「ふるさと沼田町からエールお届け事業」について
町では未だ収束の⾒通しが⽴たないコロナ禍において、通学やアルバイトなどが様々な
かたちで制限されている中、⾃らの夢を叶えるため学業に勤しむために⼤学や専⾨学校等
に通われている学⽣を対象に、⼼⾝ともに元気を取り戻してもらうよう「ふるさと沼⽥町
からエールを届ける事業」を実施しますので、下記の対象となる場合はお申込み下さい。
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ふるさと創造懇談会を開催します
町⺠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。
町⻑ほか、担当課⻑が出席しますので、是⾮ご参加いただき町⺠皆さまの声をお聞かせく
ださい。
なお参加される⽅は、マスクの着⽤と⼿指の消毒等のご協⼒をお願いいたします。
■⽇
程
開 催 ⽇

時 間

場

共成地区活性化センター（共成・⾼穂第２・更新・東予）

９⽉２⽇（⽊） １８︓３０〜

北⻯地区活性化センター（北⻯１・２・３）

９⽉３⽇（⾦） １８︓３０〜

恵⽐島地区活性化センター（恵⽐島第１・幌⽐⾥）

９⽉４⽇（⼟） １３︓３０〜

ゆめっくる（注１）

９⽉７⽇（⽕） １８︓３０〜

ゆめっくる（注１）

（注１）対象⾏政区は、市内１〜７、南町、旭町、⻄町、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。
○暮らしの安⼼センターの改修について

⾼校卒業後、⼤学（⼤学院含む）、短⼤、専⾨学校、予備校など学⽣証の交
付を受ける学校等に進学し、現在も通われている学⽣であって、かつ親が本町
に在住している⽅

■⽀援内容

・雪中⽶５㎏×４回（９⽉、１１⽉、１⽉、３⽉）
・町⻑応援メッセージ

■申 込 者

本⼈若しくは町内に住所がある親

■申込⽅法

役場産業創出課に備え付けてある申込書に対象となる学⽣の⽒名、現住等を
ご記⼊いただきます。
【申込時に必要なもの】
・印鑑

所

９⽉１⽇（⽔） １８︓３０〜

■懇談内容

■対象学⽣

・学⽣証のコピー⼜は在学証明書等、学⽣であることが
証明できるもの
■お届け⽅法 ⽀援対象となる学⽣の現住所へ直接発送します。
■申請期限

令和３年９⽉１０⽇（⾦）まで

■お問合せ

役場産業創出課

☎３５－２１５５

「ぬまた町元気応援商品券【第３弾】」の有効期限について
本年５⽉下旬に皆様へお配りしました「ぬまた町元気応援商品券【第３弾】」の有効期限
が８⽉３１⽇（⽕）までとなっておりますので、まだご使⽤になられていない商品券がござ
いましたら、お早めにご利⽤下さい。
■お問合せ

役場産業創出課

☎３５－２１５５

○⾼齢者住宅建設について
○ＪＲ留萌本線関連について
○⾃然学校について
○⾼穂スキー場リフト架換⼯事について
■お問合せ 総務財政課 広報情報グループ ☎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。

救命講習会の開催について

みどりの食料システム戦略について

毎年９⽉９⽇を「救急の⽇」と定められ、この⽇を含む１週間（⽇曜⽇から⼟曜⽇）を

農林⽔産省より、みどりの⾷料システム戦略についてお知らせがありました。将来の持続
可能な⾷料⽣産と安定供給に向けた計画ですので是⾮ご覧ください。

「救急医療週間」としており、下記の⽇程で町⺠を対象とした「救命講習会」を開催いた
しますので皆様⽅の参加をお待ちしております。
■講習⽇時 令和３年９⽉１１⽇（⼟） １３︓３０〜１４︓４５
■講習場所 健康福祉総合センター「ふれあい」 すこやかホール
■講習内容 ⼼肺蘇⽣法、ＡＥＤ、救急⾞⾒学
■申 込 み

事前申込みは必要ありません。

■そ の 他

・講習当⽇は、動きやすい服装とマスクの着⽤を
お願いします。
・新型コロナウイルス感染防⽌の観点から⼗分な間隔を確保しての開催とな
ります。

■お問合せ 深川消防署沼⽥⽀署 救急救助係 ☎３５－２０５０

自筆証書遺言書補完制度のお知らせ
遺⾔は、相続をめぐる紛争を防⽌するために有⽤な⼿段であり、そして⾃筆証書遺⾔書
は、⾃筆さえできれば遺⾔者本⼈のみで作成できます。
これまでは、⾃筆証書遺⾔書の保管については、⾃分⾃⾝で保管するか、遺⾔執⾏者等
に預けるなどの⽅法しかありませんでしたが、本制度の創設により、今は法務局に預ける
事ができるようになり、遺⾔者本⼈の死亡後、相続⼈等に遺⾔書を発⾒されなかったり、
改ざんされたりすることを防ぐことができ、家庭裁判所の検認⼿続も不要です。
⾃筆証書遺⾔書保管制度は、プライバシー保護と⼿続に⼀定の時間が必要となることか
ら、全て予約制となっています。ご検討される⽅は旭川地⽅法務局供託課まで、お気軽に
お問い合わせください。
■オンライン予約

法務局⼿続案内サービス
https://www.legal-ab.moj.go.jp/houmu.home-t/

■⼿続きの詳細 法務省ホームページ
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji03_00051.html
■お 問 合 せ

旭川地⽅法務局 供託課 ☎０１６６－３８－１１６７（直通）

※受付時間 平⽇の午前８時３０分から午後５時１５分まで（年末年始・祝⽇を除く）

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/

■お問合せ 農林⽔産省北海道農政事務所企画調整室
☎０１１－３３０－８８０１
農林⽔産省⼤⾂官房環境バイオマス政策課 ☎０３－３５０２－８０５６

令和３年度自衛官募集案内
■⾃衛官候補⽣
・資
格 ⽇本国籍を有し、令和４年４⽉１⽇現在、１８歳以上３３歳未満の男⼥
・受付期間 受付中〜１０⽉１２⽇（⽕）
・試験期⽇ １０⽉１７⽇（⽇）〜１８⽇（⽉）のうちどちらか１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 南地区隊 ☎０１６６－５５－０１００
総務財政課 広報情報グループ
☎３５－２１１１
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沼田町がんばる高校生応援手当の申請受付中です！
現在「沼⽥町がんばる⾼校⽣応援⼿当」の申請を受け付けておりますので、該当とな
る⽅で、まだ申請⼿続きをされていない⽅がおられましたら、お早めに⼿続きをお願い
いたします。
■対 象 者 ⾼校⽣（⾼等専⾨学校等も含む）の保護者（沼⽥町に住所を有する⽅）
※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。
■交 付 額 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）
※４⽉〜９⽉分（６０，０００円／⼈）を９⽉末⽇まで、１０⽉〜３⽉分
（６０，０００円／⼈）を３⽉末⽇までにそれぞれ交付します。
■申請場所 住⺠⽣活課移住定住応援室（役場１階）までお越し下さい。
■申請に必要なもの
・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
る⾯のコピー可）
※⼝座は保護者（申請者）名義のものに限ります。
■申請期⽇ 令和３年 8 ⽉３１⽇（⽕）まで
■お問合せ 住⺠⽣活課 移住定住応援室 ☎３５－２１１５

沼⽥町では求職社と求⼈者をつなぐために、無料職業照会所
「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

日曜・祝日当番医のお知らせ
◆８⽉２２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 院⻑ ⾼橋公平〕
☎２２－１１０１
⻭ 科 系…⽥中⻭科医院（芦別市）
☎０１２４－２２－８７００
◆８⽉２９⽇（⽇）
内科・外科系…深川市⽴病院〔担当医︓町⽴沼⽥厚⽣クリニック 院⻑ ⿃本勝司〕
☎２２－１１０１
⻭ 科 系…中神⻭科医院（沼⽥町）
☎３５－２４５６
◆９⽉ ５⽇（⽇）
内科・外科系…深川市⽴病院〔担当医︓成⽥医院 院⻑ 成⽥昭彦〕
☎２２－１１０１
⻭ 科 系…啓南⻭科医院（滝川市）
☎０１２５－２４－１０２０
◆９⽉１２⽇（⽇）
内科・外科系…深川市⽴病院〔担当医︓児島医院 院⻑ 児島俊⼀〕
☎２２－１１０１
⻭ 科 系…よりもと⻭科医院（芦別市）
☎０１２４－２２－４６１８

８⽉１９⽇から９⽉１２⽇までの⾏事予定
８⽉２０⽇（⽊）
２１⽇（⼟）
２２⽇（⽇）
２３⽇（⽉）
２４⽇（⽕）
２７⽇（⾦）
２８⽇（⼟）
９⽉ １⽇（⽔）
２⽇（⽊）

３⽇（⾦）
４⽇（⼟）
６⽇（⽉）
７⽇（⽕）
１０⽇（⾦）
１２⽇（⽇）

⾏ 事 名
時 間
場 所
元気１００倍︕教室
１０︓００〜 ふれあい
ﾏｲﾅﾝﾊﾞｰｶｰﾄﾞ臨時窓⼝
９︓００〜 役場住⺠⽣活課
第２回森のようちえん
１０︓００〜 ほたる学習館周辺
脳トレ教室
１０︓００〜 ふれあい
⾼齢者サロン
１０︓００〜 緑町コミセン
令和３年夜⾼あんどん祭り
９︓００〜 観光情報プラザ前
〃
１０︓００〜
〃
５歳児相談会
１３︓００〜 ふれあい
ふるさと創造懇談会
１８︓３０〜 共成地区活性化センター
NHK すずらん記念「明⽇萌の⾥」ペアパークゴルフ⼤会
８︓３０〜 町⺠パークゴルフ場
ふるさと創造懇談会
１８︓３０〜 北⻯地区活性化センター
ふるさと創造懇談会
１８︓３０〜 恵⽐島地区活性化センター
防災訓練
９︓３０〜 ふれあい
ふるさと創造懇談会
１３︓３０〜 ゆめっくる
のぞみ会
１３︓００〜 ふれあい
ふるさと創造懇談会
１８︓３０〜 ゆめっくる
元気１００倍︕教室
１０︓００〜 ふれあい
第３回森のようちえん
１０︓００〜 ほたる学習館周辺

※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。

