○もし、踏切内に閉じこめられたら、遮断ポールを自動車等で押し出して脱出してください。
ポールは、斜めに上がります。
■お問合せ

北海道 環境生活部 くらし安全局 道民生活課 交通安全グループ
☎０１１－２０４－５２１９

「メールぬまた」登録受付中です！
町では、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４４９名(平成
2９年１１月２４日時点)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。
※利用者の方で機種を変更した場合やメールアドレスが変わった場合、迷惑メール防止設定をして
いる場合には受信できない可能性がありますので、設定をご確認下さい。また、ご不明な点がご
ざいましたら下記までお問合せ下さい。

■お問合せ

総務財政課 広報情報グループ

☎３５－２１１１

日曜・祝日当番医のお知らせ

悪質な事業者にご注意下さい
本年１月以降、
「あなたの写真が、今すぐお金に変わる！」などとうたい、消費者へ高額な入
門書などの購入を持ちかける業者についての相談が消費者センター等に数多く寄せられていま
す。
消費者庁の調査により、
『株式会社アイデア』との取引において誇大広告、不実告知などの消
費者の利益を害する行為が確認されています。
『株式会社アイデア』は、インターネット上で「カシャカシャビジネス」という名称のウェ
ブサイトを開設し、それによって稼げた事実が全く無いのに、
「あなたの写真が、今すぐお金に
変わる！」
「３日間で３万円！ 日給５万円、月収で１５０万円を現実的に目指せる」などと記
載し、消費者に高額な入門書や特別コースの購入をすすめます。
こういった被害に遭わないために、以下の点にご注意ください。
①事業者が取り扱う入門書などの「情報」は実際に買って中身を見ないと内容がわからず、得
られる情報が自分の思うものと違うというトラブルが発生しがちです。
②収入が得られると称する場合、「誰でも簡単に稼げます」「稼げなかったら返金します」など
と記載し、消費者に都合のいいことだけを強調する事業者には、特に注意が必要です。
③実際に●●万円で販売していた事実がないのに「通常価格●●万円のところ、今だけ▲万円」
などと記載し、特別に安いかのように誤認させたり、他の商品を買うよう執拗に勧誘したり
する事業者も存在します。お金を支払う前に商品やサービスの内容を書面等でしっかり確認
しましょう。
現在、このウェブサイトは閉鎖されていますが、また同様の手口で消費者を騙そうとする事
業者が現れることが予想されます。このような取引に関して不審な点があった場合は、お金を
支払う前に各地の消費生活センター等や警察に相談しましょう。
■お問合せ

消費者ホットライン（最寄の消費生活センター等をご案内します）
警察相談専用窓口
☎＃９１１０
住民生活課 生活環境グループ ☎３５－２１１５

☎１８８

-北海道からのお知らせ-

地方税申告は eLTAX をご利用下さい
地方税ポータルシステム「eLTAX（エルタックス）
」を利用して北海道の「法人道民税・法人
事業税・地方法人特別税」、市町村の「法人市町村民税・固定資産税（償却資産）
」の申告をイ
ンターネットで行うことができます。（平成 29 年 1 月から、国と地方にそれぞれ提出義務があ
る源泉徴収票・給与支払報告書を一括して eLTAX で一元的に送信できるようになりました）
税務署の e-TAX（イータックス）のご利用と合わせると、官公署の窓口に出向くことなく、
オフィスにて申告ができます。
詳しくは、
「eLTAX」ホームページをご覧下さい。
（URL： http://www.eltax.jp/）
■ご利用時間

８：３０～２４：００
（土・日・祝日、年末年始は除きます）

■お問合せ

ヘルプデスク ☎０５７０－０８１４５９
住民生活課 税務グループ ☎３５－２１１５

◆１１月２６日（日）
歯 科
系…杉村歯科医院(深川市)
☎２２－２３２３
内科・外科系…深川市立病院
☎２２－１１０１
◆１２月 ３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
◆１２月１０日（日）
歯 科
系…伊藤歯科医院(深川市)
☎２３－５５０１
内科・外科系…深川市立病院
☎２２－１１０１
◆１２月１７日（日）
歯 科
系…みやこし歯科診療所(滝川市) ☎０１２５－７５－５３３０
内科・外科系…深川市立病院
☎２２－１１０１

１１月２４日から１２月１４日までの行事予定
行事名
１１月２４日（金）

時 間

フロアカーリング
１０：００～
雪合戦教室
１９：００～
２６日（日） 全町ミニバレー大会
８：４５～
２７日（月） 半日総合健診
７：００～
脳トレ教室
１０：００～
２８日（火） 高齢者サロン
１０：００～
３０日（木） スポーツクラブ定期利用
１９：００～
１２月 １日（金） ふれあい子宮がん・乳がん検診 ８：３０～
雪合戦教室
１９：００～
２日（土） こども園発表会
９：３０～
４日（月） のぞみ会
１３：００～
７日（木） スポーツクラブ定期利用
１９：００～
８日（金） 雪合戦教室
１９：００～
９日（土） 教育長杯小学生バレーボール大会 ９：００～
１０日（日） 英語で話そう
１０：００～
１４日（木） スポーツクラブ定期利用
１９：００～
１５日（金） 雪合戦教室
１９：００～

場

所

ふれあい
町民体育館
町民体育館
旭川がん検診センター
ふれあい
緑町コミセン
町民体育館
ふれあい
町民体育館
認定こども園
ふれあい
町民体育館
町民体育館
町民体育館
ゆめっくる
町民体育館
町民体育館

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。
※不在となる時間帯もあります。

