
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。 
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社会福祉協議会職員募集について 

平成２８年度自衛官等募集案内 

■募集内容  デイサービスセンター管理者又は管理者補佐 １名 

■応募資格  下記の要件を全て満たす方 

①社会福祉士、介護支援専門員、社会福祉主事、看護師、介護福祉士のいずれ 

かの資格がある方 

②3 年以上の社会福祉施設勤務経験のある方 

③普通自動車運転免許所持（大型車尚可） 

■採用・待遇 ・採用年月日 平成２９年４月１日 

       ・身  分  本会正職員 

       ・勤務場所  沼田町デイサービスセンター 

       ・勤務時間  ８：４５～１７：１５ 

       ・休  日  週休２日（日曜日は休日、日曜以外はシフト制） 

       ・給  与  沼田町社会福祉協議会給与規程による 

   ・手  当  期末・勤勉手当、資格手当寒冷地手当、扶養手当 

住宅手当、通勤手当、役職手当 

       ・保 険 等   社会保険、厚生年金、雇用保険 

■応募期限  平成２９年１月３１日（火）       

■応募方法  履歴書・資格証（写）を提出または郵送して下さい。   

■応募・お問合せ 

〒078-2202 沼田町南 1 条 3 丁目 6 番 53 号 

       沼田町社会福祉協議会 ☎３５－１９９８ 

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す世帯に、国の交付金を活用し住居費や引越しにかかる費用の

一部を助成することにより、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 

③平成２８年１月１日から平成２９年３月３１日までの間に住居取得及び引越しされる(され 

た)世帯 

【対象経費】 

①住居費（住宅の購入費・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 

【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） 

 ・住宅手当支給証明書（住居費に充てる場合） 

・引越しに係る領収書（引越し費用に充てる場合） 

 

※申請手続きや詳しい制度内容をお聞きになりたい方は、住民生活課 移住定住応援室までご 

連絡下さい。☎３５－２１１５ 

■自衛官候補生（男子） 

 資 格 日本国籍を有し、採用予定月の 1 日現在 18 歳以上 27 歳未満の男子 

 受付期間 現在受付中（受付締切 平成２９年１月２３日） 

 試験期日 平成２９年１月２７日（金）・２８日（土） 

 試験会場 陸上自衛隊旭川駐屯地（旭川市春光町）または、自衛隊旭川地方協力本部 

 

■防衛大学校学生一般（後期） 

 資  格 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・ 

見込み含む） 

 受付期間 平成２９年１月２１日（土）～１月２７日（金） 

 試験期日 第１次試験：平成２９年２月１８日（土） 

 試験会場 防衛大学校(神奈川県横須賀市) 

 

■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 



                                                    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

  

今まで 

「ニッポン一億総活躍プラン」（平成 28 年 6 月 2 日閣議決定）において、65 歳以降の継続雇
用延長や 65 歳までの定年延長を行う企業等に対する支援として「65 歳超雇用推進助成金」が
創設されました。65 歳以上への定年引上げ等の導入を検討している企業は、是非この制度をご
活用ください。 
 
○概要 
  平成 28 年 10 月 19 日以降に労働協約又は就業規則に以下の制度を規定し、制度を実施し 
た場合に助成(1 事業主につき 1 回限り) 

 
 
 
 
 
 
 

 
※①～④の複数の制度を合わせて導入した場合は最も高い額のみ支給 

 
■ご相談・申請等 独立行政法人 高齢・障害・求職者支援機構 北海道支部 

☎０１１－６２２－３３５１ 

 

平成２８年６月末に後期高齢者医療保険の被保険者の皆様へお配りした、特別ご優待券（温泉

入浴券）の有効期限は平成２９年１月３１日までとなっております。 

有効期限後は使用できませんので、お早めにご利用下さい。 

なお、今年の４月に配布された緑色の町民優待券とはご利用期間が異なるため、お間違えのな

いようご注意してください。 

 

  

 

 

 

 

 

※今回有効期限切れとなる券はりんどう色（薄紫色）の特別ご優待券です。 

■お問合せ 保健福祉課 保険グループ ☎３５－２１２０ 

北海道立旭川高等技術専門学院では、平成２９年度介護アシスト科の学生を募集しています。 
 詳しくは、北海道立旭川高等技術専門学院、旭川公共職業安定所（専門援助部門）、又は最寄
りの公共職業安定所までお問合せください。 
 
■受講対象者  公共職業安定所に求職申込を行っている知的障がい者であって、受講推薦、

受講指示または支援指示を受けた方。 
■募集期間   平成２９年１月２０日（金）まで 
■訓練期間   平成２９年４月～平成３０年３月 １年間 
■選 考 日    平成２９年２月２日（木） 
■訓練内容   介護に関する知識・技能を学び、介護員としての就職を目指します。（介護職

員初任者研修受講） 
■訓練実施場所 北海道立旭川高等技術専門学院 
■お問合せ  ・北海道立旭川高等技術専門学院（能力開発総合センター） 

URL  http://www.pref.hokkaido.lg.jp/kz/ahs/ 
☎０１６６－６５－６２２０ 

       ・旭川公共職業安定所（専門援助部門） 
☎０１６６－５１－０１７６ 

・ハローワーク深川 ☎２３－２１４８ 

平成２９年度介護アシスト科の学生募集について 
-北海道立旭川高等技術専門学院-  

平成２９年度訓練生の追加募集について 
-国立北海道障害者職業能力開発校-  

国立北海道障害者職業能力開発校では、求職中の障がい者の訓練生（訓練期間１年又は２年
間）を追加募集しています。 
 詳しくは、国立北海道障害者職業能力開発校、又は最寄りの公共職業安定所までお問合せく
ださい。 
■対 象 者 

訓練科名 定員 訓練期間 対象者（学歴別） 対象者（障がいの状況別） 

総合ビジネス科 ２０ １年 

高卒以上の方 
身体障がいのある方 
精神障がいのある方 
発達障がいのある方 

建築デザイン科 ２０ １年 

プログラム設計科 ２０ ２年 

ＣＡＤ機械科 １０ ２年 

総合実務科 ２０ １年 中卒以上の方 知的障がいのある方 

 ・職業的自立が見込まれる方で、就労意思のある方。 
 ・就労に必要な知識、技能を習得する意思のある方。 
 ・障がいの症状が固定（障がいが安定しており継続して訓練が可能な状態）している方で、

集団生活が可能な方（介護支援がある場合はご相談ください）。 
 
■受付期間 平成２９年１月２０日(金)まで 
■選 考 日 平成２９年２月６日(月) 
■お問合せ ・北海道障害者職業能力開発校（砂川市焼山６０番地） 

☎０１２５－５２－２７７４ 
・ハローワーク深川 ☎２３－２１４８ 

  

 内      容 助成額 

① 65 歳への定年引上げ 100 万円 

② 66 歳以上への定年引上げ又は定年の定めの停止 120 万円 

③ 希望者全員を 66～69 歳まで継続雇用する制度の導入 60 万円 

④ 希望者全員を 70 歳以上まで継続雇用する制度の導入 80 万円 

 

 

 

後期高齢者の皆様へ 
～ほろしん温泉特別ご優待券の有効期限が迫っています～ 

後期高齢者医療被保険者用と

記載されている券が平成２９年

１月３１日までの有効期限と

なっております。 

65歳以降の定年の引き上げや継続雇用制度の導入を検討している事業主の皆様へ 

６５歳超雇用推進助成金のご案内 



 

    

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

雪の降る季節を迎えました。降雪・積雪による事故や被害を未然に防ぐため、今から次の事項

に注意するよう心がけましょう。 

 

■屋根の雪下しをする際は！ 

○複数で実施！   ⇒ １人で行う場合は家族や近所に必ず声をかけましょう 。 

○すべり止め！   ⇒ 靴やはしごにすべり止めをつける等の工夫を。 

○周囲も確認！   ⇒ 下を歩く通行人や子供などに注意しましょう。 

○命綱をつけて！   ⇒ 面倒でも、転落防止のために命綱をつけましょう。 

○携帯電話を持参！ ⇒ 作業のときは携帯電話を持参しましょう。 

 

■除雪機を使用する際は！ 

○服装に注意！   ⇒ 機械に巻き込まれないように注意しましょう。 

○エンジンに注意！ ⇒ 雪詰まり時などは、必ずエンジンを停止してから取り除きましょう。 

○周囲も確認！   ⇒ 通行人や車など、周囲を確認して行いましょう。 

 

～気を付けて！冬道運転～ 

 雪道はすべりやすくなります。運転には次のことを心がけましょう。 

○夏場より減速！  ⇒ 夏場に比べて１０キロ以上スピードダウンを。 

○車間距離を十分に！⇒ 走行中は十分な車間距離を。 

○追い越し注意！  ⇒ 無理な追い越しは絶対しない！ 

○「急」はダメ！  ⇒ 急加速・急ハンドル・急ブレーキなど「急」の付く操作は危険です。 

 ※暴風雪などが予想されるときは、外出をひかえましょう。また、普段からテレビなどで天気

予報のチェックをしておきましょう。 

 

■お問合せ 総務財政課 総務グループ  ☎３５―２１１１ 

今まで 

冬休みが始まります！ 規則正しい生活をしましょう！ 

沼田小学校、沼田中学校は、１２月２３日（金）～１月１６日（月）まで冬休み期間です。 
こども園は、１２月３０日（金）～１月５日（木）までが、休園日です。 

 小・中学校の外出時間は下記の通りとなっており、それ以降は保護者が同伴することになっ
ていますが、カラオケボックス・ゲームセンター・インターネットカフェなどは、保護者同伴
であっても深夜の入場は禁止されています。 
 この時期は雪も多く見通しの悪い所がたくさんあり、交通事故や落雪事故が予想されること
から、ご家庭や地域のみなさんで子ども達が事故にあわないよう注意や指導をお願いいたしま
す。 
また、お年玉などで子どもが多額の現金を持ち歩くことが考えられますが、保護者からお金

の大切さや使い方などのご指導をお願いいたします。 
 子ども達の楽しい冬休みのため、また健やかな成長のため、町民皆さんの温かいサポートを
お願いいたします。 

 

■外出時間 

・小学校   午後４時まで（暗くなる前に） 

・中学校   午後６時まで 

 

 

 

 

 

■お問合せ 沼田町教育委員会・沼田町生徒指導委員会 ☎３５－２１３２ 

雪による事故・被害に注意しましょう 

平成 28年度臨時福祉給付金及び年金生活者等支援臨時 

福祉給付金（障害・遺族基礎年金受給者向け）の 

申請手続きをお忘れではありませんか？ 

発行：沼田町役場 編集：総務財政課広報情報グル－プ 電話：0164-35-2111 
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沼田町では、標記交付金の「支給対象となる可能性のある世帯」に給付金申請書（請求書）

を送付しています。 

 

☆支給対象者：平成 28 年度分の町民税が課税されない方 

※ただし、町民税が課税されている方の扶養親族及び生活保護の受給者は支給対象外となりま

す。 

手続きは、平成２９年１月１６日（月）までに役場保健福祉課 福祉グループ窓口に申請書

に関係書類を添えて提出してください。 

 

 

 

■お問合せ 保健福祉課 福祉グループ ☎３５－２１２０ 

16 歳未満のカラオケボックス入場は、小中学生のみでは禁止（保護者同伴の場合は午後 6

時まで）と、日本カラオケボックス連合会の自主規制基準が定められています。 

保護者の皆様のご理解、ご協力をお願いいたします。 

◎申請書等が届いていない方でも、給付金の支給対象者となる場合もありますので、お問合

せ下さい。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

今まで 

平成２８年度狩猟免許試験等の実施について 

○11 月下旬から 12 月上旬にかけて、北空知管内（深川市、妹背牛町、秩父別町、北竜町、沼 

田町）で流行性耳下腺炎【おたふくかぜ】の患者が急増しました。おたふくかぜは、感染して 

から発症するまで 2～3 週間の潜伏期間があるため、12 月中旬～下旬にかけて感染拡大する可 

能性があります。下記の点に注意して、予防に努めて下さい。 

 

感染経路 

おたふくかぜ患者のウィルスの接触、及び飛沫感染（患者の咳やくしゃみに

含まれるウィルスを直接吸い込む等で感染します。）※人から人へ強い感染力

があります。 

症  状  

①耳下腺の腫れと痛み：感染 2～3 週後に現れ、3～10 日間持続。 

②38℃前後の発熱：数日間続き、成人の場合は 1 週間程度持続。 

③重症化の危険性：髄膜炎を合併し、難聴などの後遺症が残る場合があります。 

予防方法 

①不必要な外出や人ごみを避ける。 

②外出時のマスク着用、帰宅後の手洗いを徹底する。 

※感染力が強いため、患者と接触した場合は有効な予防策がありません。 

感染した 

場 合 

①耳下腺の腫れや痛みがある場合、早めに医療機関を受診しましょう。 

②医療機関受付で、おたふくかぜの可能性があることを申し出ましょう。 

③栄養、睡眠、保温、水分摂取にこころがけ、こども園や学校、仕事は休みま

しょう。登園、登校、出勤すると感染を拡げるだけでなく、治りにくく重症化

もします。 

④集団生活に戻るのは耳下腺の腫れが引いてからです。必ず主治医に相談しま

しょう。 

 

○当町では、おたふくかぜワクチン接種を全額助成しております。予防接種法で定められてい 

る「定期予防接種（市町村が主体となって実施）」ではありませんので、接種は保護者の判断 

の上でお願いいたします。 

 

おたふくかぜワクチン接種 費用助成について（任意予防接種助成事業） 

対 象 
当町在住の 1 歳～就学前の幼児（1 歳の誕生日から 6 歳の誕生日を迎える

年度の 3 月 31 日まで） 

方 法 

上記対象児が、指定の医療機関でおたふくかぜワクチンを接種した場合、そ

の費用が全額助成されます。医療機関会計窓口での支払いはありません。 

受診の際は、健康保険証と母子健康手帳をご持参ください。 

 ○深川市立病院（小児科） 深川市６条６番１号 ☎22-1101 

 ○津田こどもクリニック  深川市５条９番６号 ☎34-5311 

※診療時間などは、電話等でご確認願います。 

※症状はないが、既におたふくかぜに感染している状態の時にワクチン接種し

た場合、その発症予防の効果はありません。 

 

■お問合せ 保健福祉課 健康グループ ☎３５－２１２０ 

 

流行性耳下腺炎（おたふくかぜ）が 

流行する可能性があります！ 

巡回無料法律相談会のお知らせ 

【狩猟試験予備講習】 

■日 時  平成２９年１月２９日(日) ９：００～１６：３０ 

■会 場  旭川市民生活館 住所：旭川市緑町１５丁目 

■受講料  ・第１種、第２種 ７，５００円(テキスト代込み) 

・網 ５，０００円 ・わな ５，０００円 

・第１種または第２種と同時に網、わなを受講 １０，０００円 

■受付期間  平成２８年１２月２０日～平成２９年１月２０日 

 

【狩猟試験】 

■日 時  平成２９年２月５日(日) ９：００～ 

■会 場  上川合同庁舎（上川総合振興局） 住所：旭川市永山６条１９丁目 

■受験料  ・申請手数料  ５，２００円 ※一部免除者 ３，９００円 

      ・医師の診断書 ４，０００円 

※平成２８年度最後の試験開催となります。 

◎沼田町有害鳥獣対策委員会では、試験受験に係る経費の助成をしております。 

 受験希望の方は下記までお問合せください。 

 

■お問合せ 農業商工課 農業振興グループ ☎３５－２１１４ 

 

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。 
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身に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。 
 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。 
  
○平成２９年１月の相談会の日程 
日   時  平成２９年１月１８日（水）１３：００ から１６：００ 
場   所  秩父別町役場 
相 談 料  無料です 

■ご予約・お問合せ 秩父別町役場 総務課 総務グループ ☎３３－２１１１ 
  
日   時  平成２９年１月２６日（木）１３：００ から１６：００ 
場   所  雨竜町ふれあいセンター 
相 談 料  無料です 

■ご予約・お問合せ 雨竜町役場 総務課 ☎０１２５－７７－２２１１ 
 
※予約がない場合でも相談は受けられますが、予約された方が優先となりますので、ご了承くだ
さい。 



「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。※利用者の方で機種を変更した場合やメールアドレスが変わった場合、

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 ☎３５－２１１１ 

町立沼田厚生クリニック（☎３５－２３２１）は 12 月 29 日～1 月 3 日まで休診、1 月 4 日

から通常診療致します。 

 

1．年末年始休暇中の当番医は、内科・外科系いずれも深川市立病院になります。 
 
 
 
2．受診前にかならず電話にて、住所、氏名、年齢、症状等を連絡してください。 
3．電話をかける時間帯によって番号が異なります。 

① ８：３０～１７：００ → ☎２２－１１０１ 深川市立病院 
②１７：００～ ８：３０ → ☎２２－４１００ 夜間急病テレホンセンター 

（深川市立病院内） 
4．小児科を受診したい場合… 
（1）旭川市の小児救急医療体制（旭川市内の小児科開業医による輪番）を利用できますが、時 

間帯によって受診できる医療機関が異なります。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（２）上記（1）以外に、地理的な観点から滝川市立病院や砂川市立病院、旭川市内の救急告示 

病院を受診する方法もありますが、あらかじめ電話をかけて、小児科医師による 
診察が可能かどうかご確認願います。 

  
■お問合せ 保健福祉課 健康グループ ☎３５－２１２０ 

受 診 時 間 受 診 先 

午前 9 時～午後 6 時 

①旭川市医師会ホームページにて、受診可能な医療機関を確認 

⇒http://asamed.jp/toubanin/ ※毎朝 8 時に発表されます。 

②ホームページで確認できない場合、「北海道救急医療情報案内

センター」へ電話でお問合せできます。 

 一般電話からは ☎0120-20-8699 

 携帯電話･PHS からは ☎（011）221-8699 

午後 6 時～午後 10 時 
市立旭川病院の小児科夜間急病外来 

 旭川市金星町 1 丁目 1 番 65 号 ☎(0166)24-3181 

午後 10 時～翌朝 8 時 
旭川市夜間急病センター 

 旭川市金星町 1 丁目 1 番 50 号 ☎(0166)25-0287 
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年末年始における医療機関の受診について 

１２月２９日(木)～１月３日(火)の当番医：深川市立病院（深川市６条６番１号） 

◆歯科系 
１２月３０日…杉澤歯科クリニック（妹背牛町） ☎３２－２８３２ 
１２月３１日…中神歯科医院          ☎３５－２４５６ 
１月 １日…たなか歯科医院（深川市）    ☎２３－５５４５ 
１月 ２日…定岡歯科医院（妹背牛町）    ☎３２－４１１８ 
１月 ３日…船山歯科医院          ☎２３－２２５５ 

 
日曜・祝日 

♦１２月２３日（金） 
歯   科  系…さいとう歯科（雨竜町）   ☎０１２５－７７－２０８８ 
内科・外科系…深川市立病院        ☎２２－１１０１ 

 
♦１２月２５日（日） 

歯   科  系…中神歯科医院        ☎３５－２４５６ 
内科・外科系…深川市立病院        ☎２２－１１０１ 

 
♦ １月 ８日（日） 

歯   科  系…みやこし歯科診療所（滝川市）☎（０１２５）７５－５３３０ 
内科・外科系…深川市立病院        ☎２２－１１０１ 

 
♦ １月 ９日（月） 

歯   科  系…深川第一病院歯科口腔外科  ☎２３－３５１６ 
内科・外科系…深川市立病院        ☎２２－１１０１ 

 
♦ １月 １５日（日） 

歯   科  系…西尾歯科医院（滝川市）   ☎（０１２５）２３－４８１６ 
内科・外科系…北海道中央病院       ☎２２－２１３５ 

 
♦ １月２２日（日） 

歯   科  系…しらかば歯科（新十津川町） ☎（０１２５）７６－４１８１ 
内科・外科系…深川第一病院        ☎２３－３５１１ 

 
♦ 1 月２９日（日） 
  歯   科  系…アヒコ歯科医院（滝川市）  ☎（０１２５）２４－８７１１ 

内科・外科系…深川市立病院        ☎２２－１１０１ 
 

日曜・祝日・年末年始の当番医のお知らせ 



 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
 

                                            
    

      

沼田町教育委員会ブログ 検 索 

各種事業の取組や、お知らせなどを掲載して 
います。どうぞご覧ください。 

 

スマホは 

QRコードから 

 

 

教育委員会ブログ 
 

URL http://blog.canpan.info/numakyoui/ 

 

年末年始の各施設の業務日程のご案内 

○ →通常業務   →お休みです  

△ →申込があれば可能です  

 

 
平成２８年１２月 平成２９年１月 

30(金) 31(土) 1(日) 2(月) 3(火) 4(水) 5(木) 6(金) 

役 場 

～12：00       ○ 

※役場の業務については休日中、日直（警備員）が対応致します。緊急等必要に応じ、
職員が対応致します。 

ゆめっくる        
9：00～

17：00 

図 書 館        
9：30～

17：00 

町民会館  
９:00～ 

12：00 
      ○ 

町民体育館        ○ 

高穂スキー場 
10:00～ 

16：00 

10:00～

15：00 
  

10:00～

16：00 

10:00～

16：00 

10:00～

16：00 

10:00～

16：00 

町営バス  

◆幌新線 

○ ○ 
全便 

運休 

1・5便 

運休 

1・5便 

運休 
○ ○ ○ 

◆更新線 

○ ○ 
全便 

運休 

1・5・6 

便運休 

1・5・6 

便運休 
○ ○ ○ 

◆東予線  

全便 

運休 

全便 

運休 

全便 

運休 

全便 

運休 

全便 

運休 

全便 

運休 

全便 

運休 

全便 

運休 

◆北竜線 

○ 
全便 

運休 
全便 

運休 

全便 

運休 

全便 

運休 
○ ○ ○ 

◆予約制バス 

○       ○ 

ゴミ処理場 

◆北空知衛生センター（深川市） 電話 23－3584 

○     ○ ○ ○ 

◆沼田町資源・ごみセンター（役場裏） 

       ○ 

し尿処理         ○ 

火 葬 場 ○ △ △ △ △ △ △ ○ 

  
※火葬場については休日に関係なく、その都度状況に応じて対応いたします。 

※１２月８日発行お知らせ版と異なる箇所がありますのでご注意ください。 

（沼田町資源・ゴミセンターが１月５日通常業務と記載されてましたがお休みです） 

 年末・年始の業務につきましては、下記の通りと

なりますので、ご理解とご協力をお願い致します。 

１２月２３日から１月２７日までの行事予定 

行事名           時 間    場 所 

１２月２３日（金） 雪合戦教室          １９：００～ 町民体育館 

   ２６日（月） 脳トレ教室          １０：００～ ふれあい 

   ３０日（金） 役場仕事納め                役場 

ゆめっくる閉館（～１月５日）        ゆめっくる 

３１日（土） 年越しイベント「温故知新」  ２３：３０～ 沼田神社特設会場 

１月 ６日（金） 雪合戦教室          １９：００～ 町民体育館        

８日（日） 成人式            １４：００～ ゆめっくる 

１０日（火） 沼田消防出初式        １３：３０～ 役場前 

１２日（木） スポーツクラブ定期利用    １９：００～ 町民体育館 

１３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 

１７日（火） 高齢者サロン         １０：００～ 旭町コミセン 

       行政相談           １２：００～ 町民会館 

１９日（木） 食と運動のヘルスアップセミナー １８：３０～ 町民体育館 

       スポーツクラブ定期利用    １９：００～ 町民体育館 

２０日（金） フロアカーリング教室     １０：００～ ふれあい 

       雪合戦教室          １９：００～ 町民体育館 

２３日（月） 脳トレ教室          １０：００～ ふれあい 

２４日（火） 高齢者サロン         １０：００～ 緑町コミセン 

２６日（木） スポーツクラブ定期利用    １９：００～ 町民体育館 

２７日（金） 雪合戦教室          １９：００～ 町民体育館 


