沼田町後期高齢者歯科健康診査の実施について
本年度より後期高齢者医療被保険者の方が無料で受診できる歯科健康診査を実施いたしま
すので、ご自身の健康管理としてぜひ受診ください。
受診にあたっては、町内の歯科医院へ電話で予約のうえ、健診当日は保険証、保険証と一
緒にお配りした受診券をお持ちくださいますようお願いいたします。
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ふるさと創造懇談会を開催します
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
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

■対 象 者

沼田町在住の後期高齢者医療被保険者証をお持ちの方
（主に７５歳以上の方）（施設入所者を除く）

■実施期間 令和２年８月３日（月）～令和３年３月３１日（水）まで
■健診場所 ①中神歯科医院
・申込先
■持 ち 物

②近藤歯科医院

（南一条２丁目５番８号

☎35-2456）

（本通３丁目４番３号

☎35-2538）

・沼田町後期高齢者歯科健康診査受診券（水色）
・保険証

■健診料金 歯科健康診査は無料
歯科健康診査以外の検査・治療は自己負担になります
■お問合せ 保健福祉課 保険グループ ☎３５－２１２０

幌新温泉特別ご優待券〈入浴利用券〉（３枚綴り）をお持ちの方へ
本年６月末現在の後期高齢者医療被保険者の皆様に配布しました入浴利用券（３枚綴り・
空色）は、有効期限が令和３年１月３１日までとなっておりますので、お早めにご利用下さ
いますようお知らせいたします。
■お問合せ 保健福祉課 保険グループ

☎３５－２１２０

８月３１日は、個人事業税第１期分の納期限です
納税通知書は第１期分と第２期分を併せて８月１１日（火）に発送となります。
納税は８月と１１月の２回に分けて納めます。（年額が１万円以下の場合は、８月の納期
に全額を納めます。）
年の中途で事業をやめた人は、別に指定した期日までとなります。
○次のようなときはお問い合せください。
・納税通知書が届かないとき。
・やむを得ず納期限までに一括納付が困難なとき。
・口座振替納税をするとき。
・個人事業税の猶予制度（新型コロナウイルス感染症の影響により、一時に納めることがで
きない場合は申請により納税が猶予される制度）について聞きたいとき。
■お問合せ

空知総合振興局深川道税事務所

☎２３－３５７８

巡回無料法律相談会のお知らせ

住宅の取得等をお考えの方はご相談ください！
多くの方々に移住や定住をしていただくため、令和４年度までの間、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金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、平成３１年３月３１日までに限度額に達
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（自己所有地での新築含む）
２０歳代
１７０万円
３０歳代
１３０万円
４０歳代以上
８０万円
加算額
土地購入（２００㎡以上で３年以内に新築の場合）
３０万円
町内業者での建設
７０万円
融雪溝設置路線に新築
１５０万円
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
限度額 １００万円
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） 子ども一人につき
が新築する場合
５０万円
婚姻してから３年以内に住宅を新築する場合
５０万円
中古住宅（６５㎡以上）
基本額（購入価格の１/２以内）
限度額
５０万円
加算額
リフォー 中古住宅購入後３年以内に町内業者に
限度額
５０万円
ム
より修繕した費用の１/４以内
３年以内に町内業者により定められた
リノベー
改修（リノベーション）工事をする場
限度額 １００万円
ション
合で改修費用の１/４以内
子育て世 上記リフォームまたはリノベーション
子ども一人につき
帯
加算を受ける場合
２５万円
婚姻してから１年以内に中古住宅を購
新婚世帯
２０万円
入した費用（土地・家屋）の１/２以内
持ち家リフォーム（※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
限度額
２５万円
達した方でも申請可）
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
限度額
５０万円
における費用の１/４以内
■お問い合わせ

住民生活課

移住定住応援室

☎３５－２１１５

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。
地元では相談しにくいという方のために町外の相談会の日程をお知らせしますので、希
望する方はお申込みください。
○妹背牛町
■日

時 令和２年８月２４日（月）

■場

所 妹背牛老人福祉センター（妹背牛町役場隣り）

■相 談 料

午後１時～午後４時

無料です

■ご予約・お問合せ

妹背牛町役場

健康福祉課

☎３２－２４１１

※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。

「人権心配ごと相談所」を開設します
守られていますか？ あなたの人権。
ひとりで悩まず、気軽に相談を‼
■日

時

令和２年８月２６日（水）

午後１時～午後３時

■場

所

沼田町健康福祉総合センター「ふれあい」１階相談室

■相 談 員

人権擁護委員・民生委員

■そ の 他

当日は電話相談も可能です。

■お問合せ

保健福祉課

福祉グループ

☎３５－２１２０

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
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
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。
■お問合せ 総務財政課

総務グループ

☎３５－２１１１

皆さん、“ちょべっと”した困りごとはありませんか？
沼田町社会福祉協議会では住み慣れた我が家で安心して暮らせるように日常生活での
「“ちょべっと”（ちょっと）」した困りごとをお手伝いする「ちょべっとサポート事業」を
はじめます。
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沼田町職員（社会人枠）募集について
■募集人員
■採用年月日
■受験資格

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
総務財政課総務グループ

皆さん、“ちょべっと”した困りごとはありませんか？
町民の皆さんの困りごとについて、社会福祉協議会にお気軽にご相談下さい！
■利用対象者
町内にお住まいで援助が必要な下記のいずれかに当てはまる方。
①概ね 65 歳以上
②心身に障がいがある
③病気・怪我等で一時的な支援が必要
④ひとり親世帯の養育者で一時的な支援が必要
■お手伝いできる内容
１時間程度の軽易な作業。
例： 買い物代行、電球や蛍光灯または電池の交換、簡単な家具の移動、ガラス拭き、
朝のゴミ出し、郵便物の投函や宅配物の発送、植木の水やり、話し相手、
季節の道具等の入替え、図書館で本を借りることや返すこと等
■利用料
15 分毎に 100 円の利用料がかかります（時間の端数は切り上げとします）。
※買い物等の購入費は実費お支払いいただきます。
■申込・お問合せ 沼田町社会福祉協議会

☎３５－１９９８

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）

☎３５－２１１１

９月２４日（木）・２５日（金）
※いずれか１日

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。

試験会場
■そ の 他

受付時にお知らせします。
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

NET１１９（ネット 119）緊急通報システムのご利用案内について
深川地区消防組合では、令和２年８月１日から、ＮＥＴ１１９（ネット１１９）緊急通報シ
ステムを導入し、運用開始することとなりました。
ＮＥＴ１１９（ﾈｯﾄ１１９）緊急通報システムとは、聴覚・言語機能に障がいがある等、音
声による１１９番通報が困難な方が緊急通報（消防車や救急車の要請）できるサービスです。
このシステムでは事前登録が必要で、登録した情報やＧＰＳから取得した位置情報により、
通報場所を素早く特定し、チャット機能により通報内容を確認します。
またＧＰＳの位置情報を活用することにより、日本中どこからでも通報していただけます。
ご利用登録は任意ですので、ご希望される方は、下記のとおり申し込みください。
■申し込み方法
１．紙で申請する場合
・申請書に必要事項を記入し提出（申請書は、役場保健福祉課、又は深川地区消防組合沼田
支署にあります）
・必要なもの：印鑑（代理申請する場合は利用者本人の印鑑と代理人本人と確認できる書類
（運転免許証、健康保険証、パスポート等）
２．ＷＥＢ申請する場合
・ご利用になる端末でどこに居ても申請できます
※r.fukagawa@net119.speecan.jp
または右記ＱＲコードから空メールを送信
・必要なもの：スマートフォン、タブレット端末、携帯電話
※窓口（役場保健福祉課、又は深川地区消防組合沼田支署）にご利用になる携帯電話等を
持参いただければ申請をお手伝いいたします。
■お問合せ 保健福祉課 ☎３５－２１２０ 深川地区消防組合沼田支署 ☎３５－２０５０

お盆期間の開館時間の変更について
お盆期間における各施設の開館時間につきましては、下記のとおりとなりますので、
ご理解とご協力をお願いいたします。
なお「役場」「町民体育館」「暮らしの安心センター」及び「えがお」は通常どおり
開館しています。
10(月)

11(火)

12(水)

13(木)

14(金)

15(土)

16(日)

ゆめっくる

9:00
~17:00

9:00
~17:00

9:00
~17:00

9:00
~17:00

9:00
~17:00

9:00
~17:00

9:00
~17:00

図書館

10:30
~17:00

10:30
~17:00

10:30
~17:00

10:30
~17:00

10:30
~17:00

9:30
~17:00

9:30
~17:00

町民会館

休館日

9:00
~21:00

9:00
~21:00

9:00
~21:00

9:00
~21:00

臨 時
休館日

休館日

日曜・祝日当番医のお知らせ
◆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（深川市）
☎２３－３７３７
歯
科
系…河村歯科（滝川市）
☎０１２５－７４－６３３２
◆８月１６日（日）
内科・外科系…深川市立病院
☎２２－１１０１
歯
科
系…深川第一病院歯科口腔外科（深川市） ☎２３－３５１６
◆８月２３日（日）
内科・外科系…深川市立病院
☎２２－１１０１
歯
科
系…おおさき歯科クリニック（芦別市）
☎０１２４－２３－０６４８

８月６日から８月２２日までの行事予定

行 事 名
時 間
場 所
８月 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
１７日（月）
沼田小学校始業式
８：３０～ 沼田小学校
沼田中学校始業式
８：４０～ 沼田中学校
１８日（火）
高齢者サロン
１０：００～ 旭町コミセン
定例行政相談所
１３：００～ 町民会館
１９日（水）
ふるさと創造懇談会
９：３０～ 共成地区活性化ｾﾝﾀｰ
ふるさと創造懇談会
１３：３０～ 北竜地区活性化ｾﾝﾀｰ
ふるさと創造懇談会
１９：００～ ゆめっくる
ﾏｲﾅﾝﾊﾞｰｶｰﾄﾞ臨時窓口開設
１７：３０～ 役場住民生活課
２０日（木）
ふるさと創造懇談会
９：３０～ 恵比島地区活性化ｾﾝﾀｰ
乳幼児健診
１１：４５～ ふれあい
２２日（土）
ﾏｲﾅﾝﾊﾞｰｶｰﾄﾞ臨時窓口開設
９：００～ 役場住民生活課
ふるさと創造懇談会
９：３０～ ゆめっくる
※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。

ぬまわーくサポートデスク

https://numasapo-desk.com/

