
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。 

 

    

 
  
 
 
  
 

  

 

 
 
 
 
  
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

 

  

 

 

 

狂犬病予防注射・犬の登録のお知らせ 

沼田火葬場の使用休止について 

沼田火葬場は当面の間使用できないため、北空知葬祭場（深川市）の火葬施設を利用して
いただくことになります。 
 使用休止の期間に北空知葬祭場の火葬施設を利用する際には、利用料金の差額を助成いた
します。 
 ご不便をお掛けしますが、ご理解とご協力をお願いいたします。 
 
■お問合せ 住民生活課 生活環境グループ ☎３５－２１１５ 
 

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 場   所 時   間      (実施時間) 

６月１７日（日） ①役場横業務車庫前 
（沼田消防支署向かい） 13時 00分 ～ 16時 00分  (3時間) 

６月１８日（月） 

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旭町ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰ 
⑥北竜３会館 
⑦北竜地区活性化ｾﾝﾀｰ 
⑧恵比島地区活性化ｾﾝﾀｰ 
⑨中央ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰ 

8時 30分 ～  8時 50分  (20分) 
9時 00分 ～  9時 30分  (30分) 
9時 45分 ～ 10時 15分 (30分) 

10時 30分 ～ 11時 00分  (30分) 
11時 15分 ～ 12時 15分 (60分) 
13時 30分 ～ 14時 00分 (30分) 
14時 15分 ～ 14時 45分 (30分) 
15時 00分 ～ 15時 30分  (30分) 
16時 00分 ～ 16時 30分 (30分) 

■当日必要なもの 
○狂犬病予防注射料      ３，１１０円   
○新規登録料（未登録の犬）  ３，０００円 
 
■お願い 
○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。 
 
○マナーを守りましょう！   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、 

散歩中の犬の糞及び犬小屋周りの糞の後始末等のマナーをお 
守り下さい。 

                            また、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 
 
 

税務職員募集について 

札幌国税局では、国税局や税務署において、税のスペシャリストとして活躍する税務職員
を募集しています。 
平成 30年度の採用試験の概要は、次のとおりです。 

■受験資格 
  高卒見込みの方及び高卒後３年を経過していない方 
■申込受付期間 
（１）インターネット 
     ６月１８日(月)～６月２７日(水) 
     申込専用アドレス http://www.jinji-shiken.go.jp/juken.html 
（２）インターネット申込みができない場合 
     第１次試験地を管轄する人事院地方事務局にお問い合わせください。 
     ※人事院北海道事務局  
〒060-0042 札幌市中央区大通西 12丁目 ☎011-241-1248 
■第１次試験【基礎能力試験、適性試験、作文試験】 

９月２日(日) 
■第１次試験合格者発表日 

10月４日(木) 
■第２次試験【人物試験、身体検査】 

10月 10日(水)～10月 19日(金)のうち指定する日 
■最終合格者発表日 

11月 13日(火) 
■お問合せ 札幌国税局人事第２課採用担当 ☎011－231－5011（内線 2315) 

又は最寄りの税務署(総務課)にお尋ねください。 

発行：沼田町役場 編集：総務財政課広報情報グル－プ 電話：0164-35-2111 

平成３０年６月７日発行 第１０２２号（1/２） 
 
 ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ http://www.town.numata.hokkaido.jp ﾒｰﾙ soumu@town.numata.lg.jp 



                                                    
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
  

 

 

「北海道健康マイレージ事業」で健康づくりをしましょう！ 

北海道では、道民の皆さんの健康づくりに対する意識や取り組む意欲を高めていただくこ
とを目的に、協賛企業等と連携して「北海道健康マイレージ事業」を実施しており、道民の
皆さんの健康づくりの取り組みをポイント化し、合計６ポイント貯めると特典（飲み物等）
が受け取れます。 
 
参加方法 
１．ポイントカードを入手する 

保健福祉課で「参加登録申込書」に記入し、ポイントカードをお受け取り下さい。 
※２０歳以上の方が対象です。 

 
２．対象事業に参加し、ポイントシールを受け取る 
  対象期間：平成３０年４月１日～平成３１年３月３１日 
 
 
 
 

すでに健（検）診が終わっている場合は、健診結果を保健福祉課へ持参してください。 
  ※対象事業についてはお問合せください。 
 
３．カードを提出する 

6ポイント貯まったら、保健福祉課へポイントカードを提出してください。 
 
４．特典を受け取る 

対象期間終了後、保健福祉課にて特典をお渡しします。 
なお、達成者が多い場合は抽選となりますので、ご了承ください。 

 
●道のホームページ 
 http://www.pref.hokkaido.lg.jp/hf/kth/ka/kenkoumaireiji.htm 
 
■お問合せ 保健福祉課 健康グル―プ ☎３５－２１２０ 

①特定健康診査、若年健診＝2ポイント 
②各種がん検診＝2ポイント 
③その他健康づくりに関する事業※１回参加につき 1ポイント 

 

上下水道料金の領収書発行について 

沼田町水道事業では、上下水道料金を口座引落しにてお支払いいただいている方々に、前
年度１年間分の上下水道料金領収書を発行いたします。 
発行を希望される方は、建設課までご連絡をお願いいたします。 
 

■お問合せ 建設課 上下水道担当 ☎３５－２１１６ 

 

“北の恵みフェア”について 

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。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。 
※すでに利用されている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、確認の上、下記までご連絡下さい。 
 

■お問合せ 総務財政課 広報情報グループ ☎３５－２１１１ 

「メールぬまた」登録受付中です！ 

「札幌ビューホテル大通公園」のレストラン「Ａｕｄｒｅｙ（オードリー）」で、＂北の
恵みフェア＂が開催されており、沼田町・小平町・幌加内町の３町で構成している協議会（小
平・幌加内・沼田３町広域振興協議会）が協力した、特別メニューが提供されています。 
 下記のフェア期間中は、町民の方がランチブッフェを利用される際、割引を受けられます
ので、是非この機会に３町の新鮮な地元食材を活用したブッフェをお楽しみ下さい。 
 
■期  間 平成３０年６月３０日（土）まで 

       ランチブッフェ １１：３０～１５：００（毎日開催） 
       ※６月２７日（水）のランチブッフェは休業。 
■場  所 札幌ビューホテル大通公園（札幌市中央区大通西８丁目） 
■割引内容 １０％割引 

（代表の方１名の提示で１グループ１０名まで割引適用） 
       ※会計時に沼田町民であることを確認できるもの（免許証等）をご提示く 

ださい。 
 ■予 約 先  札幌ビューホテル大通公園レストラン予約 ☎０１１－２６１－８３３２ 
       （受付時間 １０：００～１８：００） 

※混雑も予想されますので、事前の予約をお勧めします。 
 ■お問合せ 農業商工課 商工観光グループ ☎３５－２１１４ 
        
 

http://www.pref.hokkaido.lg.jp/hf/kth/ka/kenkoumaireiji.htm
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平成３０年度自衛官等募集案内 

■自衛官候補生 
      陸上・海上・航空自衛隊の自衛官を養成する制度で、所要の教育を経て２等

陸・海・空士として任官されます。（任期あり） 
資 格 日本国籍を有し、採用予定月の 1日現在１８歳以上２７歳未満の男女 

 受付期間 試験日により異なりますので、お問合せください 
 試験期日 平成３０年７月２０日（金）・２１日（土） 
      平成３０年８月２６日（日）・２７日（月） 
      平成３０年９月１８日（火）・２０日（木）・２５日（火） 
      ※いずれか１日 
 試験会場 受付時にお知らせします。 
 
■一般曹候補生 

陸上・海上・航空自衛隊の基幹隊員となる曹自衛官を養成する制度で、入隊 
後 2年 9ヶ月以降選考により 3等陸・海・空曹として任官されます。（任期 
なし） 

 資  格 日本国籍を有し、採用予定月の 1日現在１８歳以上２７歳未満の男女 
 受付期間 平成３０年７月１日（日）～９月７日（金） 
 試験期日 第１次試験：平成３０年９月１７日（月・祝日） 
 試験会場 陸上自衛隊旭川駐屯地(旭川市春光町) 
 
■航空学生 海上・航空自衛隊のパイロット等を養成する制度です。（任期なし） 
 資  格 日本国籍を有し、平成３１年４月１日現在１８歳以上２３歳未満の男女（海） 
      日本国籍を有し、平成３１年４月１日現在１８歳以上２１歳未満の男女（空） 
      （高卒・見込み含む） 
 受付期間 平成３０年７月１日（日）～９月７日（金） 
 試験期日 第１次試験：平成３０年９月１７日（月・祝日） 
 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 ☎０１６６－５４－５６１７ 
      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 

◆６月１０日（日） 
歯   科   系…北竜町立歯科診療所           ☎３４－２６５６ 
内科・外科系…深川市立病院                ☎２２－１１０１ 
◆６月１７日（日） 
歯   科   系…塚本歯科医院（滝川市）        ☎０１２５－２３－２５０８ 
内科・外科系…深川市立病院              ☎２２－１１０１ 
◆６月２４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 

 
６月７日から６月２６日までの行事予定 

行  事  名        時 間    場 所 
６月 ７日（木） モービルＭＲＩ「脳の健診」   ８：００～ ふれあい 

スポーツクラブ定期利用    １９：００～ 町民体育館 
８日（金） モービルＭＲＩ「脳の健診」   ８：００～ ふれあい 

         人権の花運動         １２：４５～ 小学校 
   ９日（土） モービルＭＲＩ「脳の健診」   ８：００～ ふれあい 
         町民パークゴルフ場まつり    ９：００～ パークゴルフ場 

１０日（日） こどもフェスタ        １０：００～ ゆめっくる 
１１日（月） いきいき大学《開講式》    １０：３０～ ゆめっくる 
１４日（木） 乳幼児健診          １１：４５～ ふれあい 
       スポーツクラブ定期利用    １９：００～ 町民体育館 
１５日（金） 高齢者元気１００倍！教室   １０：００～ ふれあい 
       巡回無料法律相談会      １４：００～ ふれあい 
１６日（土） 英語で話そう         １０：００～ ゆめっくる 
１９日（火） 高齢者サロン         １０：００～ 旭町コミセン 
       定例行政相談         １３：００～ 町民会館 
２１日（木） スポーツクラブ定期利用    １９：００～ 町民体育館 
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 


