保険証（被保険者証）・限度額適用認定証の更新について
～ 国民健康保険・後期高齢者医療 ～
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沼田町がんばる高校生応援手当の申請受付について

現在ご使用の保険証は令和２年７月３１日（水）をもって有効期限が満了となりますの
で、８月以降は使用できなくなります。
７月２０日（月）から新しい保険証への更新を行いますので、今まで使っていた保険証
（被保険者証）をお持ちのうえ、7 月３１日（金）までに更新手続きにお越しください。
なお、限度額適用認定証をお持ちの場合、保険証と一緒に更新しますので、保険証と限
度額適用認定証の両方をご持参ください。
■持参するもの ・保険証（被保険者証）
・限度額適用認定証 ※お持ちの方のみ
■更新手続き

下記日程で更新手続きを行います。７月２７日（月）と２８日（火）は
各地区で更新手続きを行いますので、役場では更新手続きができません。

町では、独自の施策として、がんばる高校生を応援し、未来の沼田を担う人材育成を進
めるとともに、子育て環境の向上を図るため、高等学校又は高等専門学校等に就学する生

日 程

徒の保護者等に対して「がんばる高校生応援手当」の交付を行いますので、該当の方は下

７月２０日（月）

記により申請手続をお願いいたします。
■対 象 者

２１日（火）

高校１～３年生（高等専門学校等も含む）の保護者（沼田町に住所を有する
※昨年申請された方も、高校等在学中３年間は毎年申請が必要になります。
※４年以上在学されても３年間が限度です。
高校生等一人あたり月額 10,000 円

■交付方法

年 2 回交付（口座振込）

７月２７日（月）

（4 月～9 月分（60,000 円/人）を 9 月末日まで、10 月～3 月分（60,000
住民生活課

移住定住応援室（役場１階）までお越し下さい。

７月２８日（火）

（備え付けの申請書に記入していただきます。）
■受付時間

月～金曜日（祝日を除く）

8：45～17：15 まで

■申請に必要なもの

７月２９日（水）～

・印鑑
・在学証明書（在学する高等学校等から証明書の交付を受けてください）
・通帳（名義人のフリガナ、金融機関・支店名、口座番号が記載されている
※口座は保護者（申請者）名義のものに限ります。
■受付期間 令和２年７月９日（木）～ 令和２年 8 月３１日（月）まで
移住定住応援室

所

保健福祉課（ふれあい）

9：30～11：00

旭町コミュニティセンター

13：30～15：00

高穂地区コミュニティセンター

15：30～17：00

共成地区活性化センター

■注

恵比島地区活性化センター

10：30～12：00

北竜地区活性化センター

13：30～15：00

緑町コミュニティセンター

8：45～17：15

保健福祉課（ふれあい）

意

１．他の健康保険に加入した場合は、忘れずに役場で手続きをしてください。国保の保険
証をお持ちの場合、保険証を更新しなくても国保資格は喪失しないため、国保税は課税

面のコピー可）

■お問合せ 住民生活課

場

8：45～17：15

9：00～10：00

円/人）を 3 月末日までにそれぞれ交付します。）
■申請場所

間

２２日（水）

方）

■交 付 額

時

☎３５－２１１５

されます。
２．更新手続きを行わずに医療機関を受診すると、医療費を１０割請求される場合があり
ます。
■お問合せ 保健福祉課

保険グループ

☎３５－２１２０

マイナンバーカード臨時窓口の開設について
住民生活課では、下記のとおり臨時窓口を開設しますので、平日、時間内に役場に来られ
ない方のマイナンバーカードの交付、マイナポイントの予約、マイナンバーカード関するご
相談等、お受けいたしますので、ぜひこの機会をご利用下さい。

安心電話サービスを利用しませんか？
ひとり暮らしの高齢者や身体障がい者等で生活に不安を抱えている方に対し、電話での安
否の確認や日常生活上の相談を受けています。
■対象者

①近隣との交流が少ない概ね 65 歳以上のひとり暮らしの高齢者や高齢者夫婦世

８月も開設する予定です。（詳細は決まり次第、広報等でお知らせいたします。）
■場

帯。

所 役場１階住民生活課内（正面入って左側窓口）

②近隣との交流が少ないひとり暮らしの身体障がい者。

正面玄関を開錠いたしますので、正面玄関からお入り下さい。
※来庁する際は、マスクの着用をお願いいたします。
■日

時 〈土曜日〉７月１８日（土）
〈平

沼田町在住で、次のいずれかに該当する方。

■申込・お問合せ

９：００～１５：００

利用を希望される方は、沼田町社会福祉協議会(３５－１９９８)にお問い合わ

日〉７月２２日（水）１７：３０～１９：３０

■お問合せ 沼田町住民生活課 窓口グループ

せいただくか、お住まいの地区担当民生委員さんへご相談ください。

☎３５－２１１５

第７０回“社会を明るくする運動”
～犯罪や非行を防止し、立ち直りを支える地域のチカラ～
７月は“社会を明るくする運動”～犯罪や非行を防止し、立ち直りを支える地域のチカラ～
強調月間です。
すべての国民が、犯罪や非行の防止と罪を犯した人たちの更生について理解を深め、それ
ぞれの立場において力を合わせ、犯罪や非行のない安全・安心な地域社会を築くため、次の
活動を推進しています。

ボランティア（有償）を募集します
沼田町社会福祉協議会では在宅福祉の向上を目的として、日常生活でのちょっとした困り
ごとを手助けする「ちょべっとサポート事業」をはじめます。この事業を進めるためにお手
伝いをしていただけるボランティア（有償）さんを大募集します。みなさんの空いている時
間でボランティアに携わってみませんか？
■要

件

■報

酬 １５分毎２５０円

■作業内容 １時間程度の軽易な作業（買い物代行、
家の周りや身の回りの軽易作業等）

■行動目標

例： 朝のゴミ出し、電球や蛍光灯または電池の交換、

①犯罪や非行のない安全・安心な地域社会を築くための取組を進めよう
②犯罪や非行をした人たちの立ち直りを支えよう
■重点事項

話し相手

活動にはボランティア登録が必要となります。
沼田町社会福祉協議会（３５－１９９８）までお気軽にお問い合わせください。

にできる「誰一人取り残さない」社会の実現に向け
①出所者等の事情を理解した上で雇用する企業の数を増やすこと

行政相談所の電話相談の受付について

②帰るべき場所がないまま、刑務所から社会に戻る人の数を減らすこと
③薬物依存からの回復と社会復帰を長期的に支える地域の環境を作ること
④犯罪をした高齢者・障がい者等が、社会復帰に必要な支援を受けられる環境を作ること
⑤非行少年等が学びを継続できる環境を作ること
深川地区保護司会沼田支部
保健福祉課 福祉グループ

☎３５－２１２０

等

■申込・お問合せ

犯罪や非行をした人を社会から排除・孤立させるのではなく、再び受け入れることが自然

■お問合せ

１８歳以上の心身ともに健康な方

総務省より新型コロナウイルスの感染予防対策として、対面による行政相談の開設中止を
求められているため、本町においても行政相談所の開設を中止いたします。なお、電話相談
は通常どおり以下の時間帯で実施しておりますので、ぜひご利用ください。
■日

時 ７月２１日（火）

■お問合せ

午後５時～午後６時

総務省行政相談委員（沼田町地区）野々宮

宏

☎３５－１１６７

令和３年度 沼田町職員（建築技術職）の募集について
■募集内容

建築技術職

■採用年月日

令和３年４月１日付け採用予定

■受験資格

次の①～④のすべてに該当する方
①次のア～イのどちらかに該当する方
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ア

電話：0164-35-2111

築士以上の資格を有している方
イ

若しくは高等学校を令和３年３月までに卒業又は卒業見込みで、建築
に関する専門課程を履修された方

■試験区分及び受験資格

②第１種普通自動車免許を取得している方又は取得見込みの方

●一般事務職【上級】（大学卒業程度）

③パソコン操作ができる方

平成５年４月２日から平成１１年４月１日までに生まれた方。

④現在、町内に在住している方又は採用後町内に居住可能な方
※ただし、日本国籍を有しない方、地方公務員法第１６条のいずれかに該当

●一般事務職【初級】（高校卒業程度）

する方は受験できません。

平成１１年４月２日から平成１５年４月１日までに生まれた方。
■試験方法及び内容
●第１次試験

教養試験、論文試験（初級は作文試験）

●第２次試験

第１次試験合格者は、採用資格候補者名簿に登録され就職希望町ごとに第
２次試験（面接）を行います。

■試験方法

論文試験、面接試験により実施（日程は追って通知します）

■試験日

令和２年９月予定

■試験会場

沼田町役場

■応募方法

下記の書類を、郵送または持参してください
①履歴書（市販の物で可・写真添付）

■試験日時・場所

②最終学校の卒業見込み証明書、または卒業証書の写し

●令和２年９月２０日（日）午前９時～ ホテルサンプラザ（岩見沢市４条東１丁目６番）
■受付期間及び受験手続
間

令和２年８月７日（金）まで
※郵送の場合は８月７日（金）までの消印のあるものに限ります。

●申込書の請求先

平成６年４月２日以降に生まれた方で、学校教育法に基づく大学又は
短期大学、専修学校の専門課程（修業年限２年以上）、高等専門学校

令和３年度空知管内町職員採用資格試験が下記のとおり実施されますのでお知らせします。

付 期

平成３年４月２日以降に生まれた方で、学校教育法に基づく高等学校
以上を卒業し、建築に関する実務経験を３年以上有する方で、２級建

ﾒｰﾙ soumu@town.numata.lg.jp

令和３年度空知管内町職員採用資格試験について

●受

１名

総務財政課へ請求ください。

■採用予定町（令和２年７月６日現在）

③建築士免許証の写し（有資格者のみ）
■応募期限

令和２年８月７日（金）必着

■応募先・お問合せ
〒078-2202

沼田町南１条３丁目６番５３号

総務財政課 総務グループ

担当：一戸（いちのへ）

☎３５－２１１１

【上級】沼田町・北竜町・妹背牛町・新十津川町・浦臼町・月形町・栗山町・長沼町・
由仁町・上砂川町・南幌町
【初級】沼田町・北竜町・雨竜町・秩父別町・妹背牛町・新十津川町・浦臼町・月形町・
栗山町・長沼町・由仁町・上砂川町・南幌町
■請求・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 （8：55～9：50、11：25～12：35）もございますので、
ご確認願います。

日曜・祝日当番医のお知らせ

令和２年国勢調査 調査員の募集について
今年は５年に１度の国勢調査が行われる年です。
国勢調査は、日本に住んでいるすべての人を対象として行う大規模な統計調査で、調査結
果は地方交付税の算定などに幅広く活用される非常に重要な調査です。
つきましては、下記のとおり調査員を募集しますので希望される方はお問合せ下さい。
■調査員の要件
・責任を持って調査員の事務を遂行できる方で、原則として年齢が２０歳以上の方
・税務、警察、選挙に直接関係のない方
■調査期間
令和２年８月２７日（木）から１０月２６日（月）までの２か月間（予定）
■報酬
・総務省が定める支給基準に基づいて計算し、調査終了後に支給します。
※〈参考〉平成２７年は１調査区５０世帯で約４０，０００円程度
■勤務内容
・調査員説明会への出席（８月予定）

・リーフレット、調査票等の配布（９月中旬）

・調査票の回収（１０月上旬～中旬）

・調査書類の検査と提出（１０月下旬）

■応募方法
・申込書は総務財政課又は沼田町ホームページからダウンロードできます。
・申込書に必要事項を記入の上総務財政課へ提出して下さい。

７月 ９日（木）

令和２年７月１7 日（金）
総務グループ

歯
科
系…ひらやま歯科（新十津川町）
◆７月１９日（日）
内科・外科系…深川市立病院〔担当医：深川内科クリニック 院長 山崎 充〕
☎２２－１１０１
歯
科
系…ぬまくら歯科（深川市）
☎２２－５６１５
◆７月２３日（祝・木）
内科・外科系…深川市立病院
☎２２－１１０１
歯
科
系…伊藤歯科医院（砂川市）
☎０１２５－５２－２２２２
◆７月２４日（祝・金）
内科・外科系…深川第一病院
☎２２－１１０１
歯
科
系…はぎわら歯科クリニック（芦別市）
☎０１２４－２２－５８５８
◆７月２６日（日））
内科・外科系…深川市立病院〔担当医：たかはし内科消化器内科 所長 高橋 公平〕
☎２２－１１０１
歯
科
系…若葉台病院（滝川市）
☎０１２５－７５－２２６６

行 事

■募集期間
総務財政課

担当：一戸（いちのへ）

☎３５－２１１１

令和２年度自衛官等募集案内
■自衛官候補生
資
格 日本国籍を有し、令和３年４月１日現在、１８歳以上３３歳未満の男女
受付期間 試験日によって異なりますので、お問合せください。
試験期日 ８月２３日（日）・２４日（月）、９月２４日（木）・２５日（金）
※いずれか１日
試験会場 受付時にお知らせします。
■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

所長 浦本 幸彦〕
☎２２－１１０１
☎０１２５－７２－２３２３

７月９日から７月２５日までの行事予定

※応募いただいたすべての方が調査に従事できるとは限りません。

■お問合せ

◆７月１２日（日）
内科・外科系…深川市立病院〔担当医：北竜町立診療所

☎０１６６－５５－０１００
☎３５－２１１１

名

時

ふれあい総合健診

間

６：３０～

場

所

ふれあい

１０日（金）

沼田町戦没者追悼式

１１：００～

沼田神社忠魂碑前

１３日（月）

のぞみ会

１３：００～

ふれあい

１６日（木）

元気１００倍教室

１０：００～

ふれあい

１８日（土）

マイナンバーカード臨時窓口

２０日（月）

いきいき大学

１０：３０～

ゆめっくるホール

２１日（火）

高齢者サロン

１０：００～

旭町コミセン

２２日（水）

マイナンバーカード臨時窓口

１７：３０～

役場住民生活課

９：００～

役場住民生活課

※新型コロナウイルス感染予防のため中止、延期される場合がございます。

沼田町の定住奨励制度や暮らしの情報が満載です。
ぜひ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

https://teiju.com/

