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「北・ほっかいどう被害者相談室」のお知らせ 

平成２８年度自衛官等募集案内 

沼田町議会からのお知らせ 

■自衛官候補生（男子） 
 資 格 日本国籍を有し、18 歳以上 27 歳未満の男子 
 受付期間 年間を通じて行っております。 
 試験期日 10 月 23 日（日）・24 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） 
 
■防衛大学校学生 一般採用試験（前期） 
 資 格 日本国籍を有し、高卒（見込み含む）21 歳未満の男女 
 受付期間 9 月 5 日（月）～9 月 30 日（金） 
 試験期日 第１次試験：11 月 5 日（土）・6 日（日）の 2 日間 
 試験会場 陸上自衛隊旭川駐屯地（旭川市春光町） 
 
■防衛医科大学校看護学科学生（自衛官候補看護学生） 
 資 格 日本国籍を有し、高卒（見込み含む）21 歳未満の男女 
 受付期間 9 月 5 日（月）～9 月 30 日（金） 
 試験期日 第 1 次試験：10 月 15 日（土） 
 試験会場 陸上自衛隊旭川駐屯地（旭川市春光町） 
 
■防衛医科大学校医学科学生 
 資 格 日本国籍を有し、高卒（見込み含む）21 歳未満の男女 
 受付期間 9 月 5 日（月）～9 月 30 日（金） 
 試験期日 第 1 次試験：10 月 29 日（土）・30 日（日）の 2 日間 
 試験会場 陸上自衛隊旭川駐屯地（旭川市春光町） 
 
■お問合せ 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 

 

 

ひとりで悩まないで！！ あなたのそばに私たちがいます。 
 

一般社団法人北・ほっかいどう総合カウンセリング支援センターでは、交通事故や犯罪被害に

巻き込まれた方、その遺族の方々への支援などを行う「被害者相談」と、家族、夫婦、嫁姑問題

など生活全般の不安・悩みを対象とした「心の悩み相談」の窓口となる、「北・ほっかいどう被

害者相談室」を開設しています。 

相談は無料、秘密は厳守されますので、お気軽にご相談ください。 

 

■被害者相談 

電話相談 月・火・木・金曜日（祝日は除く） 午前１０時～午後３時まで 

面接相談 水・金曜日（面接をご希望の方は予約が必要です） 

場  所 旭川市５条通１０丁目 旭川市五条庁舎１階 

☎０１６６－２４－１９００ 

■心の悩み相談 

電話相談 火・木曜日（祝日は除く） 午前１０時～午後３時まで 

☎０１６６－２７－７６１１ 

■お問合せ 

  一般社団法人北・ほっかいどう総合カウンセリング支援センター 

☎０１６６－２４－３０１０ 

平成 28 年第 3 回定例会が 9 月 15 日（木）から開催されますので、是非この機会に傍聴に

お越し下さい。なお、本定例会の一般質問は 15 日午後 1 時 00 分からを予定しております。 

 

■お問合せ 議会事務局 ☎３５－２１１７ 

沼田町芸術文化鑑賞事業 

三遊亭小遊三講演会のお知らせ 

例年各界の著名人を本町にお招きし、有意義なお話を聞かせていただいておりますが、今年

はテレビの「笑点」でおなじみの三遊亭小遊三師匠によります「小遊三のイキイキ人生」と題

した講演会を開催します。多くの皆様のご参加をお待ちいたしております。 

 

■期 日  １０月２４日(月) 会場 午後６時  

開演 午後６時３０分 

■場 所  沼田町民会館 

■入場料  沼田町民 一般：５００円、高校生以下無料 

（町外は一般１，０００円 高校生以下５００円） 

■入場券販売所 

ゆめっくる、役場総合窓口、ＪＡ北いぶき沼田支所、沼田町商工会 

■販売開始 ９月９日（金）より 

■お問合せ 教育委員会 ☎３５－２１３２ 



 

 

「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。※利用者の方で機種やメールアドレスの変更、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。 

                                                    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

  

 

 

今まで 

 

北海道では、母子家庭・父子家庭・寡婦のみなさんが安心して暮らすことができる社会づく

りをめざし、相談、経済的支援、就労支援などの各種の支援を行っています。 

 いろいろなことでお悩みのとき、もっと詳しく知りたいときは、ここに記載されていない支

援もありますので、空知総合振興局、または保健福祉課 福祉グループへお問合せください。 

 
【悩みや心配事の相談】 

就労や育児、子どもの学費などで困ったとき、「母子・父子自立支援員」が、みなさんの抱え

ている様々な悩みごとの相談相手となり、問題解決のお手伝いをします。 

・対 象 者  母子家庭の母、父子家庭の父、寡婦等 

 
【児童扶養手当】 

死別、離婚などで、父又は母と生計を別にしている児童を養育している場合に支給されます。 

 なお、支給額は所得により変わりますので、手当の全部又は一部を支給しない場合がありま

す。（所得に応じ、全額支給、一部支給、支給停止のいずれかに決定します。） 

・対 象 者 母子家庭の母、父子家庭の父、児童の養育者 

・支 給 額  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※平成 28 年８月分から加算額が増額されますが、平成 28 年８月から同年 11 月分の４か月

分は、児童扶養手当支給月である平成 28 年 12 月に支払われます。 

・支給期間 児童が 18 歳に達する日以後の最初の３月 31 日まで 

【母子父子寡婦福祉資金貸付金】 

ひとり親家庭等の経済的自立を支援するとともに、児童の福祉の増進のため、貸付を行ってい

ます。  

  なお、貸付金は、将来返済いただく借入金であり、償還の見通しを立てておくことが大切です。 

  貸付に当たっては審査を行いますので、早めにご相談ください。 

・対 象 者 母子家庭の母、父子家庭の父、寡婦等 

・種  類 ①事業開始資金 ②事業継続資金 ③修学資金 ④技能習得資金 ⑤修業資金 

            ⑥就職支度資金 ⑦医療介護資金 ⑧生活資金 ⑨住宅資金   ⑩転宅資金 

          ⑪就学支度資金 ⑫結婚資金 

・貸付金額 貸付金の種類によって異なります。（例えば、自宅から公立の大学にお子さんを通

わせる場合の修学資金は、月額 67,500 円が上限になります。） 

・利  子 無利子または年利 1.0％（貸付金の種類、連帯保証人の有無によって異なります。） 

 

【資格取得のための給付金】 

自立支援教育 

訓練給付金 

就職を目指して技能を身につけるため、雇用保険制度の教育訓練給付の

指定講座を受講した際に、受講料の一部を支給します。 

・対 象 者  母子家庭の母、父子家庭の父 

・支 給 額  受講料の６割相当額（上限 20 万円、下限 12,000 円） 

高等職業訓練 

促進給付金 

看護師等の資格を取得する際に、生活費の負担軽減を図るため給付金を

支給します。 

・対 象 者  母子家庭の母、父子家庭の父 

・要  件  ①児童扶養手当受給者か、又は同等の所得水準にあること。 

           ②養成機関において、１年以上のカリキュラムを修業し、資

格の取得が見込まれる者 

・対象資格 看護師、保育士、介護福祉士、理学療法士、作業療法士、調

理師、製菓衛生士 

・支 給 額 月額 10 万円（住民税課税世帯は 70,500 円）、上限３年 

高等学校卒業 

程度認定試験 

合格支援事業 

高卒認定試験合格のための講座を受講した場合、受講費用の一部を支給

します。 

・対 象 者  母子家庭の母又は児童、父子家庭の父又は児童 

・支 給 額  ①受講修了時給付金 受講費用の２割（上限 10 万円） 

②合格時給付金   受講費用の４割（①含め上限 15 万円）  

 

■各支援策の相談窓口・お問合せ先 

 ・空知総合振興局社会福祉課子ども子育て支援係 ☎０１２６－２０－０１２０ 

・保健福祉課 福祉グループ ☎３５－２１２０ 

 

■北海道 結婚・妊娠・出産・育児 総合ポータルサイト「ハグクム」もご覧ください。 

http://www.pref.hokkaido.lg.jp/hf/kms/hagukumu.html 

母子家庭・父子家庭・寡婦の方々が 

安心して暮らすことができる生活を支援します！ 

区   分 平成 28 年 4 月～7 月 平成 28 年 8 月～ 

１人目 
全額支給 42,330 円 42,330 円 

一部支給 42,320 円～9,990 円 42,320 円～9,990 円 

第２子 

加算額 

全額支給 
5,000 円 

10,000 円 

一部支給 9,990 円～5,000 円 

第３子 

以降加算額 

全額支給 
3,000 円 

6,000 円 

一部支給 5,990 円～3,000 円 
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甲種防火管理再講習のご案内 
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■実施日時   平成 2８年１１月 1１日（金）１３：１０～１６：１０ 

■対 象 者    劇場・飲食、店舗・ホテル・病院など不特定多数の人が出入する防火対象物 

（特定防火対象物）のうち、収容人員が 300 人以上で甲種防火対象物の管理者 

（甲種防火管理者講習を修了した者）が再講習の受講が必要となります。 

■講習会場   岩見沢地区消防事務組合消防本部２階講堂（岩見沢市６条東１丁目４番地）  

■定 員   ４０名（先着順で〆切） 

■申請期間   平成２８年 10 月 2４日（月）～11 月４日（金） 

■申請方法   防火管理講習受講申請書（様式第 15 号）に必要事項を記入し、甲種防火管 

理新規講習修了証の写し、又は直近の再講習修了証の写しを添付、次のいず 

れかの方法で申請してください。 

（１）持参 土日祝祭日は受付できません。 

（２）FAX 申請書及び修了証を FAX 後、必ず消防本部まで電話（土日祝祭日 

不可）し、受講番号の確認を行って下さい。 

         ※受講申請書は受講当日必ず持参してください。 

 

防火管理講習受講申請書（様式第 15 号）は最寄りの消防署に備え付けてあ 

ります。岩見沢消防署ホームページからダウンロードもできます。 

URL http://www.hamanasu.com/syoubou/index.htm 

 

■講習事項  （１）防火管理の動向と制度の概要（６０分） 

       （２）火災事例等に基づく防火管理対策（６０分） 

■受 講 料    テキスト代 １，５１２円（消費税込） 

受講当日、会場受付にてテキストと引き換えで納入してください。 

■駐 車 場    台数に限りがありますので、公共交通機関のご利用をお願いします。 

■そ の 他    申し込み後、講習を欠席する場合は事前にご連絡ください。 

■申請先及びお問合せ 

〒068-0006 岩見沢市６条東１丁目４番地 

岩見沢地区消防事務組合 消防本部予防課 担当：安川 

☎ ０１２６－２２－４３０１  FAX ０１２６－２５－１０４８ 

 

 



 

 

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。 

日曜・祝日当番医のお知らせ 

 

９月８日から９月２５日までの行事予定 

行事名            時 間    場 所 

９月 ９日（金） 高齢者元気１００倍！教室   １０：００～ ふれあい 

         雪合戦教室          １９：００～ 町民体育館 

  １２日（月） HIPHOP ダンススクール    １６：４５～ ゆめっくる 

         フィットネス教室       １９：００～ ゆめっくる 

１４日（水） ほっとママ          １０：００～ ふれあい 

１５日（木） 萌の丘ハイキング        ９：００～ ふれあい前 

       スポーツクラブ定期利用    １９：００～ 町民体育館 

１６日（金） 雪合戦教室          １９：００～ 町民体育館 

２０日（火） 高齢者サロン         １０：００～ 旭町コミセン 

       月例行政相談         １３：００～ 町民会館 

２２日（木） スポーツクラブ定期利用    １９：００～ 町民体育館 

２３日（金） 高齢者元気１００倍！教室   １０：００～ ふれあい 

２５日（日） 萌の丘ハイキング        ９：００～ ふれあい前 

◆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 

◆９月１８日（日） 

歯   科   系…近藤歯科医院       ☎３５－２５３８ 

内科・外科系…深川市立病院       ☎２２－１１０１ 

◆９月１９日（月） 

歯   科   系…船山歯科医院(深川市)   ☎２３－２２５５ 

内科・外科系…深川市立病院       ☎２２－１１０１ 
◆９月２２日（木） 

歯   科   系…たなか歯科医院(深川市)  ☎２３－５５４５ 

内科・外科系…深川市立病院       ☎２２－１１０１ 
◆９月２５日（日） 

歯   科   系…定岡歯科医院(妹背牛)   ☎３２－４１１８ 

内科・外科系…深川市立病院       ☎２２－１１０１ 
 

 



 

 

 


