重度身体障害者（児）ハイヤーチケット１冊（２４枚綴り）を交付しています！
重度身体障害者（児）の生活圏拡大と社会参加の促進を図ることを目的とした、ハイ
ヤー料金助成チケットを交付していますので、対象となる方は申請してください。
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★対 象 者
沼田町に在住し、身体障害者手帳の交付を受け、その障害の程度が１級又は２級の方。

ﾒｰﾙ soumu@town.numata.lg.jp

平成２８年度深川保健所 「こころの相談」 「思春期相談」について
現代はストレス社会といわれ、こころの問題を抱えた方が増えています。
深川保健所では、専門医師による「こころの健康」無料相談会を月１回実施しています。ご
希望の方は下記の日程をご覧いただき、予約した上でご利用ください。秘密は厳守いたします。
なお、保健師が対応する面接･電話での相談は随時お受けできますので、お気軽にご利用く
ださい。

【相談内容例】

時

事前予約の締切日

４月２１日（木）１３:３０~１６:００

４／１８（月）

５月２０日（金）１４:００~１６:３０

５／１７（火）

６月１６日（木）１３:３０~１６:００

６／１３（月）

７月２２日（金）１４:００~１６:３０

７／１９（火）

８月１８日（木）１３:３０~１６:００

８／１５（月）

９月１６日（金）１４:００~１６:３０

９／１３（火）

★使用期限
平成２９年３月３１日まで
★申請方法
身体障害者手帳と印鑑を持参し、保健福祉課（ふれあい）福祉グループ窓口で申請して
下さい。

・落ち込んで何もしたくない。
・不登校やひきこもり等、思春期・青年期のこころの悩み。
・眠れない日が続いて、やる気がない。
・人と会うのがおっくうで閉じこもりがちになっている。
・認知症や物忘れに関する心配がある。
・周囲のことが過度に気になる。
・お酒や薬物、ギャンブル等で仕事や家庭に支障がある。
・話のつじつまが合わない。
・大切な人を亡くして、つらくて立ち直れない。
日

★助成内容
町内に事業所を有するハイヤー会社で利用できるチケットを交付しています。
チケットは２４枚綴り（役場を中心とした半径２．５ｋｍを超える地域にお住まいの方
は３６枚綴り）で、一度に１枚利用される場合は「５４０円分」、一度に２枚以上利用さ
れる場合は「２枚目以降５００円分」のチケットとして利用できます。

■お申し込み・お問合せ

保健福祉課福祉グループ

電話３５－２１２０

町民パークゴルフ場シーズン券の販売について
今年の町民パークゴルフ場のオープンは、４月下旬を予定しておりますが、オープンに先
場

所

立ち、シーズン券を町内一般１０，０００円、町内高校生以下は５，０００円で、役場住民
生活課窓口にて販売しておりますので是非お買い求めください。また、購入の際には満点ス
ノッピカードを５００円としてご使用になれます。
１０回分の料金で１１回使用できる大変お得な「回数券」もオープン初日からパークゴル

いずれも
１２:００迄

深川市２条１８番６号
北海道深川保健所

※１０月以降の開催予定は９月発行のお知らせ版に掲載いたします。
■ご予約・お問合せ 北海道深川保健所 健康推進課健康支援係 電話(０１６４)２２-１４２１

フ場にて販売いたしますので是非ご購入ください。

パークゴルフ場のオープンの日程については、
改めて防災無線等でお知らせいたします。
■お問合せ 教育委員会

電話３５－２１３２

「人権心配ごと相談所」を開設します

平成 28 年度 毒物劇物取扱者試験の実施について

守られていますか？ あなたの人権。
ひとりで悩まず、気軽に相談を!!
■
■
■
■
■
■

日 時
場 所
相談員
その他
主 催
お問合せ

平成２８年 ４月２５日（月）午後 1 時～午後３時
沼田町健康福祉総合センター「ふれあい」１階相談室
人権擁護委員・民生委員
当日は、電話相談も受付けます。
沼田町人権擁護活動推進会
保健福祉課福祉グループ 電話３５－２１２０

ます。
１.試験の日時
平成 28 年 8 月 10 日（水曜日）

午後 1 時から午後 3 時 30 分まで

２.試験地
札幌市、旭川市及び帯広市
３.願書受付期間
平成 28 年 4 月 1 日から平成 28 年 5 月 6 日まで（当日消印有効）
４.受験手数料

平成２８年度「人権心配ごと相談所」開設予定日

11,300 円
５.お問合せ先 （詳細はホームページでご確認ください）

６月１日（水）・８月２４日（水）・１０月２５日（火）

（１）北海道保健福祉部 地域医療推進局 医務薬務課 医務薬務グループ ☎011-231-4111

１２月２２日（木）・平成２９年２月２４日（金）

平成２８年度深川保健所デイケア

毒物及び劇物取締法の規定に基づく平成 28 年度毒物劇物取扱者試験を次のとおり実施し

http://www.pref.hokkaido.lg.jp/hf/iyk/28dokugekisikenn.htm

「こけしサークル」

（２）北海道深川保健所

☎0164-22-1421

http://www.sorachi.pref.hokkaido.lg.jp/hk/fth/kenko/kouhi-k2.htm

の実施について

「こけしサークル」とは…心の病を持ち家庭で療養されている方の集まりです。社会復帰を

巡回無料法律相談会のお知らせ

推進するため、下記の日程にて「こけしサークル」が実施されます。
参加ご希望の方は、お気軽にお問い合わせください。

旭川弁護士会は、下記日程で巡回無料法律相談会を開催します。
月

日

時

間

内

容

場

所

５月１１日（水）

開級式（フリートーク）

深川保健所

７月１３日（水）

カラオケ

カラオケ店

９月１４日（水）

ミニバレー

深川市総合体育館

フリートーク･合同交流会準
備

深川保健所

１１月

９日（水） 午前１０時
～１２時

１１月

未定

合同交流会

北空知障がい者支援センター
あっぷる

１月１８日（水）

新年会

カラオケ店

閉級式（調理）

深川保健所

３月

８日（水）

■お問合せ

北海道深川保健所（深川市２条１８番６号）

電話（0164）22-1421

実際にまだ、法律問題にはなっていなくとも、心配事等がある場合には是非弁護士の無料
相談をご利用ください。あらかじめ法律の知識を見つけておくことで重大なトラブルを回避
できることもあります。
今回は、沼田町での相談会はありませんが、地元では相談しにくいという方は町外での相
談会に申込みすることができますのでご案内いたします。

○４月の相談会の日程
日

時

平成２８年４月２６日（火）

場

所

妹背牛町老人福祉センター（妹背牛町役場隣り）

相 談 料

１３時００分～１６時００分

無料です

■ご予約・お問合せ

妹背牛町役場

住民課

電話０１６４－３２－２４１１

平成 28 年禁煙週間実施に伴う禁煙ポスターの募集について
「世界禁煙デー」は 5 月 31 日、禁煙週間は 5 月 28 日～6 月 3 日です。喫煙が健康に及
ぼす影響及び健康に対する意識を高めるため、禁煙および受動喫煙防止を呼びかけるポスタ
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ーを募集しています。
（未発表のものに限ります）

ﾒｰﾙ soumu@town.numata.lg.jp

■応募資格

地域担当職員制度をご活用ください

一般の方（高校生を含む）及び道内小・中学校の児童生徒
■賞の内容
（１）一般の部（高校生は、賞金相当額の図書カード）

地域の皆さまと行政が取り組む「協働のまちづくり」を推進するため、町職員を各行政区に

・最優秀 50,000 円

「地域担当職員」として配置し、地域の課題解決や地域の活性化のお手伝いを行っています。

・地域の課題解決や地域づくりについて、住民の皆さんと話し合うため、地域の会議や行事へ
参加します。

・佳作 10,000 円

（２）小・中学校の部（賞金相当額の図書カード）
・最優秀 10,000 円

■地域担当職員の業務：地域担当職員は次の業務を行います。

・優秀 30,000 円
・優秀 5,000 円

・佳作 2,000 円

■募集締切日
平成 28 年 5 月 18 日（当日消印有効）
■応募先

・地域活動に役立つ行政情報を提供します。

〒060-0004

・地域の要望や課題などについて各担当部署と連絡調整を図ります。

札幌市中央区北 4 条西 12 丁目北海道労働福祉会館 4 階
北海道公衆衛生協会内

■地域からの要請：
「こんなことが知りたい」「こんな事業をしたい」「こんな問題がある」な

北海道禁煙週間実行委員会

■お問合せ （ポスターの大きさなど、詳細はホームページでご確認ください）
北海道禁煙週間実行委員会

どの相談がある場合は、区長さんを通じて住民生活課（３５－２１１５）または地域担当職

電話 011-222-3292

http://kinensyukan.web.fc2.com/23boshuyoukouu.html

員に要請を伝えて下さい。業務などを調整後、地域担当職員を派遣いたします。

ディスポーザー使用料の改定について

■地域担当職員の配置
行政区名

地域担当職員

町のディスポーザー使用料が改定されました。

市内第１東、市内第１南、市内第１北

中野栄治、按田義輝、高橋征一

市内第２、市内第３、市内第４、南町

菅原秀史、村中博隆、西尾佳代

市内第５、市内第６、市内第７、緑ヶ丘

嶋田英樹、福井美由樹、小玉好紀

旭町東、旭町西、高穂第１

篠原

毅、黒田美和、赤井圭二

仲町東、仲町西、西町

篠原

暁、神薮

沼田第１、沼田第３、沼田第４

前田昌清、滝本周三

高穂第２、更新、共成、東予

吉田憲司、三浦

北竜第１、北竜第２、北竜第３

高儀和明、春山顕一

ごみ粉砕機）です。野菜くずや残飯などを速やかに排出することができるので、台所を衛生

恵比島第１、幌比里、中央

横山

的に保つことができ、家庭から収集ごみとして出していた生ごみの量を減らすことができま

太、※岡田敏行
剛、浅野信行

茂、亀谷良宏

（※の担当職員が変わりました）
■お問合せ

住民生活課

生活環境グループ

電話３５－２１１５

平成２８年４月利用分からの使用料は、２５０円です。
（平成２８年３月までは５００円）
また、町では、ディスポーザーを指定業者で新設された方に２５，０００円の設置助成金
（中学生以下児童扶養世帯は５０,０００円）を交付しています。
まだ設置されていない方は、この機会に是非ご検討下さい。
ディスポーザーとは？
台所の流し台の下部に取り付け、生ごみを粉砕して水と一緒に排水管に流す家電機械（生

す。
■お問合せ 建設課管理グループ

電話３５－２１１６

「メールぬまた」登録受付中です！

日曜・祝日当番医のお知らせ

町では非常災害やその他緊急事態の情報の伝達手段として、携帯電話等で電子メールにより情
報を受信できる情報配信サービス「メールぬまた」を実施しています。随時登録を受け付けてお
りますので、町民皆様方のご登録をよろしくお願いいたします。
登録方法
１．numata_info-1@req.jp へ空メールを送信してください。
(ＱＲコード対応機種をお持ちの方は、右のコードを読み取ると便利です。)
※件名、本文については空白のままで結構です。
２．送信後、
〔メールぬまた登録手続きご案内〕というメールが送られてきます。
３．メールを開くと登録画面が表示されるＵＲＬが記載されていますので、クリック
して登録画面に接続してください。
４．登録画面にて必要事項を入力し、送信をすると登録確認画面に切り替わります。入
力した情報に誤りがなければ再度送信してください。送信完了後、メールぬまたから
〔ご登録ありがとうございます〕というメールが届けば登録完了です。

◆４月１７日（日）
歯
科
系…なかむらファミリー歯科（滝川市）
押尾歯科医院（砂川市）
内科・外科系…斉藤整形外科医院

☎０１２５－２６－２２８２
☎０１２５－５２－２８１１
☎２３－３７３７

◆４月２４日（日）
歯
科
系…定岡歯科医院（妹背牛）
フジタ歯科医院（滝川市）
内科・外科系…深川市立病院

☎３２－４１１８
☎０１２５－２４－８２１１
☎２２－１１０１

◆４月２９日（金）
歯
科
系…西田歯科医院
扇町歯科医院（滝川市）
内科・外科系…深川市立病院

☎２２－２７５７
☎０１２５－２４－３３００
☎２２－１１０１

※利用者の方でメールアドレスが変わった場合や、迷惑メール防止設定をしている
と、受信できない場合がありますので、設定を確認の上、ご登録をお願いします。
■お問合せ

総務財政課広報情報グループ

4 月 14 日から 4 月 28 日までの行事予定
行事名

電話３５－２１１１
空知管内 14 町
で巡回実施

そらち生活サポートセンターによる生活相談会を開催します。
そらち生活サポートセンターは、空知総合振興局から「生活困窮者自立相談支援事業」の委
託を受けています。
お住まいの町に限らず、どこの町でもご相談頂けます。

予約受付時間（午前 9 時 30 分～午後 5 時）
※前日の午後 5 時までに電話予約お願いします。

・4 月から 8 月までの実施日（沼田町）：4 月 2８日(木)・6 月 9 日(木)
7 月 14 日(木)・8 月 25 日(木)

・実施場所：ふれあい
・開催時間：13 時から 16 時

場所

14 日（木）

スポーツクラブ定期利用

９：３０

町民体育館

15 日（金）

萌の丘ハイキング（軽スポーツ）

9 ：００

町民体育館

雪合戦教室

１９：００

町民体育館

18 日（月）

HIPHOP ダンススクール

１６：４５

ゆめっくる

19 日（火）

高齢者サロン

１０：００

旭町コミュニティセンター

月例行政相談

１２：００

沼田町民会館

21 日（木）

スポーツクラブ定期利用

１９：００

町民体育館

22 日（金）

乳幼児健診

１１：４５

ふれあい

雪合戦教室

１９：００

町民体育館

９：００

ふれあい前

25 日（月）

萌の丘ハイキング
心配ごと相談

１３：００

ふれあい

フィットネス教室

１９：００

ゆめっくる

26 日（火）

高齢者サロン

１０：００

緑町コミュニティセンター

28 日（木）

スポーツクラブ定期利用

１９：００

町民体育館

ご予約はこちら（フリーダイヤル）

０１２０－２７９－２３４

時間

キップ・定期券は、ＪＲ石狩沼田駅でお買い求め下さい。
祝祭日除く月～金の 7:20～13:40 で販売中です。

