ジカ熱・デング熱対策「蚊の用心！ひと刺し用心！」
～ジカ熱・デング熱は蚊に刺されることで感染します～
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平成２８年度自衛官候補生及び一般曹候補生等募集案内
■自衛官候補生（男子）陸上・海上・航空自衛隊の自衛官を養成する制度で、所要の教育を経て
2 等陸・海・空士として任官されます。（任期あり）
資
格
日本国籍を有し、平成 29 年 4 月 1 日現在 18 歳以上 27 歳未満の男子
受付期間
試験日により異なりますので、お問合せください。
試験期日
９月２日（金）
・3 日（土）18 日（日）・２6 日（月）いずれか１日
試験会場
陸上自衛隊旭川駐屯地（旭川市春光町）
■自衛官候補生（女子）陸上・海上・航空自衛隊の自衛官を養成する制度で、所要の教育を経て
2 等陸・海・空士として任官されます。（任期あり）
資
格
日本国籍を有し、平成 29 年 4 月 1 日現在 18 歳以上 27 歳未満の女子
受付期間
７月１日（金）～９月８日（木）
試験期日
９月２5 日（日）
・26 日（月）いずれか１日
試験会場
陸上自衛隊旭川駐屯地（旭川市春光町）
■一般曹候補生
資
格
受付期間
試験期日
試験会場
■航空学生
資
格
受付期間
試験期日
試験会場
■お問合せ

陸上・海上・航空自衛隊の基幹隊員となる曹自衛官を養成する制度で、入隊後
約 2 年 9 月経過以降、選考によって 3 等陸・海・空曹として任官されます。
（任
期なし）
日本国籍を有し、平成 29 年 4 月 1 日現在 18 歳以上 27 歳未満の男女
７月１日（金）～９月８日（木）
第１次試験：９月１6 日（金）
・１7 日（土）いずれか１日
陸上自衛隊旭川駐屯地（旭川市春光町）
海上・航空自衛隊のパイロット等を養成する制度です。（任期なし）
日本国籍を有し、平成 29 年 4 月 1 日現在 18 歳以上 2１歳未満の男女
（高卒・見込みを含む）
７月１日（金）～９月８日（木）
第１次試験：９月２２日（木・祝日）
陸上自衛隊旭川駐屯地（旭川市春光町）
自衛隊旭川地方協力本部 南地区隊 ☎０１６６－５４－５６１７
総務財政課 担当：森田
☎３５－２１１１

熊本地震被災地への義援金にご協力を！
九州熊本地方を中心とする地震で、被災された方々の支援を目的に、日本赤十字社沼田町分区で
は、役場庁舎１階と健康福祉総合センター１階に「義援金募金箱」を設置しています。
義援金は、日本赤十字社を通じて被災地にお届けいたしますので、町民皆様のご協力をお願いいた
します。

ジカウィルス感染症（ジカ熱）やデング熱の原因となるウィルスは、それらに感染した人の
血を吸った蚊（ヒトスジシマカ：背中に 1 本の白い線と W 字状の模様がある。体長約 4.5 ㎜）
の体内で増え、その蚊がまた他の人の血を吸うことで感染を広げていきます。
感染しても全ての人に症状が出るわけではありませんが、発熱や関節の痛み、発疹などの症
状が 1 週間ほど続きます。
妊婦がジカ熱に感染すると小頭症などの先天性障がいをもった子どもが生まれたり、デング
熱では出血を伴うデング出血熱となり、重症化する可能性があります。
薮などの蚊が繁殖する場所に行く時は、肌を露出せず、安全な虫除け剤を使用する等、蚊に
刺されないような習慣を身に着けましょう。
また、アフリカ、中南米、アジア太平洋地域等の流行地に渡航される場合は、現地で蚊に刺
されないように注意しましょう。
詳しくは ジカ熱 厚労省 又は デング熱 厚労省 を
検索
■お問合せ 保健福祉課 健康グループ ☎３５－２１２０

してください。

結婚新生活応援事業について
町では、下記の対象要件を満たしている世帯に、住居費や引越しにかかる費用の一部につい
て、国からの交付金を活用した中で経済的な負担軽減支援を行い、本町での新生活のスタート
を応援しています。
■対象要件
①平成２８年４月２８日から平成２９年３月３１日までに婚姻届を提出した世帯
②平成２７年中の夫婦の合計所得が年間３００万円未満である世帯
※上記の①、②をすべて満たすこと。
■対象経費
①住居費（物件の購入費、賃料、敷金、礼金、共益費、仲介手数料）
②新居への引越し費用
※勤務先から住宅手当や引越しにかかる費用が支給されている場合は、その分を差し引い
た額が対象経費
■補助対象期間
平成２８年１月１日から平成２９年３月３１日までの間の住居取得及び引越し
■助成額
上記対象経費のうち、１世帯当たり１８万円を上限として支援
■申請に必要なもの
・印鑑
・平成２７年中の所得証明書（本人及び配偶者）
・住宅の売買契約書（住居費に充てる場合）
・住宅の賃貸借見積書又は契約書（住居費に充てる場合）
・引越しに掛かった領収書（引越し費用に充てる場合）
■申請・お問合せ

住民生活課 移住定住応援室

☎３５－２１１５

今夏の節電へのご協力について

風しん抗体検査費用を助成します
風しんの免疫を保有していない女性が妊娠中に感染すると、胎児が白内障、先天性心疾患、
難聴を主な症状とする先天性風しん症候群になる可能性があります。北海道では、先天性風し
ん症候群の予防のため、風しん抗体検査費用の助成を行います。
■対象者
①妊娠を希望する出産経験のない女性
②妊娠を希望し出産経験がなく、風しん抗体ができない女性のパートナー（事実上婚姻関
係にある方を含む）
③妊娠を希望し出産経験がなく、風しん抗体ができない女性の同居者
④風しんの抗体価が低い妊婦の配偶者
⑤風しんの抗体価が低い妊婦の同居者
※上記①～⑤のうち、過去に風しん抗体検査を受けたことがある方、明らかに風しんの予
防接種歴がある方、風しんの確定診断を受けた風しん既往歴のある方は除きます。
■助成内容
EIA 法：6,696 円
HI 法：5,250 円
※どちらかの検査方法により１回のみを限度として助成します。一度医療機関窓口にてお
支払いただきます。
■実施期間 平成 28 年 4 月 1 日から平成 29 年 3 月 10 日
（申請書類の受付は平成 29 年 3 月 15 日必着）
■協力医療機関 （北空知管内のみ掲載）
町立沼田厚生クリニック ☎35-2321、成田医院 ☎23-5566、深川第一病院 ☎23-3511、
たかはし内科消化器内科 ☎22-2022、秩父別町立診療所 ☎33-3110
※その他の医療機関は
http://www.pref.hokkaido.lg.jp/hf/kth/kak/kyouryokuiryou.pdf をご覧ください。
■申請・お問合せ 深川市 2 条 18 番 6 号
深川保健所健康推進課 保健係 ☎２２－１４２１
また、沼田町では成人風しん予防接種費用の助成、及び上記北海道風しん抗体検査費用の自
己負担分も助成しております。
■申請・お問合せ 保健福祉課 健康グループ ☎３５－２１２０

深川市立病院小児科での日本脳炎ワクチン予防接種には
予約が必要になります
平成２８年４月１日より北海道での日本脳炎ワクチンの定期接種が開始されました。
深川市立病院小児科では、これまで事前予約を必要としていませんでしたが、７月１１日（月）
以降、日本脳炎予防接種を希望する際には、事前の電話予約が必要になります。
※内科で予防接種を受ける高校生以上の方の予約は必要ありません。

予

約

先：深川市立病院

小児科外来 ２２－１１０１

予約受付時間：月・水・金曜日８：３０～１６：００（小児科外来診察時間）
■お問合せ

深川市立病院小児科外来

☎２２－１１０１

この夏、さまざまな電力需給対策に最大限取り組むことにより、電力を安定供給する最低限
必要な供給予備力は確保できる見通しです。
しかしながら、今夏の需給見通しには、ご家庭や企業における節電の取り組みを織り込んで
いることから、皆様には引き続き生活に支障をきたさない無理のない範囲での節電にご協力を
お願いいたします。
■特に節電に努めていただきたい電化製品
●照 明
・日中は消灯してください。
・夜間も不要な照明をできるだけ消しましょう。
・照明のかさやカバーもこまめに掃除しましょう。
●テレビ
・省エネルギーモードに設定するとともに、画面の輝度を下げ、必要なと
き以外は消しましょう。
・見ていないときは、こまめに主電源を切ってください。
●冷蔵庫
・冷蔵庫の設定を「強」から「中や弱」に変え、扉を開ける時間をできる
だけ減らし、食品を詰め込みすぎないようにしましょう。
■お問合せ
・住民生活課生活環境グループ
・北海道電力深川営業所お客さまセンター

☎３５－２１１５
☎２２－４１１１

特定医療費（指定難病）受給者証等更新（継続）をお忘れなく！
下記の医療受給者証をお持ちで、平成 28 年 9 月 30 日で有効期間満了を迎える方は、期間
中の更新申請（継続申請）をお忘れにならないようにお願いいたします。

■医療受給者証の種類

○
○
○
○

特定医療費（指定難病）受給者証
特定疾患医療受給者証
ウイルス性肝炎進行防止対策医療受給者証
ウイルス性肝炎進行防止対策（肝炎治療特別促進事業）

■申請受付期間

平成 28 年 7 月 1 日（金）

～ 平成 28 年 9 月 30 日（金）

上記の受給者証の種類によって添付書類等が異なりますので、既
にお送りした通知文書をご確認ください。
深川保健所 健康推進課 保健係
〒074-0002 深川市 2 条 18 番 6 号
■申請・お問合せ
☎２２－１４２１ Fax２２－１４７９
※ご不明な点は、上記の申請窓口へご連絡願います。
■添付書類等

ハローワークでは「ユースエール認定企業」を募集中です！
この事業は、若者の採用・育成に積極的で、若者の雇用の状況などが優良な中小企業を厚生
労働大臣が認定し、ハローワーク及び北海道労働局が積極的に企業の PR 等を行うものです。
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沼田町がんばる高校生応援手当の申請受付を始めます！
町では、沼田町独自の施策として、がんばる高校生を応援し、未来の沼田を担う人材育成を進
めるとともに、子育て環境の向上を図るため、高等学校又は高等専門学校等に就学する生徒の保
護者等に対して、
「がんばる高校生応援手当」の交付を行いますので、該当の方は下記により申
請手続をお願いいたします。
■対象者

高校１～３年生（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。
■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。）
■申請の場所 住民生活課移住定住応援室（役場１階）までお越し下さい。
（備え付けの申請書に記入して頂きます。）
■受付時間
月～金曜日 8：45～17：15 まで
■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。
■申請受付期間
平成 28 年 7 月 1 日（金）～ 平成 28 年 8 月 12 日（金）まで
■お問合せ 住民生活課 移住定住応援室

☎３５－２１１５

中学生の心の声に耳を傾けてみませんか？
｢少年の主張｣空知地区大会を開催します。
空知管内の中学生による、社会や世界に向けての意見や未来に向けての夢や希望などを発信す
るための主張大会が本町で開催されます。。
未来への希望や身の回りの人々との関わりなど、心からの思いや考えたこと、感銘を受けたこ
となどを中学生らしい自由な表現で発表いたします。ぜひご来場頂き子どもたちの声をお聞きく
ださい。
■日
時
■場
所
■お問合せ

７月１２日（火）１３時３０分～１６時００分
町民会館 講堂（入場無料、申込み不要）
教育委員会 ☎３５－２１３２ 担当：篠原･田中

認定されました企業には、ハローワークが積極的に PR するほか、関係助成金を活用する際
に一定額が加算されることや、日本政策金融公庫が実施する融資の一部において基準利率より
も低い金利で融資を受けることができるメリットがあります。また、ユースエール認定企業を
公共調達において加点評価するよう、国が定める指針に示されました。
ユースエール認定企業の認定基準を満たしていないものの、若者の採用・育成に積極的な中
小企業には、ハローワークが積極的にマッチング支援を行う「若者応援宣言企業」という制度
もあります。
若年者及び新規学卒者の雇用をお考えの時には「ユースエール認定企業」もしくは「若者応
援宣言企業」となり、積極的に企業 PR してみませんか？
認定基準など詳しい内容等のお問合せは、お近くのハローワークへ！
■最寄りのハローワーク
ハローワーク深川

深川市 1 条 18 番 10 号

☎２３－２１４８

新規学校卒業者の採用準備をはじめませんか！
新卒求人はハローワークへ申込みを！
平成２９年３月新規学校卒業者(高校・中学)の求人は、６月２０日（月）から受付けていま
す。
新規学校卒業者の多くは地元での就職を希望していますが、地元企業の求人公開の遅れから
多くの若い人材が地元を離れて就職しています。
早期に採用計画を立て、ハローワークへ求人申込みされますようお願いいたします。
高校・中学の新規学校卒業者に係る選考開始等の日程は下記の通りです。
■新規高等学校卒業者の選考日程等
○求人受付開始
○事業主への求人票(控)返戻
○推薦(紹介)開始
○選考・採用内定開始

6 月 20 日（月）から
7 月 1 日（金）から
9 月 5 日（月）から
9 月 16 日（金）から

■新規中学校卒業者の選考日程等
○求人受理開始
○事業主への求人票(控)返戻
○推薦(紹介)・選考・採用内定開始

６月 20 日（月）から
７月 １日（金）から
12 月 １日（木）から

■お問合せ ハローワークの学卒担当までお願いします。
ハローワーク深川 深川市 1 条 18 番 10 号

☎２３－２１４８

７月１０日の参議院議員選挙の無料臨時バス時刻表

日曜・祝日当番医のお知らせ

今回の選挙から、投票所が「沼田町健康福祉総合センター」に統一されたことから、農村部
の交通弱者等に配慮し、選挙用の「無料巡回バス」を運行いたします。
なお、運行は選挙当日のみで、停留所及び時刻は次のとおりです。
幌新方面

東部方面
町営バス停留所等名称

午

前 午

後

高穂ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰ

10:00 14:00

町分岐点

10:02 14:02

中島

10:04 14:04

中島入口

10:05 14:05

共成活性化センター付近

10:06 14:06

共成第 1

10:10 14:10

西田の坂

10:11 14:11

東予

10:12 14:12

中東予

10:13 14:13

東予会館前

10:15 14:15

西東予

10:17 14:17

共成 3 金井宅

10:18 14:18

安達

10:20 14:20

睦橋

10:20 14:20

更新第２

10:21 14:21

更新高台

10:21 14:21

更新第３

10:22 14:22

中更新

10:23 14:23

更新第１

10:24 14:24

月見橋

10:25 14:25

高穂１

10:28 14:28

健康福祉総合センター到着

10:35 14:35

帰り発車時間

11:00 15:00

町営バス停留所等名称

午

前 午

後

本通り(幌新)

9:30

15:00

伊東橋

9:31

15:01

恵比島第３

9:33

15:03

活性化センター

9:34

15:04

恵比島駅前

9:35

15:05

永徳寺

9:36

15:06

牧場前

9:37

15:07

恵比島第４会館

9:38

15:08

砂利川

9:40

15:10

桜の沢

9:41

15:11

梅の沢

9:42

15:12

9:50

15:20

健康福祉総合センター 到着
帰り発車時間

10:20 15:50
北竜方面

町営バス停留所等名称

午

前 午

後

碧水橋

9:45

14:00

口美北線

9:47

14:02

口美会館前

9:48

14:03

波止場通

9:50

14:05

本願寺駅逓前

9:51

14:06

北北竜

9:53

14:08

工業団地前

9:55

14:10

健康福祉総合センター 到着

10:00 14:15

帰り発車時間

10:30 14:45

・東部方面・幌新方面・北竜方面の 3 つの地区で、それぞれ午前と午後に運行いたします。
・到着(通過)時刻は、目安として下さい。 (多少前後することが予想されます)
・帰りは、行きと逆の順に運行いたします。
■お問合せ 沼田町選挙管理委員会事務局 ☎３５－２１１１

◆６月２６日（日）
歯
科
系…長谷川第１歯科（赤平市） ☎０１２５－３２－２２７７
内科・外科系…深川市立病院
☎２２－１１０１
◆７月 ３日（日）
歯
科
系…秩父別歯科診療所
☎３３－２４２０
内科・外科系…深川市立病院
☎２２－１１０１
◆７月１０日（日）
歯
科
系…いち花歯科（芦別市）
☎０１２４－２２－２２０７
内科・外科系…深川市立病院
☎２２－１１０１

６月２３日から７月９日までの行事予定
行事名

６月２３日（木）

時

間

場

所

ぬまたっ子サポーター研修

１４：００～

ゆめっくる

スポーツクラブ定期利用

１９：００～

町民体育館

２４日（金）

雪合戦教室

１９：００～

町民体育館

２５日（土）

萌の丘ハイキング

９：００～

ふれあい前

認定こども園運動会

９：１５～

認定こども園

いきいき大学開講式

９：３０～

ゆめっくる

HIPHOP ダンススクール

１６：１５～

ゆめっくる

フィットネス教室

１９：００～

ゆめっくる

２８日（火）

高齢者サロン

１０：００～

緑町コミュニティセンター

３０日（木）

スポーツクラブ定期利用

１９：００～

町民体育館

雪合戦教室

１９：００～

町民体育館

３日（日） 町民体育祭

９：１５～

沼田小学校

２７日（月）

７月 １日（金）
４日（月）
５日（火）

のぞみ会

１３：００～

ふれあい

HIPHOP ダンススクール

１６：４５～

ゆめっくる

９：００～

ふれあい前

８：３０～

町民パークゴルフ場

萌の丘ハイキング

７日（木） 町長杯ＰＧ大会
８日（金）

雪合戦教室

１９：００～

町民体育館

「メールぬまた」登録受付中です！

「メールぬまた」は非常災害など緊急事態の情報を携帯電話等で受信できるサービスです。随時登
録を受け付けておりますので町民皆様方の登録をお願いします。
1.numata_info-1@req.jp へ本文、件名を空白にして送信してください。
(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。)
2.送信後に送られてくる〔メールぬまた登録手続きご案内〕の URL をクリックしてください。
3.登録画面にて必要事項を入力し、送信してください。〔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。※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。

