保健師を募集します

令和３年７月２１日発行 第１０９４号（１／２）

■募 集 ⼈ 員

１名

■応 募 資 格

①保健師資格を取得済み⼜は令和４年３⽉３１⽇までに取得⾒込みの⽅
②沼⽥町に居住できる⽅
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令和３年度『沼田町敬老会』中止について

■応 募 ⽅ 法

①履歴書（市販の物で可・写真添付）
②最終学校の卒業証明書⼜は卒業⾒込証明書

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』につきま

③最終学校の成績証明書（在学中の⽅は、現時点の成績証明書）

しては、新型コロナウイルスの感染状況を考慮し、昨年に引き続き中⽌とさせていただくこと
といたしました。
誠に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、敬⽼会中⽌に伴い７５歳（昭和２１年１２⽉３１⽇までに⽣まれた⽅）以上の皆様へ、
記念品（商品券）を郵送させて頂くこととしております。
■お問合せ 保健福祉課 福祉グループ ☎３５－２１２０

マイナンバーカード臨時窓口の開設について
住⺠⽣活課では、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に関するご相
談等、お受けいたしますので、是⾮この機会にお越し下さい。
９⽉も開設する予定です。（詳細は決まり次第、お知らせ版等でお伝えたします。）

下記の書類を郵送⼜は直接ご提出下さい

④保健師資格の取得済みの⽅は、保健師免許証の写し
■採 ⽤ ⽇

令和４年４⽉１⽇予定

■勤 務 場 所

保健福祉課

■選 考 ⽅ 法

書類審査、⼩論⽂、⾯接試験により実施（⽇時は追って通知します）

■応 募 期 限

令和３年９⽉３０⽇（⽊）

■応募先・お問合せ
〒078-2202 沼⽥町南１条３丁⽬６番５３号
保健福祉課 担当︓⼩⽟、⻄尾 ☎３５－２１３２

町立沼田厚生クリニック禁煙外来の一時休止について
禁煙治療の中⼼的薬剤であるファイザー社の「チャンピックス錠」の⼀部の製品に発がん性
物質が国外で検出されたことから、現在出荷が停⽌されています。
これに伴い、沼⽥厚⽣クリニックの禁煙外来は当⾯の間休⽌とさせて頂きますのでご理解ご
協⼒をお願い致します。なお、再開のめどが⽴ちましたら改めてお知らせさせて頂きます。

■場

所

役場１階住⺠⽣活課（正⾯⽞関⼊って左側窓⼝）

■⽇

時

令和 3 年７⽉２６⽇（⽉） １７︓３０〜１９︓３０

れまでに治療を完了された⽅については、ご安⼼ください。

令和３年８⽉ １⽇（⽇）

９︓００〜１２︓００

■お問合せ 保健福祉課 健康グループ ☎３５－２１２０

令和３年８⽉２１⽇（⼟）

９︓００〜１２︓００

■備

考

役場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致します。

■お問合せ 住⺠⽣活課 窓⼝グループ ☎３５－２１１５

また、発がん性物質が検出された製品番号の薬剤は、国内に⼊荷されておりませんので、こ

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。
※不在となる時間帯もございますので、ご確認願います。
■お問合せ ＪＲ石狩沼田駅 ☎３５－２２１０

新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金について
新型コロナウイルス感染症の⻑期化に伴い、社会福祉協議会からの総合⽀援資⾦の再貸付
終了等により、さらなる貸付を利⽤できず⽣活にお困りの世帯を対象に、⼀定の要件をもと

第２０回町民パークゴルフ大会を開催します
■⽇

程

・受

に新型コロナウイルス感染症⽣活困窮者⾃⽴⽀援⾦を⽀給します。
■⽀給対象となる世帯（次の（１）〜（６）の要件全てに該当する⽅のみ対象です）
（１）総合⽀援資⾦（再貸付）まで終了していること
※再貸付を申請したが不承認だった場合及び⾃⽴相談⽀援機関の⽀援が得られず再貸

１⼈世帯（103,000 円）/ 2 ⼈世帯（145,000 円）/ 3 ⼈世帯（174,000 円）
4 ⼈世帯（208,000 円）/ 5 ⼈世帯（242,000 円）
※6 ⼈以上の世帯については別途お問い合わせください
・⾦融資産は預貯⾦及び現⾦を指し、不動産や株式、⽣命保険は含みません
・新型コロナ感染症対策としての臨時的な給付⾦は収⼊・⾦融資産に含みません
（３）今後の⽣活の⾃⽴に向け、下記のいずれかの活動を⾏うこと
①ハローワークに求職申込みをし、以下の求職活動を⾏うこと
・⽉ 1 回以上、⾃⽴相談⽀援機関の⾯談の⽀援を受ける
・⽉ 2 回以上、ハローワークで職業相談を受ける
・原則週 1 回以上、求⼈先へ応募を⾏う⼜は求⼈先の⾯接を受ける
②就労による⾃⽴が困難である場合は、⽣活保護の申請を⾏うこと
（４）申請者が世帯の⽣計を主として維持していること
（５）⽣活保護や職業訓練受講給付⾦を受給していないこと
（６）偽りその他不正な⼿段により再貸付の申請をしていたり、暴⼒団員ではないこと
■⽀給のための⼿続
そらち⽣活サポートセンターへ郵送していただくことになります。

付 午前８時３０分

・開 会 式 午前９時００分
・競技開始 開会式終了後
■開催場所 町⺠パークゴルフ場
■試合⽅法 男⼥別個⼈戦１８ホールストロークプレー
（ほたる・明⽇萌コース）

付を申請できなかった場合も含みます
（２）世帯の収⼊⽉額・⾦融資産の合計が⼀定の基準以下（申請⽇時点）

令和３年８⽉１⽇（⽇） ⼩⾬決⾏

※優勝〜複数の場合はカウントバック⽅式
■表

彰

①男⼥別 Ａ・Ｂフライト制を採⽤
②男⼥別

⼊賞１位〜５位、⾶び賞、ＢＢ賞、ＢＭ賞、ホールインワン賞

※参加賞（⼊賞者以外）
■参加資格 沼⽥町内の男⼥（⼩中学⽣は除く）
■参 加 料 １⼈５００円（プレー代無料）※貸クラブは各⾃負担
※当⽇受付にて、お⽀払いください
■参加締切 令和３年７⽉２６⽇（⽉）まで
■申込み・お問合せ先
町⺠パークゴルフ場

☎３５－２９００⼜は、教育委員会 ☎３５－２１３２

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
活動や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、町⺠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

希望される⽅は、関係書類をお渡しいたしますので、沼⽥町役場保健福祉課までお越し
下さい。※郵送締切 令和３年８⽉３１⽇

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。

■お問合せ
そらち⽣活サポートセンター ☎０１２０－２７９－２３４
保健福祉課 福祉グループ

沼⽥町の定住奨励制度や暮らしの情報が満載です。

☎３５－２１２０

移住定住情報公式サイト

https://teiju.com/

令和３年７月２１日発行 第１０９３号（２／２）
発行：沼田町役場 編集：総務財政課広報情報グル－プ 電話：0164-35-2111

ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ https://www.town.numata.hokkaido.jp

ﾒｰﾙ soumu@town.numata.lg.jp

夏休みが始まります。町民・保護者の皆様へお願い。
沼⽥町教育委員会及び沼⽥町⽣徒指導委員会では、⼦どもたちの健やかな成⻑を願い、
楽しく充実した夏休みを過すため、町⺠皆さんの温かいサポートをお願い致します。
夏 休 み 期 間
認定こども園
（１号認定）
⼩学校
沼⽥学園

中学校

７⽉２２⽇（⽊）
から
８⽉１６⽇（⽉）

外出時間

花

⽕

・必ず保護者同伴でしましょ
う。
午後６時まで ・場所、時間を考え、後始末
をしっかりとしましょう。
午後７時まで

学園閉庁⽇
８⽉１１⽇（⽔）〜８⽉１３⽇（⾦）
この期間の⼩・中学校の緊急連絡先は教育委員会 ☎35-2132

■新型コロナウイルス感染症予防
「⼿洗いの励⾏」「マスクの着⽤」「咳エチケット」「３密を避ける」等の感染予防、
及び免疫⼒を⾼めるため「⼗分な睡眠」「適度な運動」「バランスの取れた⾷事」を⼼
がけるようお願いします。
■スマートフォン
ＳＮＳのトラブルや事件が増加しています。スマホの使い過ぎによる⾝体的、精神
⾯での影響も指摘されています。ご家庭で⼦ども達とスマホやゲームについて話し合
うことが⼤切です。
■夏型の事故
この時期は、⼦ども達の⾏動範囲も広くなりますが、交通事故や⽔難事故など、⼦
ども達が事故にあわないよう注意や⾒守り、声かけをお願い致します。
■あいさつ運動
家族、友⼈、⾝近な⼈、地域の皆さんと「笑顔で気持ちよくあいさつを交わす」こ
とができる沼⽥っ⼦を⽬指しています。ご協⼒をお願い致します。
■お問合せ 沼⽥町教育委員会 学務グループ ☎３５－２１３２

日曜・祝日当番医のお知らせ
◆７⽉２５⽇（⽇）
内科・外科系…北海道中央病院（深川市）
⻭

科

☎２２－２１３５

系…なかむらファミリー⻭科（滝川市）☎０１２５－２６－２２８２

◆８⽉ １⽇（⽇）
内科・外科系…深川市⽴病院
⻭

科

☎２２－１１０１

系…もじり⻭科クリニック（⾚平市） ☎０１２５－３２－１１８１

◆８⽉ ８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 院⻑ ⼭崎 充〕
☎２２－１１０１
⻭

科

系…あむデンタルクリニック⻭科⼝腔外科（芦別市）
☎０１２４－２７－７３１３

◆８⽉ ９⽇（祝）
内科・外科系…斎藤整形外科医院（深川市）

☎２３－３７３７

⻭

☎２３－２２５５

科

系…船⼭⻭科医院（深川市）

７⽉２１⽇から８⽉９⽇までの⾏事予定
⾏

事 名

時 間

７⽉２２⽇（⽊） 町⺠いこいの広場

場 所

１８︓００〜 とむとむ広場

２６⽇（⽉） 脳トレ教室

１０︓００〜 ふれあい

マイナンバーカード臨時窓⼝
２７⽇（⽕） 旭川バス総合健診

１７︓３０〜 住⺠⽣活課窓⼝
７︓００〜 旭川がん検診ｾﾝﾀｰ

⾼齢者サロン

１０︓００〜 緑町コミセン

３０⽇（⾦） 健康ブランド事業健康測定会

９︓３０〜 暮らしの安⼼ｾﾝﾀｰ

３１⽇（⼟）

８︓００〜

〃

８⽉ ２⽇（⽉） のぞみ会

〃

１３︓００〜 ふれあい

※新型コロナウイルスの影響で中⽌、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

■お問合せ

産業創出課

https://numasapo-desk.com/

☎３５-２１５５

