
 

    

 

  

 

 

 

 

 

  
 

 
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

  

今まで 
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■募 集 内 容 介護職員 若干名 
■応 募 資 格 年齢がおおむね 40 歳以下の方で介護福祉士または介護職員初任者(旧ホームヘ 

ルパー)の資格を有する方、（資格がなくても可）及び町内に居住できる方 
■提 出 書 類 ・写真を添付した履歴書（市販の物で可） 
       ・資格を有する場合はそれを証明するもの 
■選 考 方 法 書類選考のあと、作文と面接試験（平成 28 年 9 月下旬実施予定） 
■採用・待遇 ・採用年月日 平成 28 年 11 月 1 日 
       ・身 分   沼田町職員（介護職員） 
       ・勤 務 場 所   養護老人ホーム和風園 
       ・住 宅   沼田町が斡旋する 

・休暇、勤務時間、給与等 
                地方公務員法及び沼田町各条例規定による 
■応 募 期 限 平成 28 年 9 月 7 日（水）必着 
■応募先・お問合せ 

〒078-2202 沼田町南 1 条 3 丁目 6 番 53 号 
総務財政課 ☎３５－２１１１ 

 

沼田町職員（介護職員）を募集します 

養護老人ホーム和風園の臨時職員を募集します 

■職 種  介護職員 ２名程度 
■雇用期間  平成２８年１０月１日から平成２９年３月３１日（更新あり） 
■勤務時間  午前９時から午後５時３０分まで（早番、夜間勤務あり） 
■賃 金  月額１３４，８００円（夜間勤務は別途４，２００円支給） 
■手当相当  資格手当相当 介護福祉士取得者 月額４，０００円 
       経験年数加算あり 
       一時金あり（経験年数に応じて支給） 
■勤務日数  １ヶ月 ２０日程度 
■雇用年齢  おおむね５５歳までの健康な方 
■雇用資格  特になし 
■応募方法  履歴書（市販の物）に写真を付けて、９月１６日（金）までに和風園に持参また 

は郵送ください 
■そ の 他   書類提出後、面接と業務説明あり 
       勤務日数や勤務形態の相談に応じます。 
■応募先・お問合せ  

〒078-2201 沼田町旭町３丁目５番４０号 
養護老人ホーム和風園 ☎３５－２４４９ 担当：安念  

第４３回 沼田町敬老会を開催します 

沼田町と沼田町社会福祉協議会の共催により『第４３回沼田町敬老会』を開催します。 
大勢の皆様のご参加をお待ちしております。 

 
■開催日時  平成２８年９月４日（日）午前１１時より 
■会  場  沼田町民会館 講堂 
■送迎バス  敬老会当日は、送迎バス（福祉バスによる臨時送迎運行）を運行します。 
       ※臨時送迎バスの運行時刻表は、下記のとおりです。 
■対象者 
平成２８年１２月３１日までに７５歳以上になる方が対象です。 

（昭和１６年１２月３１日までに生まれた方が対象です。） 
■お問合せ 保健福祉課 福祉グループ ☎３５－２１２０ 
 

東 部 方面 

町営バス停留所又は 

目標施設等の名称 

予定 

時刻 

高穂２ 町分岐点 9:45 

共成 中島 9:48 

共成 中島入口 9:50 

共成 
共成活性化センタ

ー付近 
9:52 

共成 共成第１ 9:55 

東予 西田の坂 9:56 

東予 東予 9:57 

東予 中東予 9:58 

東予 東予会館前 9:59 

東予 西東予 10:03 

共成 共成３金井宅 10:05 

共成 安達 10:07 

更新 睦橋 10:08 

更新 更新第２ 10:09 

更新 更新高台 10:10 

更新 更新第３ 10:11 

更新 中更新 10:13 

更新 更新第１ 10:15 

更新 月見橋 10:17 

高穂２ 高穂２ 10:18 

高穂１ 白雪橋付近 10:20 

高穂１ 田坂宅地先付近 10:22 

旭町西 旭町吉田宅前 10:25 

旭町西 
旭町旧ボーリング

場付近 
10:27 

町民会館 到着 10:30 

 

北 部・中央部 方面 

町営バス停留所又は 

目標施設等の名称 

予定 

時刻 

幌比里 本通り 10:00 

幌比里 伊東橋 10:02 

幌比里 恵比島第３ 10:05 

恵比島

１ 
活性化センター 10:06 

恵比島

１ 
恵比島駅前 10:07 

恵比島

１ 
永徳寺 10:08 

幌比里 牧場前 10:09 

幌比里 恵比島４会館前 10:11 

中央 
豊橋真布入口付

近 
10:13 

中央 真布乗降場付近 10:14 

中央 
四十坊宅地先付

近 
10:16 

沼田４ 長原宅地先付近 10:19 

市内７ 緑町小西商店前 10:22 

緑ヶ丘 沼田６会館前 10:24 

緑ヶ丘 緑町団地Ｃ棟前 10:25 

市内２ 農協前 10:27 

町民会館 到着 10:30 

 

西 部 方面 

町営バス停留所又は 

目標施設等の名称 

予定 

時刻 

北竜３ 桜の沢 10:00 

北竜３ 梅の沢 10:01 

北竜３ 工業団地前 10:02 

北竜３ 北北竜 10:04 

北竜２ 口美会館前 10:08 

北竜２ 口美北線 10:10 

北竜２ 碧水橋 10:12 

北竜２ 
美葉牛橋中山

宅地先付近 
10:14 

北竜１ 波止場通 10:16 

北竜１ 本願寺駅逓前 10:17 

沼田３ 
鷲尾宅地先付

近 

10:18 

沼田１ 
石田宅地先付

近 

10:20 

沼田３ 
沼田３農機組

合格納庫付近 

10:22 

西町 体育館前 10:24 

西町 沼田中学校前 10:26 

市内３ ふれあい前 10:28 

町民会館 到着 10:30 

 
※上記停留所等の順に送迎バスを臨時運行します。 
※到着（通過）時刻は目安としてください。（多少前後します。） 
※停留所等の付近（前後）での乗車も可能です。 
 バスに見えるように手を挙げる等の合図をお願いします。 
※帰りも停留所等の付近（前後）で降車できます。添乗員に
お申し出ください。 
※網掛けの場所以外は、町営バスのバス停です。 



                                                    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

  

 

 

今まで 
■対 象 者    40 歳～74 歳の方（平成 29 年 3 月 31 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。 

■日 時   平成 28 年 8 月 29 日（月）～9 月 2 日（金） 13 時 15 分～15 時 15 分 

■場 所   町立沼田厚生クリニック 

■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、下記へお申込みください。 

■申込み・お問合せ   

保健福祉課 健康グループ ☎３５－２１２０ 

子育て世帯応援通勤支援事業について 肝炎ウイルス検査を受けましょう！ 

■対象地域及び助成額 

対象地域（通勤地） 助成額 

本町より往復１９㎞以下の地域 

（秩父別町） 

月額 1,500 円 

（年額 18,000 円相当額） 

本町より往復２０㎞以上４９㎞以下の地域 

（深川市・北竜町・妹背牛町・雨竜町） 

月額 3,000 円 

（年額 36,000 円相当額） 

本町より往復５０㎞以上９９㎞以下の地域 

（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 円相当額） 

本町より往復１００㎞以上の地域  
月額 6,000 円 

（年額 72,000 円相当額） 

 

■申請方法 

 ○年２回申請 

  申請書を町のホームページからダウンロードしていただくか、住民生活課窓口で受け取って

いただき、下記期間内に申請して下さい。（交付期間内に町内商品券をお渡しします。） 

前期）・申請期間： ９月１日～３０日 
・交付期間：１０月３日～３１日 

後期）・申請期間：３月１日～３１日 

・交付期間：４月３日～２８日 

 

 ○受付時間 

   月曜日から金曜日 ８時４５分～１７時１５分（祝日を除く） 

 

■お問合せ 住民生活課 移住定住応援室 ☎３５－２１１５ 
 

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。 

 

①疲れやすさ、腹痛、黄疸等の自覚症状を感じる頃には、肝硬変や肝がんに進行して

いる場合が多くみられます。 

②B 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。 

（例：注射器や針、ピアスの穴開け、カミソリ等の血液が付着する器具を共有した

場合等） 

③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 型肝炎に感染した可能性があります。 

④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 型肝炎に感染した可能性があります。 

ウイルス性（B型・C型）肝炎の特徴 

※上記のような特徴があるため、検査を受け、感染の有無を早く知ることが大切です。 

肝炎ウイルス検査について 

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

世帯主又は保護者の方に対し、自家用車での通勤に係る費用の一部として、町内で利用できる

商品券をお渡しする「沼田町子育て世帯応援通勤支援事業」を実施します。 

 

■対象者 

１）沼田町内に居住し、中学生までを扶養する世帯主又は保護者が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こと。 

４）対象地域の職場に勤務し、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。 

※上記５項目をすべて満たしていることが必要です。 

 

 

 

①国の制度だから安全・安心！ 
 さらに掛金の一部を国が助成します。  

②社外積立でラクラク管理！ 
管理や運用の手間がかかりません。  

③掛金は全額非課税でオトク！ 
 節税に加え、手数料もかかりません。  



キップ・定期券は、ＪＲ石狩沼田駅でお買い求め下さい。 
祝祭日を除く月～金の 7:20～13:40で販売中です。 
※9:00～9:30、11:20～12:30は窓口を閉めております。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

今まで 

ダニ媒介感染症に注意してください 

 

 

 

 

道内では例年ダニによる感染症（ダニ媒介感染症）が発生しており、先日死亡者が発生し

ました。草むらや薮など、マダニが多く生息する場所に入る機会が多くなる春から秋は特に

注意が必要です。 

 

 

 

 

 

 

 

・長袖・長ズボン、帽子、手袋、首元へタオルを巻くなど、肌の露出を少なくする。 

・DEET という成分を含む虫よけ剤を服の上からかける。 

・屋外活動後は入浴し、マダニに刺されていないか確認する。 

※脇の下、足の付け根、手首、膝の裏、胸の下、頭部、髪の毛の中などは見落としがちです。 

 

 

 吸血中のマダニに気付き、無理に引き抜こうとするとマダニの一部が皮膚内に残って化膿

したり、マダニの体液を逆流させてしまう恐れがあります。発見した際には、必ず医療機関

（皮膚科）を受診して処置するようにしてください。 

 また、咬まれた後数週間は体調の変化に注意し、発熱等の症状が見られた場合には医療機

関を受診してください。 

 

■お問合せ 保健福祉課 健康グループ ☎３５－２１２０ FAX３６－２００５ 
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ダニはライム病、回帰熱、日本紅斑熱、ダニ媒介性脳炎、重症熱性血小板減少症などの病
原体をもっていることがあり、咬まれることでこれらの病気に感染することがあります。 
人から人へは感染しません。マダニに咬まれないようにすることが最大の予防となります。 

予防 

マダニに咬まれたら… 



「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。 

 

 

日曜・祝日当番医のお知らせ 

◆８月２８日（日） 

歯   科   系…歌志内ホワイト歯科クリニック  ☎０１２５－４２－４６１８ 

内科・外科系…深川市立病院          ☎２２－１１０１ 

◆９月 ４日（日） 

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

内科・外科系…深川市立病院          ☎２２－１１０１ 

◆９月１１日（日） 

歯   科   系…西田歯科医院（深川市）     ☎２２－２７５７ 

内科・外科系…深川市立病院          ☎２２－１１０１ 
 

８月２５日から９月９日までの行事予定 
行事名           時 間    場 所 

８月２５日（木） 萌の丘ハイキング        ９：００～ ふれあい前 

         夜高あんどん祭り前夜祭    １８：００～ 役場前 

         スポーツクラブ定期利用    １９：００～ ゆめっくる 

２６日（金） 第４０回夜高あんどん祭り 

２７日（土） 第４０回夜高あんどん祭り 

２９日（月） HIPHOP ダンススクール    １６：４５～ ゆめっくる 

３０日（火） 高齢者サロン         １０：００～ 旭町コミセン 

９月１日（木） NHK すずらん記念全道 PG 大会  ８：３０～ 町民パークゴルフ場 

  ２日（金） 雪合戦教室          １９：００～ 町民体育館 

３日（土） 旭寿園ふれあい祭り      １０：００～ 旭寿園 

   ４日（日） 中学校文化祭          ９：００～ 中学校 

         敬老会            １１：００～ 町民会館 

   ５日（月） 萌の丘ハイキング        ９：００～ ふれあい前 

のぞみ会           １３：００～ ふれあい 

   ９日（金） 雪合戦教室          １９：００～ 町民体育館 



 


