令和２年度『沼田町敬老会』中止について
沼田町と沼田町社会福祉協議会の共催により予定しておりました『沼田町敬老会』は、新
型コロナウイルスの感染防止のため、今年度は中止させていただきます。
大変残念ではありますが、皆様方にはご理解を賜りますようお願いいたします。
なお、７５歳（昭和２０年１２月３１日までに生まれた方）以上の方へ、９月上旬に郵送
で記念品（商品券）の配布を予定しています。
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■お問合せ 保健福祉課

福祉グループ

☎３５－２１２０

全国瞬時警報システム（J-アラート）の試験放送について

ふるさと創造懇談会を開催します

◆放送日時：令和２年８月５日（水）午前１１時００分頃

町民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

８月５日（水）１１：００頃に、防災無線を通じて情報伝達試験を行います。ご家庭の戸
別受信機からテスト放送が流れますので、町民皆様のご理解とご協力をお願いいたします。

見を伺う「ふるさと創造懇談会」を開催いたします。
町長、副町長、教育長、担当課長が出席しますので、是非ご参加いただき町民皆さまの声
をお聞かせください。
なお参加される方は、マスクの着用をお願いいたします。
■日
程
開催日
時 間
場
９：３０～
８月１９日（水）

所

共成地区活性化センター（共成・高穂第２・更新・東予）

１３：３０～

北竜地区活性化センター（北竜１・２・３）

１９：００～

ゆめっくる※１

８月２０日（木）

９：３０～

恵比島地区活性化センター（恵比島第１・幌比里）

８月２２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、西町、
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
○公共施設のあり方について
○高齢者住宅の整備について
■お問合せ 総務財政課 広報情報グループ
☎３５－２１１１

放送内容等
町内６か所に設置してある屋外スピーカー及び戸別受信機から、試験放送が一斉に放送さ
れます。
【放送内容】
開始のチャイム
「これは、Ｊアラートのテストです。※繰り返し３回
「こちらは、防災ぬまたです。」
終了のチャイム
※Ｊ-アラートとは、地震・津波や武力攻撃などの緊急時に国から送られてくる緊急情報を
人工衛星などを活用して瞬時に情報伝達するシステムです。
■お問合せ 総務財政課 総務グループ

☎３５－２１１１

巡回無料法律相談会のお知らせ
旭川弁護士会による巡回無料法律相談会が下記の日程で開催されます。
実際にまだ法律問題にはなっていなくとも、心配事等がある場合には是非弁護士の無料相
談をご利用ください。
あらかじめ法律の知識を身に着けておくことで、重大なトラブルを回避できることもあり
ます。
■日
時 令和２年８月１３日（木） 午後２時～午後５時
■場
所 沼田町健康福祉総合センター ふれあい相談室
■相 談 料 無料です
■ご予約・お問合せ 総務財政課 総務グループ
☎３５－２１１１
※予約がない場合でも相談は受けられますが、予約された方が優先となりますので、ご了
承ください。

真夏にお花見『雪氷桜』のお披露目のご案内

マイナンバーカード臨時窓口の開設について

雪の中で眠っていたお宝『雪氷桜』を展示します。雪氷桜は、今夏に開催される予定で

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

あった東京オリンピック・パラリンピックに世界各国から参加するアスリートや観戦客を
北海道ならではのおもてなしでお迎えするプロジェクトの一つで、全道３４市町村の桜を
沼田町の雪の中に貯蔵していました。オリンピックは延期になりましたが、全道のおもて

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に関
するご相談等をお受けいたしますので、是非この機会にお越し下さい。
■場

所

な機会です。季節外れのお花見を是非、お楽しみください。
■と

き

■と こ ろ

※来庁する際は、マスクの着用をお願い致します。
■日

時

８月

まちなかほっとタウン
ほろしん温泉ほたる館（『雪の遊び場』同時開催）
利雪技術開発センター

下記日程で行います。
日

７月２３日（木）から７月２６日（日）

■お問合せ 農業推進課

☎３５－２１１４

好評につき！『真夏の雪宅』雪の希望者【追加】募集します！

（正面入って左側窓口）

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。

なしの心と雪の力により花開いた『雪氷桜』で町民や来町者に季節外れのお花見を楽しん
で元気になっていただく企画です。全道各地の桜を一度に、しかも真夏に鑑賞できる貴重

役場１階住民生活課内

程

時

間

５日（水）

１７：３０～１９：３０

８月１９日（水）

１７：３０～１９：３０

８月２２日（土）

９：００～１５：００

９月

２日（水）

１７：３０～１９：３０

９月１６日（水）

１７：３０～１９：３０

９月３０日（水）

１７：３０～１９：３０

■お問合せ 住民生活課

窓口グループ

☎３５－２１１５

沼田町利雪研究会が、ご家族や町内会などの集まりの場所まで『雪』をお届けします。
お届けする『雪』は、イベントなどに利用するフレコン袋入りの雪（約 1m3、400kg）に
なります。ご使用の方法は自由！そのまま雪で涼むのもよし、雪遊びや雪像づくりを楽し
むのもよし、この機会に新しい『真夏の雪』の利用方法を発見してください。
■お 届 け 日

７月２８日（火）～８月１１日（火）

日中

※お届け日、時間帯は、調整させていただく場合があります。

新型コロナウイルス感染症の影響により道税の納税等が困難な場合は、申告により納税
の猶予や申告期限等の延長が認められる場合があります。
詳しくは道税ホームページをご覧いただくか、お電話でお問い合わせください。
■お問合せ

空知総合振興局納税課

☎（０１２６）２０－００５５

■募 集 件 数

5件

■『雪』個数

１件当たり最大２個まで

■お届け方法

ユニック車で運搬し、フレコン袋に入った状態のままお渡しします。

■ご利用料金

１，０００円

■応 募 方 法

役場農業推進課に「利用申込書」を提出してください。

■応 募 締 切

ご利用の６日前まで。但し、最終締め切り７月３１日（金）。

■応 募 条 件

・雪のご利用の様子を写真に撮影し、利雪研究会に提出いただける方。

センター１階ラウンジ・暮らしの安心センターにおいて署名コーナー

・ご利用にあたっての注意事項に同意される方。

を設置いたしますので、町民皆様のご協力をお願いいたします。

農業推進課

■お問合せ 総務財政課

■お 問 合 せ

※申し込み先着順とさせていただきます

道税についてのお知らせ

※申し込み時にお支払い願います。

利雪技術開発センター

☎３５－２１１４

北方領土返還要求運動強調月間です
毎年８月を北方領土返還要求運動強調月間として、全道各地で署名
やパネル展など返還要求運動に関係する催しが開催されています。本
町においても、８月１日から８月３１日までの期間中、健康福祉総合

総務グループ

☎３５－２１１１

町内飲食店プレミアム付きチケットの販売について
８月１日（土）から１０月３１日（土）までの期間「町内飲食店食べ飲み歩き元気応援フ
ェア」として、町内各飲食店で使用できるプレミアム付きチケットを下記のとおり販売しま
すので、是非ご購入下さい。
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■前売券販売日

７月２０日（月）から７月３１日（金）正午まで

■前 売 券 価 格

1 セット 3,000 円（5,000 円分の飲食チケット）
（お一人 5 セットまで購入可能）

■前売券申込方法

専用サイトにアクセスいただき、お申込み下さい。又、7/20 新聞折込

沼田町職員（社会人枠）募集について
一般事務職 若干名
令和２年１０月１日付け採用予定
高等学校卒業以上の学歴を有し、令和２年１０月１日現在で概ね満３０歳
以上満３５歳以下の者で、民間企業等（国、地方公共団体の期間を含む）に
おいて、正規職員として職務経験が３年以上を有し、これらの職務経験を沼
田町職員として生かす意欲に溢れ、採用後沼田町に居住できる者で普通自動
車免許を有する者。
※ただし、日本国籍を有しない者、または地方公務員法第１６条のいずれか
に該当する者は受験できません。
■試験方法
適性試験、論文試験、面接試験により実施（詳細は追って通知します）
■試験日
令和２年８月２９日（土）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）
②最終学校の卒業見込み証明書、または卒業証書の写し
③職務経歴書（職務経歴が分かるもの）
■応募期限
令和２年８月１７日（月）必着
■応募先・お問合せ
〒078-2202 沼田町南１条３丁目６番５３号

前売券を購入の際は、スマートフォンにより下記ＱＲコードから予約
チラシ裏面の申込書をＦＡＸ若しくは直接商工会へご持参下さい。
【予約サイト】

■募集人員
■採用年月日
■受験資格

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。

■チケットの受取

あらかじめ受取希望日を決めていただき、代金と引き換えに商工会で
お渡しします。（平日 9：00～17：00）

■その他

予約期間終了後は随時商工会窓口でチケット販売を行います。
（10/31 まで）その場合、チケットの価格は 4,000 円（プレミアム
1,000 円）となります。詳しくは新聞折込チラシをご覧願います。

■お問合せ・お申し込み先

沼田町商工会

☎

３５－２２３１

ＪＲ石狩沼田駅 切符販売窓口のお休みについて
町民皆様方におかれましては、いつもＪＲ石狩沼田駅においてキップをご購入いただき誠
にありがとうございます。
この度７月２９日（水）～８月１０日（月）までの１３日間、諸事情によりキップ販売窓
口が休みとなりますのでお知らせいたします。
上記の期間中、ＪＲをご利用する予定があり乗車日が決まっている場合は、事前に切符を
お買い求めいただけますので、是非事前にご購入ください。（切符の有効期限など詳しい内
容については、ご購入の際に駅販売員へお尋ね下さい。）
なお、８月１１日（火）からは通常どおり窓口を再開し切符を販売いたしますので、引き
続き石狩沼田駅での切符購入にご協力下さい。
■お問合せ ＪＲ深川駅

☎２２－２８６２

沼田町公営住宅等入居者募集情報

令和２年度甲種防火管理新規講習の開催について
■講習種別
■講習日時

沼田町では、次の公営住宅等入居者を募集しております。
■公営住宅申込資格※全て満たすこと。
・住宅に困窮しており、政令月収の基準を満たす方
・暴力団員ではないこと
※政令月収の基準については住宅により異なりますので窓口へお問い合わせください。ま
た、世帯向け住宅に単身の方でも入居できる場合がありますが、制限があります。
■世帯向け住宅
団地

建設
年度

間取り

S57

3LDK

S56

3LDK

単身者・世帯向
詳

細

等

世帯向
19 棟 141 号室
世帯向
20 棟 126 号室
世帯向

H7

3LDK

緑町
H9

H7

2LDK

3LDK

家賃
※収入により異
なります

募集

募集

戸数

状況

13,000～

1

11,800～

1

19,700～

A 棟 202 号室

（他に駐車場・

304 号室

給湯器のﾘｰｽ料）

2
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締切

16,200～

世帯向
B 棟 106 号室

（他に駐車場・

1

給湯器のﾘｰｽ料）
19,600～

世帯向
D 棟 303 号室

（他に駐車場・

1

給湯器のﾘｰｽ料）

■高齢者向け住宅
団地
高齢者
団地
■そ の 他

建設
年度
H5

間取り

2LDK

単身者・世帯向
詳

細

等

高齢者向
1 棟 103 号室

家賃
※収入により異
なります
19,200～

募集戸

募集

数

状況

1

締切

公営住宅は、低所得世帯を対象とした減免措置がありますので対象となる世帯
所得等詳しい内容については下記までお問い合わせください。

■お問合せ

8/3

住民生活課

移住定住応援室

☎３５－２１１５

甲種防火管理新規講習
令和２年９月１７日（木）・１８日（金）の２日間
１日目 ９時００分～１６時００分
２日目 ９時００分～１４時００分
※受付は両日とも８時５５分まで
■定
員
３５名（受付期間内でも申込者が定員になり次第締め切ります。）
■講習場所
深川市８条１０番２０号 深川消防総合庁舎３階講堂
■申込方法
防火管理に関する講習会受講申込書（様式第８号の１の１）に必要事項を記
入し、申込先へ持参してください。申込み時に受講票をお渡しいたします。
尚、郵送による申し込みはできません。
（申込書は深川市ホームページよりダウンロードできます）
■申込期間
令和２年８月３日（月）から令和２年８月３１日（月）
■受 講 料
３，５００円
※講習初日の受付時に納入して頂きますので、なるべく釣銭のないようご持
参願います。なお、納入後の受講料は返還できませんのでご承知おき下さ
い。
■そ の 他
・講習当日は、受講票、筆記用具、印鑑をご持参ください。印鑑は修了証交
付時（２日目）に使用します。
・遅刻、途中退席等された場合は修了証の交付は出来ません。
・受講中、携帯電話の使用は認めません。
・車でお越しの方は、職員の指示に従い整然と駐車するようお願いします。
なお、駐車場内での事故等には一切責任を負いませんのでご承知おきくだ
さい。
・防火管理者の選任にあっては、防火管理上必要な業務を適正に遂行するこ
とのできる管理的又は監督的地位にある者を努めて選任するよう指導して
います。
■申込・お問合せ先
深川消防署予防課予防係 ☎２２－２８１４
（深川市８条１０番２０号 深川消防総合庁舎１階）

沼田町では求職者と求人者をつなぐために、無料職業紹介所
「ぬまわーくサポートデスク」を開設しています。ぜひ一度
ポータルサイトを訪問してみてください。

ぬまわーくサポートデスク

https://numasapo-desk.com/
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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１３日（日）・１４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。

■一般曹候補生
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

令和２年７月１日（水）～令和２年９月１０日（木）

試験期日

第１次試験：令和２年９月１８日（金）・１９日（土）・２０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
資

格

日本国籍を有し、令和３年４月１日現在、１８歳以上２１歳未満（空）又
は２３歳未満（海）の男女（高卒・見込み含む）

受付期間

令和２年７月１日（水）～令和２年９月１０日（木）

試験期日

第１次試験：令和２年９月２２日（火・祝日）

試験会場

陸上自衛隊旭川駐屯地（旭川市春光町）

■そ の 他

新型コロナウイルスの状況により、延期となる場合があります。

■お問合せ 自衛隊旭川地方協力本部
総務財政課

南地区隊

広報情報グループ

☎０１６６－５５－０１００
☎３５－２１１１

日曜・祝日当番医のお知らせ
◆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
◆８月 ２日（日）
内科・外科系…深川市立病院
☎２２－１１０１
歯
科
系…杉澤歯科クリニック（妹背牛町）
☎３２－２８３２
◆８月 ９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…もじり歯科クリニック（赤平市）
☎０１２５－３２－１１８１
◆８月１０日（祝・月）
内科・外科系…斎藤整形外科病院
☎２３－３７３７
歯
科
系…河村歯科（滝川市）
☎０１２５－７４－６３３２

７月２２日から８月８日までの行事予定

行 事 名
時 間
場 所
７月２２日（水）
マイナンバー臨時窓口
１７：３０～ 役場住民生活課
２３日（木・祝）体育協会長杯争奪スポーツ大会 ８：３０～ 雨竜川総合運動公園
２４日（金・祝）
〃
町民球場、町民体育
２５日（土）
〃
館 ほか
２７日（月）
脳トレ教室
１０：００～ ふれあい
２８日（火）
高齢者サロン
１０：００～ 緑町コミセン
３１日（金）
沼田学園沼田小学校終業式
１１：０５～ 沼田小学校
沼田学園沼田中学校終業式
１３：２０～ 沼田中学校
８月 ２日（日）
自然体験デイキャンプ
９：３０～ 田島公園
３日（月）
のぞみ会
１３：００～ ふれあい
６日（木）
エキノコックス症検診
１３：１５～ 沼田厚生クリニック
７日（金）
元気！１００倍教室
１０：００～ ふれあい
※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。

