
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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沼田町社会福祉協議会職員（介護職員）募集について 

平成３０年度 沼田町奨学資金貸付奨学生を募集しています 

■募集人員  介護職員 １名 

■応募資格  次のいずれにも該当する方 

・介護福祉士の資格を有する方または介護職員初任者研修受講者 

       ・社会福祉施設（介護施設）での勤務経験がある方 

・普通自動車免許を所持している方 

■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） 

■採用・待遇 ・採用年月日 平成３０年４月１日 

       ・定 年   ６０歳（６５歳まで延長有） 

・身 分   沼田町社会福祉協議会職員 

・勤務場所  沼田町デイサービスセンター（沼田町暮らしの安心センター内） 

■勤務時間  ８：４５～１７：１５ 7時間３０分 

■休 日   週休２日、日曜以外シフト制 

■給 与   沼田町社会福祉協議会給与規定による 

■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 

■応募期限  平成３０年２月２８日（水）必着 

■応募先・お問合せ 

       〒078-2202 沼田町南１条１丁目８番２５号 

       沼田町社会福祉協議会 担当：谷口 ☎３５－１９９８ 

町では、次のとおり平成３０年度の沼田町奨学資金貸付奨学生を募集しています。 
 この事業は、学業成績が優秀で経済的理由により就学が困難な方に対し、学資を無利子で貸
与する制度です。 
 
■募集人員     
高等学校（２名） 月額１５，０００円以内 

 大学等 （４名） 月額３０，０００円以内 
■提出書類     
①奨学生願書 

 ②奨学生推薦書 
 ③同意書（課税状況について税務担当部局に報告を求めることへの同意） 
 ※用紙は教育委員会にあります。 
■申込締切日    
平成３０年３月３０日（金） 

■選考・決定時期  
平成３０年４月末～５月上旬 

 
※なお、奨学生であった方が、町内で農業後継者又は商工事業後継者として就労した時は、農
業委員会または商工会の証明を得て、奨学資金返還免除の申請をすることができます。 

 
■申込・お問合せ 教育委員会 ☎３５－２１３２ 

国民保護情報（弾道ミサイル等）伝達時の消防サイレンの吹鳴について 

 沼田町では、北朝鮮による弾道ミサイルが発射された場合や同様の事態が確認された際、直ち
に避難行動ができるよう、屋外スピーカーが設置されていない農村部など、Jアラートや携帯メ
ール等の届かない範囲の町民皆さまにも注意喚起を図るため、共成・北竜・恵比島地区において、
消防サイレンを吹鳴することといたしました。 
 
■吹鳴開始日 平成３０年３月１日（木） 
 
※サイレンは３０秒吹鳴、６秒休止を５回繰り返します。 

 
 
 
 
 
 
 
 
サイレンが鳴りましたら、テレビやラジオ等からの情報に注意し、落ち着いて以下の基本行動

をとってください。 
 
■ミサイル発射のサイレンが鳴った場合の基本行動 
○屋外の場合 
 近くの頑丈な建物に避難してください。 
○屋内の場合 
 窓から離れるか、窓のない部屋に移動してください。 
○近くに建物がない場合 
 物陰に身を隠すか、地面に伏せて頭部を守ってください。 

 
■お問合せ 総務財政課 ☎３５－２１１１ 

▼弾道ミサイルが発射された場合等 

３０秒吹鳴 
６秒 

休止 
３０秒吹鳴 

６秒

休止 
３０秒吹鳴 

６秒

休止 
３０秒吹鳴 

６秒

休止 
３０秒吹鳴 

 ▼火災の場合（参考） 

３秒吹鳴 
２秒 

休止 
３秒吹鳴 

２秒

休止 
３秒吹鳴 

２秒
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平成２９年分の所得税及び復興特別所得税の確定申告の受付が２月１６日(金)から始まりま

す（還付申告は２月１６日以前でも受付を行っております）。 

所得税及び復興特別所得税の確定申告の受付・納付は３月１５日(木)、消費税及び地方消費

税（個人事業者）の確定申告の受付・納付は４月２日(月)までとなっております。 

税務署の申告会場にお越しの際には、「前年の申告書控え」、確定申告に必要な書類及び印鑑

をご持参ください（前年、税務署などの申告会場でパソコンを利用して申告された方で、「確定

申告のお知らせ」が届いている方はそのお知らせも持参してください）。 

 なお、昨年から、申告をする方や扶養親族の方などのマイナンバーの記載が必要となってお

ります。提出の際は「マイナンバーカードの写し」または「マイナンバー通知カードの写し」

及び「本人確認ができる書類の写し」をご持参いただきますようお願いいたします。 

 ご不明な点につきましては、下記までお問合せ下さい。 

 

■確定申告書の提出先・お問合せ 

   住民生活課 税務グループ ☎３５－２１１５ 

深川税務署  深川市４条１５番３号 ☎２３－２２６０ 

    

平成３０年度自衛官等募集案内 

■自衛隊幹部候補生（一般）大卒程度試験 
 資  格 平成３１年４月１日現在、日本国籍を有し、２２歳以上２６歳未満の者 
      （２０歳以上２２歳未満の者は大卒（見込み含）） 
 受付期間 平成３０年３月１日（木）～５月１日（火） 
 試験期日 １次試験：５月１２日（土）・１３日（日）（１３日は飛行要員のみ） 
 試験会場 陸上自衛隊旭川駐屯地（旭川市春光町）  
 
■自衛隊幹部候補生（一般）院卒者試験 
 資  格 平成３１年４月１日現在、日本国籍を有し、修士課程修了者等（見込み含）で２

０歳以上２８歳未満の者 
 受付期間 平成３０年３月１日（木）～５月１日（火） 
 試験期日 １次試験：５月１２日（土）・１３日（日）（１３日は飛行要員のみ） 
 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 

■この場合であっても、所得税の還付を受けるための確定申告書を提出することができます。 

■所得税の確定申告が必要ない場合でも次にあてはまる場合は住民税申告が必要です。 

  ①公的年金等に係る雑所得のみがある方で、「公的年金等の源泉徴収票」に記載されている控 

除(社会保険料控除や配偶者控除、扶養控除、基礎控除等）以外の各種控除を受けるとき 

  ②公的年金等に係る雑所得以外の所得があるとき 

※①又は②にあてはまる場合は、必要書類をご持参の上、住民生活課 税務グループまでお越 

し下さい。 

 

■お問合せ 

   住民生活課 税務グループ ☎３５－２１１５ 

深川税務署  深川市４条１５番３号 ☎２３－２２６０ 

    

平成２９年分の所得税の確定申告が始まります 

年金所得者に係る確定申告不要制度について 

  公的年金等の収入金額の合計が４００万円以下で、かつ、公的年金等に係る雑所得以外の所得金

額が２０万円以下である場合には、所得税の確定申告をする必要がなくなりました。 

軽自動車税の申告・届出について 

軽自動車税（軽自動車・原動機付自転車・小型特殊自動車（農耕用含む）など）の異動等の

申告・届出忘れはありませんか？ 

軽自動車税は、４月１日に軽自動車、原動機付自転車、二輪の小型自動車、小型特殊自動車

等の車両の所有者に課税される税金です。 

 

■軽自動車・原動機付自転車・小型特殊自動車等の届出 

 軽自動車等を取得した場合や町外に転出して住所を変更した場合、また、廃車や譲渡あるい

は売却した場合は下記の場所で申告や届出をして下さい。 

 なお、農耕作業用小型特殊自動車の取得や入替、また、廃車等された方は、償却資産台帳の

整理（修正）と、住民生活課への申告（届出）が必要です。 

 また、既に軽自動車等を廃車していても、４月２日以降に廃車手続きをされた場合は、その

年の軽自動車税は納付いただくことになりますのでご注意下さい。 

 

■申告・届出・お問合せ 

 ・軽自動車及び１２５㏄を超え２５０㏄以下のバイク 

軽自動車検査協会旭川事務所  

旭川市春光 6条 5丁目 1番 23号 ☎０５０－３８１６－１７６５ 

 ・２５０㏄を超えるバイク 

北海道運輸局旭川運輸支局   

旭川市春光町 10番地 1      ☎０５０－５５４０－２００３ 

 ・１２５㏄以下のバイク、小型特殊自動車等 

住民生活課 税務グループ  

沼田町南一条 3丁目 6番 53号   ☎３５－２１１５ 

 町の公式インスタグラムを作成しました。 

 ホームページ、フェイスブックとともに随時更新予定ですので、ぜひご覧ください。 

沼田町インスタグラム URL 

https://www.instagram.com/numata_town/?hl=ja 

QRコードからアクセス
可能です 
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■開 催 日  ＜前夜祭＞平成３０年３月２４日（土） 

＜大 会＞平成３０年３月２５日（日） 

■場 所  ２４日（土）ほろしん温泉ほたる館 

       ２５日（日）集合場所…ほろしん温泉ほたる館 

■日 程 ・３月２４日（土）前夜祭   ・３月２５日（日）競技会 

１５：００ 受付開始      ９：００ 受付開始 

       ※チェックイン 15:00より    ９：４５ 開会式 

１７：３０ 受付終了（予定） １０：００ スタート 

       １８：００ 前夜祭      １２：００ 昼食 

２０：００ 終了予定     １４：００ 終了予定 

■コ ー ス  白樺コース２km・ほたるコース７km・ほたる２周コース１３km 

※コースは当日の天候、雪解けの状況により変更もございますのでご了承下さい。 

■申込期限 平成３０年３月２日（金） 

■定  員 ４００名 

■申込方法 参加申込書に所定の事項を記入の上、直接事務局にお申込み下さい。 

 参 加 区 分 参加料金 

１ 宿泊・前夜祭・歩くスキー参加 １０，５００円 

２ 前夜祭・歩くスキー参加 ６，０００円 

３ 歩くスキー参加（大人） ３，０００円 

４ 歩くスキー参加（小中学生） １，５００円 

■申込み・お問合せ 

〒078-2205 沼田町北 1条 4丁目 2番 2号（沼田町まちなかほっとタウン） 

沼田町明日萌の里・ほたるの里歩くスキーの集い実行委員会事務局 

沼田町観光協会内 ☎３４－６３７３ ＦＡＸ３４－６３７５ 

「沼田町明日萌の里・ほたるの里歩くスキーの集い」の開催について 

 
 

                                            
    
      

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/ 

 



 

◆２月１１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 

◆２月１２日（月） 
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 

◆２月１８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 

◆２月２５日（日） 
歯   科   系…新十津川パンダ歯科(新十津川町) ☎０１２５－７６－３２０２ 
内科・外科系…深川市立病院           ☎２２－１１０１ 

 

２月８日から２月２８日までの行事予定 

行事名          時 間   場 所 

２月 ８日（木） スポーツクラブ定期利用   １９：００～ 町民体育館 

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 

１１日（日） 高穂スキー場まつり      ９：１５～ 高穂スキー場 

       輝け雪のまちフェスタ     ９：１５～ 高穂スキー場 

１４日（水） 乳幼児健診         １１：４５～ ふれあい 

１５日（木） スポーツクラブ定期利用   １９：００～ 町民体育館 

１６日（金） フロアカーリング      １０：００～ ふれあい 

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 

定例行政相談        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） 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 

２７日（火） 高齢者サロン        １０：００～ 緑町コミセン 

日曜・祝日当番医のお知らせ 

ヤフー株式会社をかたる架空請求に注意！！ 

昨年より、ヤフー株式会社（ヤフージャパン、ヤフーサポートセンターなど）をかたる架
空請求の被害が相次いでいます。 
 この業者は、携帯電話に「未納料金を滞納しております。ご連絡なき場合は法的手続きに
移ります。ヤフー」などと記載したメールを送信し、実際に連絡をしてきた人には通販サイ
ト等のギフトカードを購入して、その番号を教えるよう指示をしてきます。 
 有名な業者の名をかたり、法的手続きに出ると脅し、ギフト券の購入を促すこれらの手口
は全て典型的な詐欺の手口です。もしこのようなメールが来た場合、決して電話をせず、住
民生活課 窓口グループや警察へご相談ください。 
 
■お問合せ 住民生活課 窓口グループ ☎３５－２１１５ 

深川警察署沼田警察庁舎  ☎３５－３１１０ 


