福祉灯油の助成について
町では、高齢者等の暖房に係る経費の負担軽減を図る観点から、福祉灯油代の助成を実施
することといたしました。
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■助成内容

リットル相当額を一括で助成します。

電話：0164-35-2111

ﾒｰﾙ soumu@town.numata.lg.jp

「ぬまた町元気応援商品券【第２弾】」について
新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止対策により、住民の生活や地域経済など様々な
面で影響を及ぼしている中、町では全町民に対して元気回復を応援するため、この度町内各

■申請期間

令和３年１月２５日（月）から令和３年３月１２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

対象
世帯

商店等でご使用いただける「ぬまた町元気応援商品券【第２弾】」をお配りしましたので、

●『７０歳以上の独居世帯』

【券の内訳】
１４枚（7,000 円分）

・飲食店限定

６枚（3,000 円分）

■使用期限

令和３年３月１５日（月）まで

■利用可能店

ポスターのある町内各店舗

●『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』
●『義務教育期間終了前のお子さんを養育している母子・父子世帯で、同居する親
族すべてが６５歳以上で、世帯員の中に７０歳以上の方が１名以上いる世帯』
●『生活保護法による被保護世帯』

（店名は町ホームページでご確認下さい）
■注意事項

※年齢要件は、令和３年３月３１日現在の年齢とします。

本券で商品を購入してもお釣りはでま
せん。
（この他の注意事項については商品券裏

■お問い合わせ

産業創出課商工観光グループ

☎３５－２１５５

保健福祉課

福祉グループ

☎３５－２１２０

生涯学習センター「ゆめっくる」の休館について

面でご確認下さい）
■お問合せ

『町民税非課税世帯』又は『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。

●『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』

お一人につき５００円券を２０枚（１０，０００円分）
・全店共通券

課で申請して下さい。

※１２月１日（基準日）現在、町に居住している世帯（入院者を除く）

是非ご利用下さい。
■配布枚数

令和２年 12 月１日現在の灯油単価（79 円／㍑）を基準として、灯油１００

生涯学習総合センター「ゆめっくる」（図書館含む）は電気工事の為、下記の日程で休館
いたします。ご不便をおかけしますが、ご理解の程よろしくお願い致します。

移動献血車が来町します！
旭川赤十字血液センターの移動献血車が来町します。
病気やケガ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。
■日

時

■実施場所

休館中は、本の貸出・予約・リクエストの受付を行うことができませんので、ご注意くだ
さい。休館中に本を返却される際は、ゆめっくる正面玄関横にあります返却ボックスへ入れ
て下さい。
■日

時 令和３年２月１１日（祝・木）終日休館

■お問合せ

教育委員会教育課

施設グループ

☎３５－２１３２

令和３年１月２５日（月）午前１０時～午後４時３０分
①沼田町養護老人ホーム和風園

午前１０時～午前１１時

②陸上自衛隊沼田弾薬支処

午前１１時１０分～午後０時２０分

③まちなかほっとタウン

午後１時３０分～午後２時１５分

④沼田町役場

午後２時２５分～午後４時３０分

■お問合せ 保健福祉課

福祉グループ

☎３５－２１２０

～沼田町はＪＲ北海道を応援しています～

「ＪＲに乗り続け隊」サポーター募集中！
キップ・定期券は、ＪＲ石狩沼田駅でお買い求めください
午前 7 時 20 分～午後 1 時 40 分

平日（祝祭日除く）で販売中！

※不在となる時間帯（8：55～9：50、11：25～12：35）がございます。ご確認ください。
■お問合せ 産業創出課 ☎３５-２１５５

沼田町不妊治療費助成事業

脳ドック検診の助成について
医療機関や健診機関で脳ドック検診を受診された方への費用助成を行っています。脳梗塞

沼田町では下記の通り不妊治療に関する費用助成を行っていますので、希望される方は

や脳動脈瘤等の脳血管疾患を発見する機会として、ぜひご活用ください。

期日までに申請ください。

■対 象 者

■対象となる経費

以下の条件に全て該当する方
①町内在住の２０歳以上、７５歳未満の方
②医療機関又は健診機関で令和２年４月１日～令和３年３月３１日の間に
脳ドック検診を受診した方
③税や公共料金等の未納がなく、他で助成を受けていない方

■申請期限

令和３年３月３１日まで

■助 成 額

健診費用の１／２(１円未満切り捨て、上限助成額は２万円)
※健康保険が適用される脳の各種検査費用及びその自己負担金、治療や投薬
にかかる費用は対象外です

■申請方法

申請期間内に、下記をご持参の上、保健福祉課窓口にて申請してください。
①領収証及び診療明細書等

※申請後、費用助成を受けるまでは１か月程度かかります。費用助成の可
否については、個別に通知します。
健康グループ

☎３５－２１２０

「北方領土の日」特別啓発期間です
我が国固有の領土である歯舞群島、色丹島、国後島及び択捉島の北方四島の早期返還実現
に向け、毎年２月７日の「北方領土の日」を中心に、１月２１日から２月２０日を「北方領
土の日」特別啓発期間として、全道各地で署名活動やパネル展などが行われています。
本町でも１月２１日から２月２０日の期間中、健康福祉総合センター「ふれあい」１階ラ
ウンジ・暮らしの安心センターにおいて北方領土返還要求の署名コーナーを設置しておりま
すので、署名にご協力下さいますようお願いします。
総務財政課

総務グループ

☎３５－２１１１

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

■お問合せ

・申請に必要な証明書の発行に要した文書料
■対 象 者
以下の条件に全て該当するご夫婦
①不妊症と診断され、令和２年４月１日～令和３年３月３１日の間に治療を受けて
いる
②夫婦ともに沼田町に住所がある
③税や公共料金等の未納がなく、他で助成を受けていない方
■助成の額

同一年度の治療分をまとめて保健福祉課窓口にて申請してください。

④申請者名義の通帳

■お問合せ

・保険適用外の不妊治療（体外受精・顕微授精は除く）

■申請方法

③印鑑

保健福祉課

・保険適用の不妊治療に要した医療費の自己負担額

治療に要した自己負担額の２分の１、同一年度あたり上限１０万円

②検診結果

■お問合せ

１．一般不妊治療

https://numasapo-desk.com/

産業創出課 ☎３５-２１５５

①沼田町一般不妊治療費助成事業受診等証明書（医療機関が記入）
②沼田町一般不妊治療費助成事業申請書
※①②の書類は保健福祉課でお渡しします。
③領収書・明細書（原本）
④印鑑
⑤申請者名義の通帳
⑥健康保険証写し（夫婦とも）
■申請期限 令和３年４月末日まで
２．特定不妊治療
北海道特定不妊治療費助成事業の助成を受けた方が対象です。道の助成を受けた残り
の額の９割（上限１５万円）を沼田町で助成しています。詳しくは担当までお問合せく
ださい。
■お問合せ

保健福祉課

健康グループ

☎３５－２１２０

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/
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雪による事故・被害に注意しましょう
降雪・積雪による事故や被害を未然に防ぐため、次の事項に注意するよう心がけまし
ょう。
■屋根の雪下しをする際は！
（１）複数で実施！

⇒

１人で行う場合は家族や近所
の方に必ず声をかけましょう。

（２）すべり止め！

⇒

靴やはしごにすべり止めをつ
ける等の工夫を。

（３）周囲も確認！

⇒

下を歩く通行人や子供などに
注意しましょう。

（４）命綱をつけて！

⇒

面倒でも、転落防止のために
命綱をつけましょう。

（５）携帯電話を持参！

⇒

作業のときは携帯電話を持参しましょう。

（１）服装に注意！

⇒

機械に巻き込まれないように注意しましょう。

（２）エンジンに注意！

⇒

雪詰まり時などは、必ずエンジンを停止してから取り除

■除雪機を使用する際は！

きましょう。
（３）周囲も確認！

⇒

通行人や車など、周囲を確認して行いましょう。

■気を付けて！冬道運転
雪道はすべりやすくなります。運転には次のことを心がけましょう。
（１）夏場より減速！

⇒

夏場に比べて１０キロ以上スピードダウンを。

（２）車間距離を十分に！⇒

走行中は十分な車間距離を。

（３）追い越し注意！

⇒

無理な追い越しは絶対しない！

（４）「急」はダメ！

⇒

急加速・急ハンドル・急ブレーキなど、「急」の付く動
作は危険です。

※暴風雪などが予想されるときは、外出をひかえましょう。また、普段からテレビなど
で天気予報のチェックをしておきましょう。
■お問合せ

雪害予防対策本部（総務財政課 総務グループ）

☎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
試験日により異なりますので、お問合せください。
試験期日
２月１４日（日）・１５日（月）
試験会場
受付時にお知らせします。
■そ の 他
新型コロナウイルス感染症の状況により、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 南地区隊 ☎０１６６－５５－０１００
総務財政課 広報情報グループ
☎３５－２１１１

日曜・祝日当番医のお知らせ
◆１月２４日（日）
内科・外科系…深川第市立病院（深川市）
歯科系…さとう歯科医院（砂川市）

電話 22-1101

電話 0125-53-3710

◆１月３１日（日）
内科・外科系…北海道中央病院（深川市）

電話 22-2135

歯科系…いち花歯科クリニック（芦別市）

電話 0124-22-2207

◆２月

７日（日）

内科・外科系…深川市立病院（深川市）

電話 22-1101

歯科系…コスモデンタルクルニック（滝川市）

電話 0125-23-3630

◆２月１１日（祝・木）
内科・外科系…深川市立病院（深川市）

電話 22-1101

歯科系…赤平ファミリー歯科クリニック（赤平市）

電話 0125-32-4884

◆２月１４日（日）
内科・外科系…深川市立病院（深川市）
歯科系…アダチ歯科（奈井江町）

電話 22-1101

電話 0125-65-2659

１月２１日から２月１４日までの行事予定
行
１月２１日（木）

事

名

時

間

場

所

深川市立病院子宮・乳がん検診１２：３０～

深川市立病院

脳トレ教室

１０：００～

ふれあい

移動献血車来町

１０：００～

町内４か所

２６日（火）

高齢者サロン

１０：００～

緑町コミセン

２８日（木）

深川市立病院子宮・乳がん検診１２：３０～

深川市立病院

２９日（金）

あったまーる

１２：００～

暮らしの安心センター

１日（月）

のぞみ会

１３：００～

ふれあい

７日（日）

マイナンバーカード臨時窓口

２５日（月）

２月

９：００～

住民生活課窓口

※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。

