全国瞬時警報システム（J-アラート）の訓練放送について
◆放送⽇時︓令和３年１１⽉５⽇（⾦）午前１０時００分頃
１１⽉５⽇（⾦）午前１０時頃に、防災無線を通じて情報伝達の訓練放送を⾏います。ご
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ふるさと創造懇談会を開催します

します。
放送内容等

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。

町内６か所に設置してある屋外スピーカー及び⼾別受信機から、訓練放送が⼀⻫に流れ
ます。
【放送内容】
①開始のチャイム
「こちらは、防災ぬまたです。只今から訓練放送を⾏います。」
②緊急地震放送チャイム⾳

■⽇

程
開 催 ⽇

１１⽉１１⽇（⽊）

１１⽉１２⽇（⾦）
１１⽉１３⽇（⼟）

「緊急地震速報。⼤地震です。⼤地震です。これは訓練放送です。」※繰り返し３回
時 間
９:３０〜

会

場

（対象⾏政区）

恵⽐島地区活性化センター（恵⽐島第１・幌⽐⾥）

１３:３０〜

北⻯地区活性化センター（北⻯１・２・３）

１３:３０〜

共成地区活性化センター（共成・⾼穂第２・更新・東予）

１８:３０〜

健康福祉総合センター「ふれあい」【注１】 ←今回は、会場が

９:３０〜

健康福祉総合センター「ふれあい」【注１】

「こちらは、防災ぬまたです。これで訓練放送を終わります。」
③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

１１月３０日は、個人事業税第２期分の納期限です

「ふれあい」
です。

納税通知書は、８⽉に第１期分と併せて送付していますので、お確かめの上、⾦融機関、郵
【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。
■懇談内容
○暮らしの安⼼センターの改修について
○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

便局、空知総合振興局深川道税事務所の窓⼝⼜はコンビニエンスストア（バーコードがないも
の⼜は１枚の⾦額が３０万円以上のものを除く。）で納期限までに納めてください。
ご不明な点等ございましたら下記連絡先までお問い合せください。
■お問合せ

空知総合振興局深川道税事務所

☎０１６４－２３－３５７８

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

高齢者等への入院者支援にかかる交通費助成について

肝炎ウイルス検査を受けましょう！

⾼齢者の⽅に安⼼して在宅⽣活を継続していただくために、⾼齢者の⼊院を⽀援された⽅
（⽀援者）の交通費の⼀部を助成いたします。

ウイルス性肝炎は、⾃覚症状が現れにくい病気です。疲れやすさ、⻩疸等の⾃覚症状を感

■対象者要件 町⺠税⾮課税世帯⼜は町⺠税均等割のみ課税世帯で、次のいずれかに該当する
世帯です。
★６５歳以上の⾼齢者世帯の⽅で、同居者の⼊院を⽀援された⽅
★６５歳以上の⾼齢者独居世帯の⽅の⼊院を⽀援された⽅で、町内居住の６５歳以上の
⾼齢の親族（２親等以内に限る。（親・兄弟・⼦など））
★世帯主が６５歳以上の独居世帯（⽀給対象となる２親等以内の付添⼈がいない場合）
※⼊退院時交通費のみを⼊院者本⼈に助成します。
■助成内容 ○⼊院期間中の⽀援者の交通費相当額の⼀部を助成
・⼊院⽇数÷２×５００円
・⼊院⽇数は、同⼀世帯員１名に対し年度内最⼤９０⽇とします。
○⼊退院時交通費
・⼊院時５，０００円、退院時５，０００円を別途加算します。
■申請⽅法 退院後に下記の①②③を役場保健福祉課窓⼝で申請してください。
①医療機関が発⾏した⼊院期間が確認できる領収書等
②振込⼝座を確認できる預⾦通帳
③印鑑
※⻑期⼊院の場合はご相談ください。
■お問合せ 保健福祉課 福祉グループ ☎３５－２１２０

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 １１⽉９⽇（⽕）まで ※現在受付中
・試験期⽇ １１⽉１４⽇（⽇）〜１５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

おうだん

じる頃には、肝硬変や肝がんに進⾏しているため、感染の有無を早く知ることが⼤切です。
・Ｂ型またはＣ型肝炎ウイルスに汚染された⾎液や体液を介して感染します。
・昭和２３年７⽉１⽇〜昭和６３年１⽉２７⽇までの間に、集団予防接種を受けた⽅は、
注射器の使い回し等が原因で、Ｂ型肝炎ウイルスに感染している可能性があります。
・平成４年以前に輸⾎を受けた⽅や、平成６年以前にフィブリノゲン製剤（⾎液凝固剤）
の投与を受けた⽅は、Ｃ型肝炎ウイルスに感染している可能性があります。
■⽇

時 令和３年１１⽉ ８⽇（⽉）〜令和３年１１⽉１２⽇（⾦）
令和３年１１⽉１５⽇（⽉）〜令和３年１１⽉１８⽇（⽊）

■受 付 時 間
■場

午前８時３０分〜１１時３０分／午後１時１５分〜３時１５分
（⽕、⽊は午前のみ）

所 町⽴沼⽥厚⽣クリニック 沼⽥町南１条１丁⽬８番２５号

■対 象 者

４０歳〜７４歳の⽅（令和４年４⽉１⽇時点の年齢）で、これまでに⼀度も
肝炎ウイルス検査を受けたことがない⽅。

■検 査 ⽅ 法 問診及び⾎液検査
■料

⾦ 無料

■申 込 ⽅ 法

検査希望⽇の２⽇前までに、下記へお電話にて
お申込みください。

■問い合わせ 保健福祉課 健康グループ ☎３５－２１２０

水質検査の結果について
⽔道法の規定により沼⽥町の⽔道⽔の⽔質検査結果についてお知らせいたします。
検査の結果、すべての項⽬で基準値以内の数値になっておりました。なお、詳細な⽔質検
査結果（５１項⽬）については沼⽥町のホームページに掲載していますのでご確認下さい。
■お問合せ 建設課 上下⽔道担当 ☎３５－２１１６

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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高齢者世帯の除雪費の助成について
冬期間の除雪作業を⾃⼒で⾏うことが困難な⾼齢者世帯に対し、除雪業者等への作業
委託費⽤の⼀部を助成いたします。
■除雪範囲 ①居住する家屋の⽞関前及び⽞関から道路までの⽣活道路の除雪
②家屋の屋根及び窓の除雪
※住宅に隣接している⾞庫や物置の屋根雪降ろし・窓すかしも対象になり
ます。
■助成内容 委託業者へ⽀払った額の２分の１を助成します。
ただし、上記①・②それぞれ１シーズン２万円が助成限度額となります。
※１シーズンとは原則１２⽉１⽇から３⽉３１⽇までとします。
■申請期間 令和３年１１⽉１⽇（⽉）〜令和４年３⽉１１⽇（⾦）まで
■申請⽅法 以下の要件を満たす⽅は、委託業者との契約書及び領収書（領収書は後⽇
代⾦⽀払い後でも可です）、印鑑と振込⼝座名義の預⾦通帳を持参の上、
役場保健福祉課で申請して下さい。
■対象世帯 町⺠税⾮課税世帯⼜は町⺠税均等割のみ課税世帯（⽣活保護世帯を除く）
で、次のいずれかに該当する世帯です。
※１２⽉１⽇（基準⽇）現在、町内に住所を有し、現に居住している世帯
①世帯主が７０歳以上、同居の親族が６５歳以上の世帯員で構成されてい
る世帯
②７０歳以上の単⾝者世帯
③世帯全員が６５歳以上で、世帯員のうち、⾝体障がい者⼿帳(１級もしく
は２級、⼜は肢体不⾃由の下肢もしくは体幹に該当)を所持、⼜は要介
護認定(要介護１〜５）を受けている⽅がいる世帯
④世帯全員が６５歳以上で病弱なため除雪が困難と認められる世帯
※年齢要件は、令和４年３⽉３１⽇現在の年齢とします。
■お問合せ 保健福祉課 福祉グループ ☎３５－２１２０（担当 ⼭下・⽥巻）

日曜・祝日当番医のお知らせ
◆１０⽉２４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…近藤⻭科医院（沼⽥町）
☎３５－２５３８
◆１０⽉３１⽇（⽇）
内科・外科系…北海道中央病院（深川市）
☎２２－２１３５
⻭ 科 系…はぎわら⻭科クリニック（芦別市）
☎０１２４－２２－５８５８
◆１１⽉ ３⽇（⽔・祝）
内科・外科系…深川市⽴病院〔担当医︓北⻯町⽴診療所 院⻑ 浦本幸彦〕
☎２２－１１０１
⻭ 科 系…塚本⻭科医院（滝川市）
☎０１２５－２３－２５０８
◆１１⽉ ７⽇（⽇）
内科・外科系…深川市⽴病院〔担当医︓津⽥こどもクリニック 院⻑ 津⽥尚也〕
☎２２－１１０１
⻭ 科 系…深川第⼀病院⻭科⼝腔外科
☎２３－３５１６
◆１１⽉１４⽇（⽇）
内科・外科系…深川市⽴病院〔担当医︓深川第⼀病院 医師 ⼩松英樹〕
☎２２－１１０１
⻭ 科 系…グリーン⻭科クリニック（砂川市）
☎０１２５－５４－３４３４

１０⽉２１⽇から１１⽉１４⽇までの⾏事予定
１０⽉２２⽇（⾦）
２３⽇（⼟）
２５⽇（⽉）
２６⽇（⽔）
２８⽇（⽊）
２９⽇（⾦）
３０⽇（⼟）
３１⽇（⽇）
１１⽉ １⽇（⽉）
３⽇（⽔）
４⽇（⽊）
１０⽇（⽔）
１１⽇（⽊）
１２⽇（⾦）
１３⽇（⼟）
１４⽇（⽇）

⾏ 事 名
時 間
場 所
元気１００倍︕教室
１０︓００〜 ふれあい
特設⾏政相談所
１３︓３０〜 町⺠会館
沼⽥町にぎわい活性化イベント２０２１
まちなかほっとﾀｳﾝ＆
１０︓００〜 安⼼センター
脳トレ教室
１０︓００〜 ふれあい
⼼配ごと相談
１３︓００〜 ふれあい
⾼齢者サロン
１０︓００〜 緑町コミセン
ＮＨＫすずらん記念「明⽇萌の⾥」ﾍﾟｱﾊﾟｰｸｺﾞﾙﾌ⼤会
８︓３０〜 町⺠ﾊﾟｰｸｺﾞﾙﾌ場
まちなか賑わい⼣市
１５︓００〜 本通３丁⽬特設会場
ゆきものがかりﾊﾛｳｨﾝﾌｫﾄｽﾎﾟｯﾄ inJR ⽯狩沼⽥駅前
１８︓００〜 ＪＲ⽯狩沼⽥駅
衆議院議員選挙投票⽇
７︓００〜 ふれあい
のぞみ会
１３︓００〜 ふれあい
町⺠芸術祭芸能発表
１０︓００〜 町⺠会館
旭川バス総合健診
７︓００〜 ふれあい（受付）
乳児相談会
１０︓００〜 ふれあい
ふるさと創造懇談会
９︓３０〜 恵⽐島活性化ｾﾝﾀｰ
〃
１３︓３０〜 北⻯活性化ｾﾝﾀｰ
〃
１３︓３０〜 共成活性化ｾﾝﾀｰ
〃
１８︓３０〜 ふれあい
〃
９︓３０〜 ふれあい
町⺠交流フェスタ
１０︓００〜 ゆめっくる

※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。

