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秋の狂犬病予防注射・犬の登録のお知らせ
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。
（対象：⽣後９１⽇以上）

■募 集 ⼈ 員

若⼲名

■業 務 内 容

椎茸及びイチゴの収穫・選果など

■勤 務 場 所

沼⽥町就農⽀援実習農場(北⻯３)

■応 募 資 格

１８歳以上

■応 募 ⽅ 法

履歴書（市販の物で可・写真貼付）を郵送または持参

■選 考 ⽅ 法

書類審査

■勤 務 ⽇ 数

①雇⽤の⽇から令和２年３⽉３１⽇（期間更新あり）
②⽉１２⽇程度の勤務

■雇⽤・待遇

②賃⾦ 時給９００円

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、登録をお願いし
■⽇

■募 集 期 間
時

令和元年９⽉２９⽇（⽇） １３：００〜１５：００

■実施場所

役場横⾞庫前（沼⽥消防⽀署向い）

■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

○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 住⺠⽣活課 ⽣活環境グループ ☎３５－２１１５

移動献血車が来町します！！

原則、午前８時３０分から午後４時までの半⽇若しくは１

⽇単位

春に狂⽝病予防注射を受けていない⽅は、この機会に受けて下さい。
ます。

①勤務時間

随時募集していますので、お問い合わせください。

■応募・お問合せ 農業推進課 農業振興グループ（担当：⽚岡）☎３５－２１１４

小児定期予防接種「四種混合ワクチン」の自主回収について
このたび、「四種混合ワクチン（百⽇せき・破傷⾵・ジフテリア・ポリオ）」の⼀部にお
いて、不活化ポリオの抗原成分が、その有効期間内に規格を下回る（免疫を作る素になる
成分が規格を下回る。）ことがわかり、すでにワクチンメーカーによって⾃主回収され、下
記のとおり⽰されております。
① 抗体（免疫）は⼗分に得られるという試験結果が⽰されています。
② 現時点では、副反応や健康被害等の報告はありません。
③ 抗体検査や再接種を希望される場合は、メーカーが費⽤負担します。
④ 上記③を希望される場合やご不明な点は、保健福祉課健康グループにお問い合せ
ください。
本町では、このワクチンを接種されたお⼦さんの保護者には、個別に⽂書にてお知らせ

旭川⾚⼗字⾎液センターの移動献⾎⾞が来町します。
病気やけがなどで輸⾎を必要としている患者さんの尊い⽣命を救うため、皆様のご理解
とご協⼒をお願いします。

しています。

■⽇
時
令和元年１０⽉３⽇（⽊）
■実施場所
①沼⽥町養護⽼⼈ホーム和⾵園
②沼⽥弾薬⽀処
③まちなかほっとタウン
④沼⽥町役場

■お問合せ 保健福祉課 健康グループ ☎３５－２１２０

１０：００〜１６：３０
１０：００〜１１：００
１１：１０〜１２：２０
１３：３０〜１４：１５
１４：２５〜１６：３０

■お問合せ 保健福祉課 福祉グループ ☎３５－２１２０

なお、通知⽂書が届いていない⽅は、これに該当する四種混合ワクチンではありません
ので、ご安⼼ください。

沼⽥町の定住奨励制度や暮らしの情報が満載です。
是⾮⼀度移住定住情報公式サイトを訪問してみて下さい。

移住定住情報公式サイト

http://teiju.com/

雪の科学館の雪室を利用しませんか？

令和２年沼田町成人式のお知らせ

雪室での農産物等の貯蔵を体験し、その効果や、より良い貯蔵⽅法や特産品開発のため
のデータ取得を⽬的に、「雪の科学館」の利⽤者の募集を開始します。農産物や農産加⼯
品の貯蔵や熟成などにご利⽤ください。

令和２年の成⼈式を、進学や就職などで町外に転出された⽅も地元でお祝いできるよ
う、下記のとおり開催します。
輝かしい⾨出を祝う成⼈式に是⾮ご出席ください。

なお、利⽤にあたっては、別に定める利⽤要領に沿ってご利⽤下さい。
■申請受付期間（第１回）：令和元年９⽉２６⽇（⽊）から１０⽉９⽇（⽔）
・利⽤希望者は、農業推進課に「雪の科学館使⽤許可申請書」を提出して下さい。
・申請書には、預け⼊れを希望される品⽬、⼨法（⻑さ×幅×⾼さ）
、重量、荷姿（紙袋、

■⽇ 程 令和２年１⽉１２⽇（⽇） １４：３０から（予定）
■会 場 沼⽥町⽣涯学習総合センター ゆめっくる
■対象者

平成１１年４⽉２⽇〜平成１２年４⽉１⽇⽣まれの⽅で次のいずれかに該当
する⽅です。

ダンボール等）
、数量等をご記⼊いただきます。

①沼⽥町に住⺠登録がある⽅

・利⽤希望者が多い場合は、スペースの共有や抽選により選定させていただきます。

②沼⽥町成⼈式に出席を希望される⽅

・上記受付期間以降でも空きスペースがある場合は、随時、申請の受付をします。

（進学や就職のため町外に転出された⽅やご家族が沼⽥町に在住している⽅

■利⽤期間：令和元年１０⽉１１⽇（⾦）から令和２年９⽉１１⽇（⾦）

など）

・保管物の搬出⼊は平⽇の９：００〜１７：００

■申込み ①に該当する⽅には、後⽇、往復ハガキで案内と出⽋の確認をします。

■庫内温度：０〜５℃程度、 湿度 概ね８０％

②に該当する⽅は、１１⽉２９⽇（⾦）までに教育委員会へ電話等でお申込

■利⽤スペース：約 0.8 ㎥（間⼝ 76ｃm×奥⾏ 1.1m）×⾼さ 45ｃｍまたは 85ｃｍ以内

みください。
（１２⽉１⽇以降は受付けられませんので、ご注意ください）

※全５１区画。１件に１区画。ただし、利⽤希望者が多い場合などは、他者の保存物と

※成⼈式に出席する⽅の住所・⽒名・⽣年⽉⽇・電話番号をお知らせくださ

スペースを共有いただくことがあります。

い。

■利⽤料⾦：無 料

■お問合せ 教育委員会 ☎３５－２１３２

■注 意 点
・異臭のするもの、腐敗しやすいものは持ち込まないで下さい。

令和元年度行政相談週間について

・利⽤期間中に腐敗したものや利⽤期間終了時には、すみやかに引き取っていただきま
す。

総務省では、⾏政相談制度について、広く国⺠に理解され、利⽤していただけるよ

■お問合せ 農業推進課 利雪技術開発センター ☎３５－２１１４

う、今年度は10⽉7⽇（⽉）から13⽇（⽇）までの⼀週間を「⾏政相談週間」と定

１０月は公共料金等特別納付強化月間です
北海道及び沼⽥町では、道税(⾃動⾞税）・各種町税及び公共料⾦の滞納解消のため、徴
収対策を強化することとしております。公共料⾦等は納期内に必ず納めましょう。なお、
特別な事情などにより⼀度に納付することが困難な場合は、納付相談を随時お受けしてお
りますのでご連絡下さい。
■お問合せ
〈道 税〉

空知総合振興局 深川道税事務所 〔☎ ２３－３５７８〕

〈町 税〉

住⺠⽣活課 税務グループ

〔☎ ３５－２１１５〕

〈公営住宅〉 住⺠⽣活課 ⽣活環境グループ

〔☎

〈上下⽔道〉 建設課 管理グループ

〔☎

〈介護保険〉 保健福祉課 保険グループ

〔☎ ３５－２１２０〕

〈後期保険〉

〔☎

〃

〃

〕

３５－２１１６〕
〃

〕

め、本町では下記⽇程で⾏政相談所を開設しますので、国などの仕事やサービスにつ
いてお困りごとや、苦情がありましたらお気軽にご相談ください。
■開催⽇時

令和元年１０⽉８⽇（⽕）１３：００〜１６：００

■場

沼⽥町⺠会館

所

■担当⾏政相談員

野々宮

宏・沼⽥町（総務財政課・産業創出課・建設課）

■そ の 他

相談無料・予約不要・秘密厳守

■お問合せ

総務財政課

広報情報グループ ☎３５－２１１１

町長との懇談について
町では、８⽉にふるさと創造懇談会を町内各所で開催し、参加者の皆さまのご意⾒な
どをお伺いしましたが、その他町内の各団体・⾏政区などの会合に町⻑等が出向いてお
話をお伺いさせていただきますので、お気軽にお問合せください。
■お問合せ 総務財政課 広報情報グループ ☎３５－２１１１
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「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、情報配信に役⽴ちました。登録がお済みで
ない⽅は、随時受け付けており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。)
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 総務グループ ☎３５－２１１１

日曜・祝日当番医のお知らせ
◆９⽉２９⽇（⽇）
⻭ 科 系…杉村⻭科医院（深川市）
☎２２－２３２３
内科・外科系…深川市⽴病院
☎２２－１１０１
（担当医：町⽴沼⽥厚⽣クリニック）
◆１０⽉６⽇（⽇）
⻭ 科 系…アダチ⻭科（奈井江町）
☎０１２５－６５－２６５９
内科・外科系…深川市⽴病院
☎２２－１１０１
（担当医：みきた整形外科クリニック）
◆１０⽉１３⽇（⽇）
⻭ 科 系…河村⻭科（滝川市）
☎０１２５－７４－６３３２
内科・外科系…深川市⽴病院
☎２２－１１０１
◆１０⽉１４⽇（⽉・祝）
⻭ 科 系…伊藤⻭科医院（砂川市）
☎０１２５－５２－２２２２
内科・外科系…深川市⽴病院
☎２２－１１０１
（担当医：町⽴沼⽥厚⽣クリニック）

９⽉２８⽇から１０⽉１２⽇までの⾏事予定
⾏

事 名

９⽉２８⽇ （⼟） あるくらすウォーキング

時 間

場 所

７：００〜安⼼センター

芸術⽂化振興事業「美歩家 真輝ヴェリテ」
ウォーキングレッスン付き講演会
３０⽇ （⽉） 脳トレ教室
１０⽉ １⽇ （⽕） ⾼齢者元気はつらつ教室
３⽇ （⽊） 移動献⾎⾞来町
⽣きがいデイサービス
４⽇ （⾦） ⾼齢者体⼒測定会

１０：００〜町⺠会館
１０：００〜ふれあい
１３：３０〜安⼼センター
１０：００〜町内４か所
１０：３０〜安⼼センター
１３：３０〜ふれあい

⾼齢者元気はつらつ教室

１３：３０〜安⼼センター

５⽇ （⼟） あるくらすウォーキング

７：００〜安⼼センター

介護講演会
６⽇ （⽇） 明⽇萌の⾥・ほたるの⾥ｳｫｰｷﾝｸﾞ
紅葉まつり
８⽇ （⽕） ふれあい総合健診

１０：００〜安⼼センター
９：００〜役場前
１０：００〜ほたる館
６：３０〜ふれあい

特設⾏政相談所

１３：００〜町⺠会館

⾼齢者元気はつらつ教室

１３：３０〜安⼼センター

９⽇ （⽔） ふれあい総合健診

６：３０〜ふれあい

１０⽇ （⽊） ふれあい総合健診

６：３０〜ふれあい

いきいき⼤学

１０：３０〜ゆめっくる

⽣きがいデイサービス

１０：３０〜安⼼センター

１１⽇ （⾦） ⾼齢者元気はつらつ教室

１３：３０〜安⼼センター

１２⽇ （⼟） あるくらすウォーキング

７：００〜安⼼センター

沼⽥⼩学校学習発表会

８：３０〜沼⽥⼩学校

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。

