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スマートフォン等の自動１１９番 誤通報に注意！！ 

■緊急時、自動通報による誤った１１９番が増えています！ 

  近年発売されたスマートフォン等には、車が激しい衝撃を受けた場合に車内にある端末が

衝突事故を検出し、自動で１１９番を発信する機能が搭載されている端末があります。 

その機能によりスマートフォンの落下やスキー等の運動中による端末所有者の転倒で起動

してしまい、誤って１１９番発信をしてしまう事例が増えています。 

 

 

 

 

 

 

■衝突事故検出対応モデル 

 ・iPhone14 および iPhone14Pro 

 ・アップルウォッチ Series8、SE（第２世代）、Ultra 

■もしも誤って１１９番に発信された場合は？ 

救急車などが必要ないのに１１９番が発信された場合、電話をきらずに通報を受けた消防職

員に間違えであることをお伝えください。また、転倒などして気付かずに１１９番発信された

場合、最寄りの消防署から発信元に折り返し電話がありますので、必ず電話に出て救急車や消

防車が必要かどうかお伝えください。 

※折り返しの電話に応答がなかった場合は発信場所付近に消防車両が向かい、通報者の捜索を

行う事があります。衝撃があったと感じた場合は一度スマートフォン等を確認し、着信履歴

があった際は間違えであることをお伝えください。 

 

 

 

■お問合せ 深川地区消防組合沼田支署警防係 ☎３５－２０５０ 

「ぬまた町元気応援商品券【第７弾】」の有効期限について 

昨年１２月からご利用いただいております  ぬまた町元気応援商品券  第７弾】」の有効期限が

３月１５日（ 水）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、お早めにご利用ください。 

■お問合せ 産業創出課商工観光グループ ☎３５－２１５５ 

 

お忘れではありませんか・・・？ 

「沼田町定住支援世帯冬季暖房費助成」の申請を受付けています 

 
 沼田町定住支援世帯冬季暖房経費助成」の申請を３月３１日 （金）まで受け付けております

ので、まだ申請がお済みでない方は、期間内に保健福祉課窓口までお越しください。早めの申請

で早期に支給することができますのでよろしくお願いいたします。 

■お問合せ 住民生活課移住定住応援室 ☎３５－２１１５ 

 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 

ぬまたライフサポート事業（おこめ引換券）について 

昨年１０月に、小中高生の子育て世帯に配布しました  ぬまたライフサポート事業 （おこめ引

換券）』は、もう引換えされましたでしょうか？申込期限が下記の通りとなっておりますので、ま

だ引換になられていないご家庭は、お早めにお申込みください。 

申込期限     引換期間 

３月引換分 ３月 15日まで ➡ 3 月 31日から 

※まちかなほっとタウン『まちづくりぬまた物産サービスセンター』でのみ引換できます。 

■お問合せ 住民生活課移住定住応援室 ☎３５－２１１５ 

 

自動で１１９番 自動で１１９番 

期日前投票所の投票立会人を募集します 

 北海道知事選挙及び北海道議会議員選挙が４月９日に行われる予定ですが、期日前投票所にお

いて、投票が公正・適切に行われるよう立ち会っていただく 投票立会人』を次のとおり募集し

ます。 

■募集人員 ３月２４日（金）～４月８日（土）の各日 １日２名 

■応募資格 沼田町の選挙人名簿に登録されている方 

■立会時間 午前８時３０分から午後８時 

■立会場所 健康福祉総合センター ふれあい」１階 健康指導室 

■報  酬 １日９，３００円 

■申込方法 期日前投票立会人申込書（総務財政課窓口又はホームページよりダウンロード）に

必要事項を記入の上３月１０日（金）までに選挙管理委員会へ提出してください。

お電話でも受け付けます。 

■選任方法 応募多数の場合は、抽選を行います。 

■お問合せ 選挙管理委員会（役場総務財政課内） ☎３５－２１１１ 



                                                    
 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

化石体験館管理員の募集について 令和５年度 生涯学習総合センター「ゆめっくる」 

定期利用団体登録の募集について 

 町内の生涯学習活動を行うグループやサークルを対象に、令和５年度の生涯学習総合センター

 ゆめっくる」の定期利用団体登録を募集しています。 

■定期利用登録団体承認基準 

 １．生涯学習活動を行う団体であること。 

 ２．５名程度から構成されている団体であること。 

※ただし、本町の住民であり、原則として町外者は含まない。 

 ３．使用にあたっては、常時少なくても５名程度の使用であること。 

 ４．役員（組織・機構等）構成が明確であること。 

 ※上記を検討の上、定期利用登録の可否を決定します。 

■登録すると ・次年度のゆめっくるの部屋を事前に予約することができます。 

・ゆめっくるの使用料が６割減額となります。 

■提 出 書 類 社会教育施設定期利用登録団体承認申請書 （ゆめっくるで配布しています）を郵 

送・FAXまたは持参してください。 

■提 出 期 限 ３月１７日（金） 

■お 問 合 せ 教育委員会教育課施設グループ ☎３５－２１３２ FAX３５－１２１０ 

 

町では、高齢者世帯等の皆さんに福祉灯油の助成を実施しています。対象となる方は、下記の

とおりですので、お早めに手続きされますようお願いいたします。 

■助 成 内 容  1 万円を助成します。 

■申請受付期間  令和５年２月２８日（火）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

課で申請して下さい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■お問合せ 保健福祉課福祉グループ ☎３５－２１２０ 

 

福祉灯油の申請お済みですか？ 

令和５年度 沼田町奨学資金貸付奨学生の募集について 

町では、下記のとおり令和５年度の沼田町奨学資金貸付奨学生を募集しています。 

この事業は、学業成績が優秀で経済的理由により就学が困難な方に対し、学資を無利子で貸与

する制度です。 

■募 集 人 員 高等学校（２名） 月額１５，０００円以内 

         大 学 等（４名） 月額３０，０００円以内 

■提 出 書 類 ①奨学生願書 

         ②奨学生推薦書（在学している学校長からの推薦書） 

         ③同意書（課税状況について税務担当部局に報告を求めることへの同意） 

          ※用紙は教育委員会にあります。 

■申 込 締 切 日 令和５年３月３１日（金） 

■選考・決定時期 令和５年４月末～５月上旬 

※なお、奨学生であった方が、町内で農業後継者又は商工事業後継者として就労した時、又は 

沼田町内に住所を有し沼田町内に事業所を有する企業に勤務する場合は、農業委員会又は 

商工会又は勤務先の証明を得て、奨学資金返還免除の申請をすることができます。 

■申込・お問合せ 教育委員会教育課学務グループ ☎３５－２１３２ 

■募 集 人 員 ２名 

■業 務 内 容 接客・受付・館内清掃・グッズ製作等（体験実習用品） 

■応 募 方 法  沼田町会計年度任用職員申込書兼履歴書」を下記まで提出してください。 

※申込書兼履歴書様式は下記応募先から取り寄せるか、沼田町ホームページか 

らダウンロードしてください。 

■選 考 方 法 書類審査及び面接（日時は追って連絡します）※決定まで随時受付 

■雇用・待遇   

 ①雇用期間 令和５年４月１日から１１月３０日まで（継続更新あり） 

 ②勤務場所 沼田町化石体験館（ほろしん温泉ほたる館向い） 

 ③勤務日数 シフト制（週３日程度、休日・祝日及び繁忙期の出勤あり） 

 ④勤務時間 午前９時３０分～午後４時（正午～午後１時休憩あり） 

 ⑤賃 金 時給 ９２２円 

 ⑥手  当 勤務場所（字幌新）までの通勤手当 

 ⑦保 険 等 雇用保険加入 

⑧有給休暇 任用期間に応じて付与 

■応 募 期 限 令和 5年 3月 1７日（金）まで（必着） 

■応募先・お問合せ  

〒０７８－２２０２ 沼田町南１条４丁目６番５号 

       教育委員会教育課施設グループ 担当：斉藤・松井 ☎３５－２１３２ 

 

 

 

 

※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） 

●『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』 

● ７０歳以上の独居世帯』 

● 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』 

●６５歳以上の世帯員で構成されている世帯で、７０歳以上の世帯員が１名以上いる世

帯で、かつ義務教育期間終了前の子を養育する母子又は父子がいる世帯。 

● 生活保護法による被保護世帯』 

 ※年齢要件は、令和５年３月３１日現在の年齢とします。 

対象 
世帯 

『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。 

 



                      

    

 

  

 

 

 

 

  
 

 
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

  

  

 

 

  

 

子育て世帯応援通勤支援事業(後期分)の受付開始について 
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移住定住免許取得支援事業について 

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/ 
 

町では、沼田町で育ち、沼田町に住み続ける方を対象とした、免許取得に関する費用を助成し

ておりますので、是非ご活用ください。 

■対象者 ※以下の６項目をすべて満たしていることが必要です 

①中学校、高等学校在籍の６年間、沼田町に住所を有した方 

②沼田町に住所を有し、自宅から勤務先に通勤する方 

③就職後３年以上沼田町に住み続ける方 

④町外に住居等を賃借していない方 

⑤申請時に 25 歳未満の方 

⑥次に掲げるアからオに該当しない方 

 ア 中学・高校在学中(在学年齢時)に転出するなど、町外への住所変更をした方 

 イ 過去に免許取り消し処分を受け、再取得する方 

 ウ 短大・専門学校、大学等に在学中の方 

 エ 就職後 1年以上経過している方 

 オ 令和３年３月３１日以前に免許を取得した方 

■助成額 

○町立沼田自動車学校での、自動車普通運転免許取得に係る基本料全額（追試や暖房料などの

費用は対象外とします） 

■申請方法 

 ○申請される方は下記の書類をご持参のうえ、住民生活課移住定住応援室までお越しください。 

  (1)戸籍の附票 

   (2)職場の在籍証明又は採用通知（在籍証明書は就労開始日のわかるもの） 

  (3)宣誓書 

  (4)免許取得の領収書 

  (5)その他、町長が必要と認める書類 

■お問合せ 住民生活課移住定住応援室 ☎３５－２１１５ 

 

 町では（ 子育て世帯の応援事業」として、他市町村へ通勤する中学生以下のお子さんを扶養す

る世帯主等の保護者で、下記の要件に全て該当する方に、通勤に係る費用の負担軽減として町内

で利用できる地域ポイントを交付する  沼田町子育て世帯応援通勤支援事業」を実施しています。   

後期分の申請受付を開始しますので、下記の要件に全て該当する方は住民生活課移住定住応援

室までお越しください。 

■対象者（以下の５項目をすべて満たしていることが必要です） 

（１）沼田町内に居住し、かつ中学生までの子どもを監護している世帯主等の保護者のうち、生

計を主に担っている方で町外の職場に勤務する方 

（２）町税等公共料金を滞納していない方 

（３）毎月１０日以上の町外通勤日数を有している方 

（４）町外の職場に勤務し、本町から実際に通勤している方 

（５）町外に住居等を賃借していない方 

※ （１）の  生計を主に担っている方」の判断にあたっては所得の状況や扶養申告、住民票等

の取扱いなどを総合的に考慮して判断します。 

■対象地域及び助成額 

対象地域（通勤地） 助成額 

１）本町より往復１９㎞以内の地域 

（秩父別町） 

月額 1,500 円 

（年額 18,000 円相当） 

２）本町より往復２０㎞以上４９㎞以内の地域 

（深川市・北竜町・妹背牛町・雨竜町） 

月額 3,000 円 

（年額 36,000 円相当） 

３）本町より往復５０㎞以上９９㎞以内の地域 

（旭川市 ・留萌市 ・滝川市 ・小平町 ・幌加内町 ・新十津川町） 

月額 5,000 円 

（年額 60,000 円相当） 

４）本町より往復１００㎞以上の地域 
月額 6,000 円 

（年額 72,000 円相当） 

■申請方法 

 ○年２回申請 

  様式を町のホームページからダウンロードしていただくか、住民生活課で受け取っていただ

き、下記期間内に申請してください。 

  ・申請期間：２月１０日 金）～３月１０日 金） 

 ○受付時間 

   月曜日から金曜日（祝日は除く） 午前８時４５分～午後５時１５分 

 〇申請に必要な書類等 

  ・在職証明書（様式は町ホームページまたは住民生活課でお受け取りください） 

  ・印鑑 

  ・沼田町ポイントカード（Numaca） 

 ※ポイントカードをお持ちでない方は、申請の際にお申し出ください。 

■お問合せ 住民生活課移住定住応援室 ☎３５－２１１５ 



                                                    
 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

第２次北空知定住自立圏共生ビジョン（案）に対する 
意見募集（パブリックコメント）の実施について 

 第２次北空知定住自立圏共生ビジョン」は、沼田町と深川市が締結した形成協定に基づき、

北空知の関係市町が連携 ・協力し、定住人口を推進する具体的な取組内容や圏域の将来像を明ら

かにするものです。 

このビジョンの策定にあたり、町民皆様の意見を広く反映させるため、パブリックコメントを

実施しますので下記のQRコードを読み取り、ご意見・ご提言をお寄せください。 

 

 

 

 ↑ご意見募集サイト（深川市公式ホームページ） 

■募集期間 令和５年２月１４日（火）から令和５年３月８日（水）まで 必着】 

■その他 

・電話による意見の受け付けは致しませんのでご了承ください。 

・ビジョン （案）等につきましては、深川市内各閲覧場所及び沼田町役場産業創出課で閲覧が 

できます。 

■お問合せ 深川市企画財政課企画係 ☎２６－２２４６ 

 産業創出課企画政策グループ ☎３５－２１５５ 

◆ ２月２３日（木・祝） 

内科・外科系…深川第一病院            ☎２３－３５１１ 

歯   科   系…深川第一病院歯科口腔外科      ☎２３－３５１６ 

◆ ２月２６日（日） 

内科・外科系…深川市立病院（担当医：代田剛）   ☎２２－１１０１ 

歯   科   系…押尾歯科医院（砂川市）       ☎０１２５－５２－２８１１ 

◆ ３月 ５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 院長 津田尚也） 

☎２２－１１０１ 

歯   科   系…はぎわら歯科クリニック（芦別市）  ☎０１２４－２２－５８５８ 

◆ ３月１２日（日） 

内科・外科系…深川市立病院（担当医：深川第一病院 小松英樹）    

☎２２－１１０１ 

歯   科   系…杉村歯科医院（滝川市）       ☎０１２５－２４－１３５４ 

２月２２日から３月１２日までの行事予定 

日 付        行事名           時 間    場 所 

 ２月２５日（土）  HOROSA～森と雪とサウナでととのう会～ 

１０：００～ ほろしんの森 

   ２７日（月）  脳トレ教室           １０：００～ ふれあい 

２８日（火）  緑町サロン           １０：００～ 緑町コミセン 

 ３月 ４日（土）  ありがとう留萌本線フェスタ（～３/５）     

１１：００～ 明日萌駅 

    ５日（日）  マイナンバーカード交付申請窓口  ９：００～ 住民生活課窓口 

    ６日（月）  のぞみ会            １３：００～ ふれあい 

   １１日（土）  輝け雪のまちフェスタ２０２３   ９：００～ 旧厚生ｸﾘﾆｯｸ跡地 

           沼田学園沼田中学校第５５回卒業証書授与式 

                            ９：２０～ 沼田中学校 

           ありがとう留萌本線フェスタ（～３/１２） 

   １１：００～ 明日萌駅 

※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。 

日曜・祝日当番医のお知らせ 

令和４年度自衛官募集案内について 

 
■自衛官候補生 

 資  格 日本国籍を有し、採用予定月の１日現在１８歳以上３３歳未満の男女 

 受付期間 年度を通じて受付を行っています。 

 試験期日 ３月試験日程：５日（日）・６日（月）いずれか 1日 

（来月以降は別途お知らせします。） 

 試験会場 陸上自衛隊旭川駐屯地（旭川市春光町） 

■そ の 他 コロナの状況により、変更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 

 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/ 

■お問合せ 産業創出課 ☎３５－２１５５ 


