
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。 

※不在となる時間帯もあります。 
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臨時事務員を募集します 

沼田町職員（保健師）を募集します 

■募集人員  １名 
■業務内容  町の各種保健事業、及び相談支援業務全般 
■応募資格  ①保健師国家資格を取得済み、又は平成３０年３月３１日までに取得見込みで健 

康な方 
②採用時４５歳くらいまでの方 
③地方公務員法第１６条の欠格条項に該当しない方 

■応募方法  下記の書類を、郵送または持参してください 
①履歴書（市販の物で可・写真添付） 
②最終学校の卒業証明書、または卒業見込み証明書 
③最終学校の成績証明書、又は現時点の成績証明書 
④保健師資格を取得済みの方は、それを証明できる書類の写し 
⑤健康診断書（任意様式） 

■勤務時間  ８：４５～１７：１５（休憩時間１２：１５～１３：００） 
一日あたり７時間４５分勤務 

■採 用 日   平成３０年４月１日 
■基 本 給   行政職給料表による 

※前職等による加算あり 各種手当制度あり 
■福利厚生  沼田町条例、規則等による 
■勤務場所  保健福祉課 
■選考方法  書類審査、小論文、面接（面接日は追って通知します） 
■応募期間  平成２９年９月２９日（金）必着 
■応募先・お問合せ 
       〒078-2202 沼田町南１条３丁目６番５３号  

保健福祉課 担当：黒田、西尾 ☎３５－２１２０ 

■募集人員  １名 
■業務内容  各種保健事業事務作業全般 
■応募資格  初歩的なパソコンの操作が出来る健康な方 
■応募方法  履歴書（市販の物で可・写真添付）を下記まで郵送または持参してください 
■勤務時間  ８：４５～１７：１５（休憩時間１２：００～１３：００） 

一日あたり７時間３０分勤務 月２０日間程度  
※勤務時間及び日数に関しては相談に応じます 

■任用期間  平成２９年９月１日～９月３０日（更新あり） 
■賃  金  日給６，２５０円（社会保険等加入あり） 
■勤務場所  保健福祉課 
■選考方法  履歴書審査及び面接（面接日は追って通知します） 
■応募期限  平成２９年８月１８日（金）必着 
■応募先・お問合せ 
       〒078-2202 沼田町南１条３丁目６番５３号  

保健福祉課 担当：西尾、小木 ☎３５－２１２０ 

■募集人員  １名 
■応募資格  ６５歳未満で健康な方 
■応募方法  履歴書（市販の物で可・写真添付）を下記まで郵送または持参してください 
■選考方法  履歴書審査と面接（面接日は追って通知します） 
■雇用・待遇 
【雇用期間】 平成２９年１０月１日から平成３０年３月３１日まで 

（１ヶ月試用期間あり、雇用期間更新あり） 
【勤務時間】 １７：３０～翌日９：００ 
【勤務日数】 月に１５日程度（社会保険・雇用保険の加入あり） 
【賃  金】 日額  ８，８５０円  
■勤務場所  特別養護老人ホーム旭寿園 
■応募期間  平成２９年８月２５日（金）必着 
■応募先・お問合せ   

〒078-2201 沼田町旭町３丁目５番２５号  
特別養護老人ホーム 旭寿園 担当：森田、林 ☎３５－２６１１   

特別養護老人ホーム 旭寿園 臨時夜警員を募集します 

納税通知書は第１期分と第２期分を併せて８月１０日（木）に発送となります。  
納税は８月と１１月の２回に分けて納めます。（年額が１万円以下の場合は、８月の納期に

全額を納めます。） 年の中途で事業をやめた人は、別に指定した期日までとなります。  
○次のようなときはお問合せください。  
・納税通知書が届かないとき 
・やむを得ず納期限までに一括納付が困難なとき  
・口座振替納税をするとき  
■お問合せ 空知総合振興局 深川道税事務所  ☎２３－３５７８ 

８月３１日は、個人事業税第 1期分の納期限です 



                                                    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

今まで 

沼田町がんばる高校生応援手当の申請受付中です！ 

第４４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４４回沼田町敬老会』を開催します。 
対象となる皆様には、お住まいの地域の行政区長を通じて『出席』又は『欠席』の確認と『バ

ス利用の有無』を確認させていただきます。 
 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２９年９月３日（日）１１：００～ 
■会  場  沼田町民会館 講堂 
■そ の 他  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 
■対象者となる年齢要件  

平成２９年１２月３１日までに７５歳以上になる方が対象です 
（昭和１７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 ＦＡＸ３６－２００５ 
 

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、町営バスの停留所です。 

現在、「沼田町がんばる高校生応援手当」の申請を受け付けておりますので、対象となる方で
まだ申請手続きをされていない方がおりましたら、お早めにお願いいたします。 
  
■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） 

■申請場所  住民生活課移住定住応援室（役場１階） 
      （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。 

■申請期日  平成２９年８月１８日（金）まで 
■お問合せ  住民生活課 移住定住応援室 ☎３５－２１１５ 

北方領土返還要求運動強調月間です 
～皆様のご協力をお願いします～ 

毎年８月を北方領土返還要求運動強調月間として、全道各地で署名 

やパネル展など返還要求運動に関係する催しが開催されています。本 

町においても、８月１日から３１日までの期間、健康福祉総合センタ 

ー１階ラウンジにおいて署名コーナーを設置しますので、町民の皆さ 

んのご協力をお願いします。 

 

■お問合せ 総務財政課 総務グループ ☎３５－２１１１ 

  
北方領土返還要求運動の 

シンボルの花「千島桜」 

移動献血車が来町します 

旭川赤十字血液センターの移動献血車が来町します。 

 病気やけがなどで輸血を必要としている患者さんの尊い生命を救うため、皆様のご理解とご

協力をお願いします。 

■日  時 平成２９年８月３０日（水）１０：００～１６：３０ 

■実施場所 

① 沼田町養護老人ホーム和風園 １０：００～１１：００ 

      ② 沼田弾薬支処        １１：１０～１２：２０ 

      ③ まちなかほっとタウン    １３：３０～１４：１５ 

       （旧北いぶき農協沼田支所） 

      ④ 沼田町役場         １４：２５～１６：３０ 

■お問合せ 保健福祉課 福祉グループ ☎３５－２１２０ 



 

 

国立北海道障害者職業能力開発校  

平成３０年度入校前適正相談の実施について 
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沼田町不妊治療費助成事業についてのお知らせ 

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（応募希望者）の入校前適正相談を
実施します。 

 
■実施期間 

平成３０年３月２日まで 
 詳しくは最寄りの公共職業安定所までお問合せください。 

■お問合せ  
・ハローワーク深川 ☎２３－２１４８ 
・北海道障害者職業能力開発校（砂川市焼山６０番地）☎０１２５－５２－２７７４ 

「北・ほっかいどう総合カウンセリング支援センター」からのお知らせ 

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、犯罪被害者・性被

害者・交通事故等に遭われた方、及びそのご家族の方の電話相談や面接相談、生活支援や法テ

ラスの紹介などを行っております。 

電話相談は、犯罪被害者相談員等が専用電話で受け付け、「胸の内を聴いてほしい」「被害後

の捜査や裁判までの流れを知りたい」などの相談に無料で応じています。相談を希望される場

合は、次の専門電話にご連絡ください。 

 

■被害者相談 

・電話相談 月・火・木・金曜日（祝日は除く） １０：００～１５：００まで 

☎０１６６－２４－１９００ 

 

■心の悩み相談 

・電話相談 火・木曜日（祝日は除く） １０：００～１５：００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 

■一般不妊治療費助成（タイミング法・薬物療法・人工授精など） 

医師が必要と認めた一般不妊治療にかかる医療費の本人負担額が対象です。 

※平成２９年４月１日以降に受けた治療が対象です。 

【助成の内容】 

治療回数に関わらず年１回分、通算３年間、一般不妊治療に要した費用（本人負担額）の 

２分の１の金額を助成します。（助成額の上限１０万円） 

 

■特定不妊治療費助成（体外受精・顕微授精） 

  「北海道特定不妊治療費助成事業」の助成を受けた方が対象です。 

【助成の内容】 

   特定不妊治療に要した費用（＝A）から北海道特定不妊治療費助成金（＝B）を控除した 

額（A－B）の９割。（１回分の助成額の上限１５万円） ※助成の回数制限はありません 

 

 

 

 

 

 

■お問合せ 保健福祉課 健康グループ ☎３５－２１２０ 

※北海道特定不妊治療費助成事業の詳細は、下記までお問合せください。 

深川保健所（☎２２－１４２１） 

北海道保健福祉部子ども未来推進局子育て支援グループ（☎０１１－２３１－４１１１） 

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  平成２９年８月２８日（月）１３：００～１５：００ 
■ 場 所  沼田町健康福祉総合センター「ふれあい」１階相談室 
■ 相 談 員  人権擁護委員・民生委員 
■ そ の 他  当日は、電話相談も受付けます。 
■ 主 催  沼田町人権擁護活動推進会 
■ お問合せ   保健福祉課 福祉グループ ☎３５－２１２０ 

北海道深川保健所      ☎２２－１４２１ 

「人権心配ごと相談所」を開設します 

 
 

                                            
    
      

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/ 

 



平成２９年度甲種防火管理新規講習について 

■講習種別 
甲種防火管理新規講習 

■講習日時 
平成２９年９月１４日（木）・１５日（金）の２日間 

  １日目 ９：００～１６：００ 
  ２日目 ９：００～１４：００ 

※受付は両日とも８：５５まで 
■講習場所 

深川消防総合庁舎 ３階講堂 
  深川市８条１０番２０号 
■申込方法 

防火管理に関する講習会受講申込書（様式第８号の１の１）に必要事項を記入し、消防組
合管内の消防署又は支署の予防係に提出し申込みして下さい。申込時に受講票をお渡ししま
す。なお、支署に提出の場合は、受講票のお渡しは後日となります。 
郵送による受付もいたしますが、受講票発送のため８２円切手を貼った返信用封筒を同封

し申込み下さい。なお、郵送の場合の送付先は深川消防署予防課予防係となっております。 
■申込期間 

平成２９年８月１４日（月）から平成２９年８月３１日（木） 
■受講料 

３，５００円 ※講習初日の受付時に納入して頂きますので、なるべく釣銭のないように 
ご持参願います。なお、納付された受講料は返還できませんのでご承知お
き下さい。 

■その他 
・講習当日は、受講票、筆記用具、印鑑をご持参下さい。印鑑は修了証交付時に使用します。 
・遅刻、途中退席等された場合は修了証の交付は出来ません。 
・受講中、携帯電話の使用は認めません。 
・車でお越しの方は、職員の指示に従い駐車するようお願いします。なお、駐車場内での事
故等には一切責任を負いませんのでご承知おき下さい。 

・不明な点はお近くの消防署又は支署予防係へお問合せ下さい。 
・防火管理者の選任にあっては、防火管理上必要な業務を適正に遂行することのできる管理 
的又は監督的地位にある者を努めて選任するよう指導しています。 

 
■申込・お問合せ 

深川消防署予防課予防係 

≪郵送受付はこちらまで≫ 

〒074-0008 

深川市８条１０番２０号 
☎22-2814 

沼田支署予防係 沼田町南１条３丁目６番４２号 ☎35-2050 

秩父別支署予防係 秩父別町４１０３番地の１ ☎33-3850 

北竜支署予防係 北竜町字和１１番地１ ☎34-2200 

妹背牛支署予防係 妹背牛町字妹背牛４７８番地の４ ☎32-2026 

幌加内支署予防係 幌加内町字平和４６０８番地の７４ ☎0165-35-2246 

 

◆８月 ６日（日） 
歯   科   系…田中歯科医院（芦別市）        ☎０１２４－２２－８７００ 
内科・外科系…深川市立病院              ☎２２－１１０１ 

◆８月１１日（金） 
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…斎藤整形外科医院（深川市）     ☎２３－３７３７ 

◆８月１３日（日） 
歯   科   系…北竜町立歯科診療所          ☎３４－２６５６ 
内科・外科系…深川市立病院               ☎２２－１１０１ 

◆８月２０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 

◆８月２７日（日） 
歯   科   系…杉村歯科医院（滝川市）       ☎０１２５－２４－１３５４ 
内科・外科系…深川市立病院              ☎２２－１１０１ 

日曜・祝日当番医のお知らせ 

８月３日から８月２６日までの行事予定 

行事名            時 間    場 所 

８月 ３日（木）  スポーツクラブ定期利用    １９：００～ 町民体育館 

４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 

５日（土） 消防ちびっこ広場       １３：３０～ 役場前 

７日（月） のぞみ会           １３：００～ ふれあい 

８日（火） 高齢者サロン         １０：００～ 旭町コミセン 

９日（水） ジョギング教室        １８：３０～ ゆめっくる 

１０日（木） スポーツクラブ定期利用    １０：００～ 町民体育館 

１１日（金） 雪合戦教室          １９：００～ 町民体育館 

１５日（火） 定例行政相談         １３：００～ 町民会館 

１７日（木） スポーツクラブ定期利用    １９：００～ 町民体育館 

  １８日（金） 雪合戦教室          １９：００～ 町民体育館 

  １９日（土） 教育長争奪パークゴルフ大会  １７：００～ 町民パークゴルフ場 

２２日（火） 高齢者サロン         １０：００～ 緑町コミセン 

  ２３日（水） ジョギング教室        １８：００～ ゆめっくる 

２４日（木） 夜高あんどん祭り前夜祭    １８：００～ 役場前 

２５日（金） 第 41回夜高あんどん祭り 

  ２６日（土） 第 41回夜高あんどん祭り 


