
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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沼田町職員（介護職員）を募集します 

■募集内容     介護職員  １名 

■応募資格     介護福祉士資格を有する方 

■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最終学校の成績証明書、又は現時点の成績証明書 

③資格を証明するもの 

■勤務場所     沼田町特別養護老人ホーム 旭寿園 

■休暇・勤務時間・給与   

地方公務員法及び沼田町各条例規程による 

■選考方法     書類選考後、作文・面接試験 

■試 験 日      平成２９年１０月予定（別途通知） 

■採用予定年月日  平成２９年１１月 １日 

■応募期限     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  

総務財政課 担当：一戸 ☎３５－２１１１ 

子どもの食育について考える講演会です。講演内容は、小・中学校で「弁当の日」を設定し、

生徒が自ら献立、買い物、調理、弁当詰め、片づけまで行うことで、食べることや農業の大切

さについて学ぶきっかけ作りを行っている全国の活動を紹介するものです。 

ご家族でお誘い合わせの上、ご来場ください。 

 

■テーマ  子どもを台所に立たせよう～「くらしの時間」を家庭に～ 

■講 師  子どもが作る「弁当の日」提唱者  竹下和男氏 

■日 時  平成２９年９月１７日（日）１３：００（１２：３０開場） 

■場 所  プラザホテル板倉（深川市 3 条 6 番 7 号） 

■入場料  無料 

■定 員  １００名（当日、受付順） 

■お問合せ 北空知圏地場産業農産物利活用協議会 

      （北空知圏学校給食センター内） ☎２３－５５３３ 

子どもが作る「弁当の日」 竹下和男氏 講演会 

■募集人員  １名 

■業務内容  沼田町暮らしの安心センター内において、主に「カフェ」の調理業務及び「ラ 

イブラリー」（寄贈本）の受付貸出業務など。 

※詳しい業務内容は、下記までお問合せください。 

■応募資格  ①４０歳未満で健康な方 

       ②調理が得意な方、カフェ業務の経験のある方 

       ③初歩的なパソコン操作ができる方 

■応募方法  履歴書（市販の物で可・写真添付）を下記まで郵送又は持参してください。 

■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） 

■勤務時間  １０：００～１６：００（カフェ営業時間）  

開閉店準備も含め１日あたり６～７時間勤務 

週に４日間（平日３日＋土曜１日）を基本とし、月１６日間程度 

■任用期間  平成２９年１０月１日～平成３０年３月３１日（雇用期間更新あり） 

■賃  金  時間給  ８０６円 

■社会保険等 社会保険、雇用保険等 

■勤務場所  沼田町暮らしの安心センター 「なかみちカフェ」 

■応募期限  平成２９年９月４日（月）必着 

■応募先・お問合せ 

       〒078-2202 沼田町南１条３丁目６番５３号 

       保健福祉課あんしんセンター準備室 担当：赤井  ☎３５－２１５５ 

暮らしの安心センター 臨時職員（カフェ業務）を募集します 
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沼田町ヤング世代移住促進家賃助成事業 町有地（本通６丁目）の販売について 

本町への移住促進を図ることを目的として、町外からの転入により本町で生活する若者世

代、並びに前居住地に関係なく結婚を機に本町で新たな生活をスタートする新婚世帯を対象と

して、新たに居住することとなる賃貸住宅の家賃の一部を助成しています。 

 

【対象者】 

 ①転入世帯～平成２９年３月１８日以降に転入した方のうち、４０歳未満の方が賃貸住宅に 

入居した世帯（夫婦世帯の場合はどちらかが４０歳未満である世帯） 

 ②新婚世帯～申請日以前１年間に婚姻届を提出している世帯であって、夫又は妻のいずれか 

が申請時点において４０歳未満の世帯 

【対象要件】 

①町内にある賃貸住宅の所有者との間に賃貸借契約を締結し、世帯全員が当該賃貸住宅の住 

所地に住民登録を行い、現に居住していること 

②月額家賃（自己負担）が３０，０００円以上の民間賃貸住宅に居住していること（住宅手 

当を受けている場合は、手当控除後の月額家賃とする） 

③世帯に公務員（国家公務員、地方公務員）が含まれていないこと 

④世帯全員が町税並びに公共料金等を滞納していないこと 

⑤賃貸住宅に住所を有した日以後３年以上沼田町に住む意思があること 

【対象経費】 

一戸建て住宅又は共同住宅にかかる家賃（共益費、駐車場使用料並びに冬期間の除雪費を除く）

※対象外：公営住宅、官舎、並びに３親等以内の親族が所有する住宅 

【助成額及び助成期間】 

①助成額は、賃貸借契約に定められた賃借料の月額２０％（千円未満切り捨て） 

②助成期間は、交付申請のあった日の属する月の翌月から１年間 

【申請に必要なもの】 

・印 鑑 

 ・賃貸契約書の写し 

・住民票謄本 

・戸籍謄本（新婚世帯のみ） 

・勤務先からの住宅手当等の額を証明する書類（様式第２号） 

・誓約書兼同意書（様式第３号） 

 ※上記、様式第２号・３号は移住定住応援室にございますので、下記までお問合せ下さい。 

 

■お問合せ 住民生活課 移住定住応援室 ☎３５－２１１５ 

町では、移住定住の促進のため現在未利用となっている町有地（本通６丁目）を販売いたし
ます。 
 

■販売物件 所 在 地 沼田町本通６丁目７８番地の１・８０番地の５ 

      販売面積 約５０５㎡（２筆合計） 

      販売価格 約１,９２１千円 

■応募資格 ①自らが入居する住宅用地として使用するもので、土地購入後３年以内に住宅を 

建設するもの      

②下記のいずれにも該当しない者 

       ・成年被後見人又は被保佐人 

       ・破産者で復権を得ない者 

       ・未成年者      

・「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）」 

第２条第２号及び第６号に該当する者等 

・現住所地において市町村民税等の滞納がある者 

■応募締切 平成２９年９月２９日（金） 

■販売価格等の決定   

販売面積・価格については、町で用地測量を行った後に正式決定します。 

■申請方法 町の「譲渡申請書」に納税証明書等関係書類を添えて申請下さい。 

■応募者複数の場合   

応募者が複数の場合は、現在のお住まいの状況や家族構成等を総合的に判断して 

決定します。 

■費用負担 ・用地測量に係る経費は町が負担 

・売買物件に係る契約及び登記費用は購入者の負担 

      ・整地など購入後に発生する一切の経費は購入者の負担 

■その他  本販売物件は、沼田町の「住んで快適暮らして満足移住定住応援奨励金」の交付 

対象です。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
■申込み・お問合せ   

総務財政課 財務グループ ☎３５－２１１１ 
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■自衛官候補生（男女） 

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

 受付期間 年間を通じて行っております ※女子については採用予定数に達した場合、試 

験を実施しない場合があります 

 試験期日 １０月２０日（金）・２１日（土）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（火）～9 月２９日（金） 

 試験期日 第１次試験：１１月４日（土）・５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（火）～9 月２９日（金） 

 試験期日 第 1 次試験：１０月１４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２９日（金） 

 試験期日 第 1 次試験：１０月２８日（土）・２９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 



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。 

「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、下記まで

ご連絡をお願いします。 

■お問合せ 総務財政課 広報情報グループ ☎３５－２１１１ 

 

◆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 

◆９月 ３日（日） 
歯   科   系…ぬまくら歯科（深川市）      ☎２２－５６１５ 
内科・外科系…深川市立病院              ☎２２－１１０１ 

◆９月１０日（日） 
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 
 

日曜・祝日当番医のお知らせ 

８月２４日から９月９日までの行事予定 

行事名            時 間    場 所 

８月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 

  ２８日（月） 脳トレ教室          １０：００～ ふれあい 

  ３１日（木） NHK すずらん記念 PG 大会     ９：３０～ 町民パークゴルフ場 

スポーツクラブ定期利用    １９：００～ 町民体育館 

９月 １日（金） 雪合戦教室          １９：００～ 町民体育館 

３日（日） 沼田町敬老会         １１：００～ 町民会館 

   ７日（木） スポーツクラブ定期利用    １９：００～ 町民体育館 

８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 

   ９日（土） 沼田中学校文化祭        ８：４５～ 沼田中学校 

 


