住宅の取得等をお考えの方はご相談ください
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ふるさと創造懇談会を開催します
町⺠の皆さまの⽣活に密着しているまちづくりについてのお知らせと、皆さまからのご意
⾒を伺う「ふるさと創造懇談会」を開催致します。

多くの⽅々に移住や定住をしていただくため、令和元年度から令和４年度までの４年間、
住宅の新築や中古住宅の購⼊、リフォームなどを⾏う際にご利⽤できる奨励制度を設けてお
ります。
なお、持ち家リフォームへの助成については、履歴をリセットし、過去に限度額に達した
⽅でも申請可能ですので、お気軽にご相談ください。

新築住宅
基本額

加算額

町⻑、副町⻑、教育⻑、各担当課⻑が出席しますので、是⾮ご参加いただき町⺠皆さまの
声をお聞かせください。
■⽇

程
開催⽇
８⽉ ８⽇（⽊）

時 間
場 所
９：３０〜 恵⽐島地区活性化センター（恵⽐島第１・幌⽐⾥）
１３：３０〜 北⻯地区活性化センター（北⻯１・２・３）
８⽉ ９⽇（⾦） １３：３０〜 共成地区活性化センター（共成・⾼穂第２・更新・東予）
１９：００〜 ゆめっくる※１
８⽉１０⽇（⼟）
９：３０〜 ゆめっくる※１
※１ 対象⾏政区は、市内１〜７、南町、旭町、⻄町、仲町、緑ヶ丘、沼⽥１・３・４、
中央、⾼穂１⾏政区ですが、各会場にて参加できない⽅もご参加いただけます。
■懇談内容
○第６次総合計画について
○無料職業紹介所（新設）について
○⼦育て交流広場「えがお」について
○沼⽥厚⽣クリニック（運営状況等）について
○町各種事業の内容について
○広報広聴事業について
○ＪＲ留萌本線問題について

これからの沼⽥町について考える⼤切な機会ですので、
是⾮、ご参加ください！
■お問合せ 総務財政課広報情報グループ ☎３５－２１１１

２０歳代
３０歳代
４０歳代以上

１７０万円
１３０万円
８０万円

⼟地購⼊（３年以内に新築した場合）
町内業者での建設
融雪溝設置路線に新築
購⼊した⼟地にある中古住宅を取り壊して新築住宅を建設す
る場合、町内業者で２０万円以上の取壊し、撤去、処分費⽤
の２/３以内
⼦育て世帯（中学⽣以下の⼦どもを養育する世帯）が新築す
る場合
婚姻してから３年以内に住宅を新築する場合

３０万円
７０万円
１５０万円
限度額

１００万円

⼦ども⼀⼈につき
５０万円
５０万円

中古住宅
基本額（購⼊価格の１/２以内）
加算額
中古住宅購⼊後３年以内に町内業者により
リフォーム
修繕した費⽤の１／４以内
３年以内に町内業者により定められた改修
リノベーション
（リノベーション）⼯事をする場合で改修
費⽤の１／４以内
上記リフォーム⼜はリノベーション加算を
⼦育て世帯
受ける場合で⼦ども１⼈につき
婚姻してから１年以内に中古住宅を購⼊し
新婚世帯
た費⽤（⼟地・家屋）の１／２以内

限度額

５０万円

限度額

５０万円

限度額

１００万円

⼦ども⼀⼈につき

２５万円
２０万円

住宅リフォーム（※平成３１年３⽉３１⽇までの修繕履歴をリセット）
町内業者で施⼯した修繕（リフォーム）費⽤の１/４以内
（平成３１年３⽉３１⽇までに修繕助成を受け、限度額に達した
⽅でも申請可）

限度額

２５万円

限度額

５０万円

耐震改修
昭和５６年５⽉３１⽇以前に着⼯された住宅で、耐震診断等を⾏っ
た後に町内業者により耐震改修を⾏った場合における費⽤の１/４以
内

■お問合せ 住⺠⽣活課移住定住応援室 ☎３５－２１１５

日曜・祝日当番医のお知らせ

エキノコックス検診を受けましょう
エキノコックス症は、エキノコックスという名前の寄⽣⾍が主に肝臓に寄⽣しておこる病
気で、道内では毎年１０数名の患者が⾒つかっており⾝近な感染症です。早期発⾒のために、
5 年に 1 度は必ず検診を受けましょう。
エキノコックス症検診について
■対象者 ①⼩学３年⽣以上で、過去５年間検診を受けていない⽅
②市内２、市内３、市内４、南町、仲町東、仲町⻄にお住まいの⽅
※⾼校⽣以下の⽅の受診は、必ず保護者の同伴をお願いします。
■⽇ 時 ８⽉６⽇（⽕）１３：１５〜１５：１５
※予約は不要です。ご都合の良い時間帯に直接受診してください。
■場 所 町⽴沼⽥厚⽣クリニック
■料 ⾦ 無料
■⽅ 法 ⾎液検査（採⾎のみなので、短時間で終わります。）

エキノコックス症の特徴
①キツネ・⽝の体内から糞として排出されたエキノコックスの卵が⼝に⼊ることで感染し
ます。(キツネ等の感染した動物の糞に汚染された野⽣の⼭菜、果実、沢⽔からも感染
します。）
②卵は肝臓で⾍となり寄⽣するため、感染に気づきません。
（感染から⾃覚症状が出るまでに数年〜10 数年かかります。
）
③疲れやすい、腹部の違和感、⻩疸等の症状が出る頃には、すでに悪化していることが多
いです。
④⼿術が唯⼀の根治⽅法です。
⑤キツネのほか、野ネズミ、野ウサギ、さらには、⽝等のペットへの感染も確認されてお
り、⾝近な感染症です。

「メールぬまた」登録受付中です！
「メールぬまた」は⾮常災害など、緊急事態の情報を携帯電話等で受信できるサービスで
す。昨年９⽉６⽇未明に発⽣した胆振東部地震の際にも「メールぬまた」で情報を配信し、
テレビ等から情報が得られない中、情報収集に役⽴ちました。
登録がお済みでない⽅は、随時受け付けていますので、下記のとおり登録をお願いします。
1.numata_info-1@req.jp へ本⽂、件名を空⽩にして送信してください。
(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。)

◆７⽉２８⽇（⽇）
⻭

科

系…もじり⻭科クリニック（⾚平市）

内科・外科系…深川市⽴病院

☎０１２５－３２－１１８１
☎２２－１１０１

（担当医：深川内科クリニック）
◆８⽉ ４⽇（⽇）
⻭

科

系…啓南⻭科医院（滝川市）

内科・外科系…深川市⽴病院

☎０１２５－２４－１０２０
☎２２－１１０１

◆８⽉１１⽇（⽇・祝）
⻭

科

系…近藤⻭科医院

☎３５－２５３８

内科・外科系…深川市⽴病院

☎２２－１１０１

◆８⽉１２⽇（⽉・振）
⻭

科

系…あさひ⻭科クリニック（滝川市）

内科・外科系…斎藤整形外科医院（深川市）

☎０１２５－２２－００３３
☎２３－３７３７

７⽉２７⽇から８⽉１０⽇までの⾏事予定
⾏

事 名

７⽉２７⽇（⼟） サマービールパーティー
ほたる祭り（２８⽇まで）
２９⽇（⽉） ⼦ども⼈形劇
８⽉ ３⽇（⼟） 消防ちびっこ広場
５⽇（⽉） のぞみ会
６⽇（⽕） いきいき⼤学
エキノコックス検診
８⽇（⽊） ふるさと創造懇談会
ふるさと創造懇談会
９⽇（⾦） ふるさと創造懇談会
ふるさと創造懇談会
１０⽇（⼟） ふるさと創造懇談会

時 間

１７：００〜
１７：００〜
１３：３０〜
１３：００〜
１３：００〜
１７：００〜
１３：１５〜
９：３０〜
１３：３０〜
１３：３０〜
１９：００〜
９：３０〜

場 所

とむとむ広場
ほろしん温泉ほたる館
図書館
役場前駐⾞場
ふれあい
ほたる館
沼⽥厚⽣クリニック
恵⽐島地区活性化ｾﾝﾀｰ
北⻯地区活性化ｾﾝﾀｰ
共成地区活性化ｾﾝﾀｰ
ゆめっくる
ゆめっくる

2.送信後に送られてくる登録⼿続きご案内のＵＲＬをクリックしてください。
3.登録画⾯にて必要事項を⼊⼒し、送信してください。〔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。※登録されている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と受信できない場合がありますの
で、設定をご確認ください。
■お問合せ 総務財政課 総務グループ ☎３５－２１１１

キップ・定期券は、
ＪＲ石狩沼田駅でお買い求めください。
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。
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子育て世代の不安や悩みを「そのまま」「まるごと」支援します！

沼田町子育て世代包括支援センター
ライフスタイルや経済社会が⼤きく変化し、⼦育て世代が抱える負担感は増すばかりとな
り、様々な課題が⽣じています。
⼦育て世代を親⾝に⽀え、未来を担う⼦ども達を地域全体で育てていく⾵潮と仕組みを作
るため、保健福祉課⼦育て⽀援推進室内に「沼⽥町⼦育て世代包括⽀援センター」を設置し
ました。
⼦育て世代の⽣の声を、お気軽にお寄せください。
１ ⺟⼦健康⼿帳の交付から妊娠期、出産後、⼦育て期にわたって、切れ⽬ない総合的な相
談、⽀援を図ります（⺟⼦保健、児童福祉、幼児教育、学校教育の連携）
。
２ 保健師等専⾨職が、関係機関と連携して全妊婦および⼦育て世帯の状況を継続的に把握
し、包括的に⽀援します。
３ 個々の⽀援をとおして地域の⼦育て課題を集積し、改善するための⼦育て⽀援事業、施
策を推進します。
■お問合せ 保健福祉課 ⼦育て世代包括⽀援センター ☎３５－２１２０

高校生までの医療費助成事業の拡充について
昨年度まで中学⽣以下を対象に医療費助成を実施してまいりましたが、本年度から更なる
⼦育て環境の充実を図るため、沼⽥町に在住する⾼校⽣まで医療費助成事業の対象を拡充す
ることとしました。
拡充する⾼校⽣の医療費は、平成３１年４⽉診療分から対象とし、保険適⽤診療の領収書
によって⾃⼰負担分を助成します。
下記のとおり申請を受け付けますので、⼿続きにお越しください。
１ 申 請 受 付 場 所 役場保健福祉課（ふれあい）
２ 申請に必要なもの ①領収書（原本を提出してください）
②通帳（⾼校⽣本⼈の⼝座は指定できません）
③印鑑（シャチハタではないもの）
３ 新たな助成対象者 平成１３年４⽉２⽇〜平成１６年４⽉１⽇⽣まれの⽅
■お問合せ 保健福祉課 保険グループ ☎３５－２１２０

令和元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。
資

格 ⽇本国籍を有し、採⽤予定⽉の 1 ⽇現在、１８歳以上３３歳未満の男⼥

受付期間 令和元年９⽉６⽇（⾦）まで
試験期⽇ 令和元年９⽉１７⽇（⽕）・１８⽇（⽔）・２３⽇（⽉・祝）
※いずれか１⽇
試験会場 陸上⾃衛隊旭川駐屯地（旭川市春光町）
■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 平成３１年４⽉ 1 ⽇現在１８歳以上３３歳未満の男⼥

受付期間 令和元年９⽉６⽇（⾦）まで
試験期⽇ １次試験：令和元年９⽉２０⽇（⾦）
・２１⽇（⼟）
・２２⽇（⽇）
※いずれか１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 令和元年９⽉６⽇（⾦）まで
試験期⽇ 第１次試験：令和元年９⽉１６⽇（⽉・祝）
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 ☎０１６６－５５－０１００
総務財政課 広報情報グループ
☎３５－２１１１

沼⽥町内の⼟地住宅情報など、沼⽥で暮らすための情報が満載です。
是⾮⼀度移住定住ブログを訪問してみて下さい。

移住定住情報公式サイト

http://teiju.com/

