福祉灯油代の助成について
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沼田町子育て世帯町外通勤者支援事業(後期分)について
町では「子育て世帯の支援事業」として、町外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、下記対象者の要件に全て該当する方に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「沼田町子育て世帯町外通勤者支援事業」を実施し
ています。
■対象者（以下の５項目を全て満たしていることが必要です）
（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、生計を主に担っている方で町外の職場に勤務する方
（２）町税等公共料金を滞納していない方
（３）毎月１０日以上の町外通勤日数を有している方
（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
（５）町外に住居等を賃借していない方
※（１）の「生計を主に担っている方」の判断にあたっては、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。
■対象地域及び助成額
対象地域（通勤地）
１）本町より往復１９㎞以内の地域
（秩父別町）
２）本町より往復２０㎞以上４９㎞以内の地域
（深川市・北竜町・妹背牛町・雨竜町）
３）本町より往復５０㎞以上９９㎞以内の地域
（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、住民生活課で受け取っていた
だき、下記期間内に申請してください。（受取期間内に町内商品券をお渡しします。
）

・申請期間：２月２１日～３月１９日
・受取期間：３月１６日～３月２７日
○受付時間
月曜日～金曜日（祝日は除く） 午前８時４５分～午後５時１５分
〇申請に必要な書類
在職証明書（様式は町 HP または住民生活課でお受け取りください。）
■お問合せ

住民生活課 移住定住応援室

☎３５－２１１５

町では、灯油価格が高騰していることをふまえ、福祉灯油代の助成申請を受付けております
が、対象世帯として以下の「※印」の方も助成の対象となりますので、該当される方は申請し
てください。
■助成内容 令和元年１２月１日現在の灯油単価（９４円／㍑）を基準として、灯油１００㍑
相当額を一括で支給します。
■申請期間 令和２年１月２７日（月）～令和２年３月１３日（金）まで
■申請方法 以下の要件を満たす方は、印鑑と振込口座の預金通帳を持参の上、保健福祉課で
申請してください。

対象
世帯

『町民税非課税世帯』または『町民税均等割課税世帯』で次
のいずれかに該当する世帯です。

※１２月１日（基準日）現在、町に現に居住している世帯。（入院者を除く）
●『世帯主７０歳以上で同居親族６５歳以上世帯』または『７０歳以上の独居世帯』
※６５歳以上の方で構成される世帯で、７０歳以上の方が 1 名以上いる世帯
●『身障手帳１・２級所持者の収入で生計を営んでいる世帯』
●『義務教育期間終了前のお子さんを養育している母子・父子世帯』
※上記、母子・父子と同居する親族すべてが６５歳以上で、７０歳以上の方が１名以
上いる世帯も対象です。
●『生活保護法による被保護世帯』
※年齢要件は、令和２年３月３１日現在の年齢とします。
■お問合せ

保健福祉課

福祉グループ

☎３５－２１２０

令和２年度 沼田町奨学資金貸付奨学生の募集について
町では、下記のとおり令和２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（在学している学校長からの推薦書）
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 令和２年３月３１日（火）
■選考・決定時期 令和２年４月末～５月上旬
※なお、奨学生であった方が、町内で農業後継者また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

学務グループ

☎３５－２１３２

難病患者の皆様の通院費を助成します

沼田町プレミアム付商品券の購入期限は 2 月 28 日（金）までです

町では、特定医療費（指定難病）受給者証、または小児慢性特定疾患医療受給者証をお持ち
の方を対象に通院費の助成事業を行っており、上期・下期の年２回に分けて申請を受付けてお
ります。
上記受給者証をお持ちで指定難病の治療のため通院し、受給資格登録をされている方は、下
期分（１０～３月診療分）の申請を受付けますので、下記のとおり申請いただきますようご案
内いたします。
なお、助成額は通院する医療機関所在地の主要駅までのＪＲ普通運賃実費相当額（月２回を
限度）となります。
■申請方法
保健福祉課窓口に申請書類等がありますので、印鑑・通院費領収書・通帳（振込先）・特定
医療費（指定難病）受給者証、又は小児慢性特定疾患医療受給者証をご持参の上お越しくださ
い。
■申請期限
４月１７日（金）までに下期分（１０～３月診療分）の申請をお願いいたします。
※前年４月から９月までの上期分の申請をお忘れになった方も、今回申請いただくことが可
能です。
※過去２年分まで申請できます。（２年を超えた分は申請できませんので、申請漏れにご注
意ください。
）
■その他
・経済的な事情などによっては、毎月申請することもできます。
・通院費助成を受けるためには受給資格登録が必要となるため、現在、指定難病または小児
慢性特定疾患の受給証をお持ちになり受給資格登録がお済でない方は、保健福祉課窓口に
て受給資格登録申請を行うことができますのでご相談ください。

沼田町プレミアム付商品券の購入期限は２月２８日（金）です。
「プレミアム付商品券購入引換券」をお持ちの方は、購入をお急ぎください。期限を過ぎま
すと、プレミアム付商品券を購入することができなくなりますのでご注意ください。
また、プレミアム付商品券の使用期限は３月３１日（火）までとなっております。使用期限
を過ぎますとプレミアム付商品券は使うことができなくなりますので、未使用の商品券をお持
ちの方はお早めにお使いください。

■お問合せ

保健福祉課

福祉グループ

☎３５－２１２０

令和２年度自衛官等募集案内
■一般曹候補生
資
格 日本国籍を有し、採用予定月の 1 日現在、１８歳以上３２歳以下の男女
受付期間 令和２年３月１日（日）～令和２年５月１５日（金）
試験期日 第１次試験：５月２３日（土）
試験会場 陸上自衛隊旭川駐屯地（旭川市春光町）
■予備自衛官補（一般）
資
格 日本国籍を有し、採用予定月の 1 日現在、１８歳以上３３歳以下の男女
受付期間 令和２年１月６日（月）～令和２年４月１０日（金）
試験期日 第１次試験：令和２年４月１８日（土）～２２日（水）※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）
■幹部候補生（一般）
資
格 日本国籍を有し、採用予定月の 1 日現在、２２歳以上２５歳以下の男女
受付期間 令和２年３月１日（日）～令和２年５月１日（金）
試験期日 第１次試験：令和２年５月９日（土）・１０日（日）
試験会場 陸上自衛隊旭川駐屯地（旭川市春光町）
予備自衛官補（技能）については、下記の連絡先までお願いいたします。
■お問合せ

自衛隊旭川地方協力本部 南地区隊
総務財政課 広報情報グループ

☎０１６６－５５－０１００
☎３５－２１１１

■プレミアム付商品券の購入場所
■お問合せ

保健福祉課

沼田町商工会

福祉グループ

☎３５－２１２０

日曜・祝日当番医のお知らせ
◆2 月２３日（日・祝）
内科・外科系…深川市立病院
歯 科
系…よりもと歯科医院（芦別市）
◆２月２４日（月・振）
内科・外科系…深川市立病院
歯 科
系…あい歯科クリニック（滝川市）
◆３月 １日（日）
内科・外科系…深川市立病院
歯 科
系…木村きよし歯科（深川市）
◆３月 ８日（日）
内科・外科系…深川市立病院
歯 科
系…フジタ歯科医院（滝川市）
◆３月 １５日（日）
内科・外科系…深川市立病院
歯 科
系…若葉台病院（滝川市）

☎２２－１１０１
☎０１２４－２２－４６１８
☎２２－１１０１
☎０１２５－２２－８５００
☎２２－１１０１
☎２３－３８８６
☎２２－１１０１
☎０１２５－２４－８２１１
☎２２－１１０１
☎０１２５－７５－２２６６

２月２１日から３月１４日までの行事予定
行 事 名
２月２１日（金）元気１００倍教室
２２日（土）沼田町防災研修
２５日（火）高齢者サロン
おとなの工作教室
３月 ２日（月）のぞみ会
７日（土）おんがくの集い
８日（日）フロアカーリング交流大会
１２日（木）沼田学園沼田中学校卒業証書授与式
１４日（土）沼田認定こども園卒園式

時 間
場 所
１０：００～ふれあい
１３：３０～ふれあい
１０：００～緑町コミセン
１８：００～ゆめっくる
１３：００～ふれあい
１３：００～町民会館
９：３０～ゆめっくる
９：３０～沼田中学校
１０：００～沼田認定こども園

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 （8：55～9：50、11：25～12：35）もございますので、
ご確認願います。

