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北空知圏学校給食組合臨時職員（パート調理員）の募集について 

■募集人員  パート調理員 若干名 
■勤務内容  給食調理・食器具の洗浄等 
■応募資格  構成団体１市４町（深川市・秩父別町・妹背牛町・北竜町・沼田町）に居住し 

ている健康な方 
■採用予定  平成３０年４月１日から 
■勤務時間  午前勤務  ８：３０～１２：００ 

時  給  １，０４８円 
       午後勤務  １３：００～１６：４５ 

時  給  ９６７円 
       １日勤務  ８：３０～１６：４５ 

日  給  ７，２５０円 
■勤務条件  週に３日程度の勤務（土、日、祝日、夏・冬休みを除く） 
■勤務場所  深川市開西町１丁目６番４号 北空知圏学校給食センター 
■応募書類  組合指定の履歴書（３ヶ月以内に撮影した写真を添付） 
■募集期限  平成３０年３月２０日（火） １７：００必着 
■面接日時  平成３０年３月２２日（木）（時間については、別途通知します） 
■面接場所  北空知圏学校給食センター会議室 
■応募・お問合せ 

  〒074-0014 深川市開西町１丁目６番４号  
       北空知圏学校給食組合 ☎２３－５５３３ 

沼田小学校又は沼田中学校特別支援教育支援員を募集しています 

■募集人員 １名 
■業務内容 特別な教育的支援を要する児童・生徒の生活全般支援業務 
■応募資格 幼稚園教諭または保育士資格を有するか、この資格に準ずる経験を有する方 
■応募方法 履歴書（市販の物で可・写真添付）を郵送または持参してください。 
■選考方法 書類審査及び面接審査（面接日は追って連絡します） 
■雇用・待遇 
  ①雇用期間 平成３０年４月上旬から平成３１年３月下旬まで（小・中学校の通学期間） 
  ②勤務時間 ８：００から概ね６時間から７時間の勤務 
  ③勤務日数 １ヶ月概ね２０日間 
  ④賃  金 時間給 １，０００円（及び町外の場合、交通費相当分） 
  ⑤社会保険等 社会保険・雇用保険に加入します。 
■応募期限 平成３０年３月１６日（金）まで（必着） 
■応募・お問合せ 

〒078-2202 沼田町南１条４丁目６番５号 
教育委員会 担当：高橋 ☎３５－２１３２ 

町民皆さまの生活に密着しているまちづくりについてのお知らせと、皆さまからご意見を伺う
「町民ふれあい懇談会」を開催します。 
町長・副町長・教育長・各担当課長が出席しますので、是非この機会にご参加していただき、

町民皆さまの声をお聞かせください！ 
 
■日 程 
  
 
 
 

 
 
 
 
 
※１ 高校生以下のお子さんをお持ちの保護者を対象としています。ゆめっくる１階こども館 

に臨時託児所をご用意しますので、安心してご参加ください。 
※２ 対象行政区は市内１～７、南町、旭町、西町、仲町、緑ヶ丘、沼田第１・３・４、中央、 

高穂第１地区です。各会場にて出席出来ない方もご参加いただけます。 
 
■懇談内容 
 〇沼田町しごと・未来応援プロジェクトについて 
〇沼田学園の開設について 
〇地域公共交通事業（乗合タクシー）について 
○暮らしの安心センター木梁補修について 
〇弾道ミサイル等伝達時の消防サイレンの吹鳴について 
〇広聴事業（おじゃまします金平です）について 
○子育て支援事業について  
〇その他 
 

今後の沼田町について考える大切な機会ですので、 
是非、ご参加ください！ 

 
■お問合せ 総務財政課 広報情報グループ ☎３５－２１１１ 

町民ふれあい懇談会の開催について 

開催日 時 間 場 所 
３月２０日（火） １０：００～ 

１３：３０～ 
恵比島地区活性化センター（恵比島第１・幌比里） 
北竜地区活性化センター（北竜１・２・３） 

３月２１日（水） １０：００～ ゆめっくる※１ 
〈子育て事業などを重点的にご説明いたします〉 

３月２３日（金） １３：３０～ 
１９：００～ 

共成地区活性化センター（共成・高穂第２・更新・東予） 
ゆめっくる※２ 

３月２４日（土） １０：００～ ゆめっくる※２ 
 



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。 

                                                    
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
  

 
 

 

 北海道後期高齢者医療広域連合では、住民の皆様の代表として、制度の運営に関する重要事
項をご審議していただく運営協議会委員を募集しています。 
 
■応募資格 道内在住の満２０歳以上の方（ただし、議員や公務員等を除く） 
■応募人数 ５名 
■任  期 平成３０年７月から２年間（開催は年３回を予定しています） 
■応募方法 北海道後期高齢者医療広域連合及び保健福祉課窓口にあります応募要領をご覧く 

ださい。 
■応募締切 平成３０年４月２７日（金） 
■選  考 選考委員会を設置し、提出された小論文等により総合的に委員を選考します。 
■報酬など １日につき５，０００円の報酬と旅費を支給します。 
■お問合せ 保健福祉課 保険グループ ☎３５－２１２０ 

◆放送日時：平成３０年３月１４日(水)１１：００頃 

北海道後期高齢者医療広域連合 

運営協議会委員を募集しています 

難病患者の皆様の通院費を助成します 

町では特定医療費（指定難病）受給者証、又は小児慢性特定疾患医療受給者証をお持ちの方 
を対象に通院費の助成事業を行っており、上期・下期の年２回に分けて申請を受付けています。 
 上記受給者証をお持ちで指定難病の治療のため通院されている方は、下期分（１０～３月診 
療分）の申請を受付けていますので、下記により申請ください。 
なお、助成額は、通院する医療機関所在地の主要駅までの、ＪＲ普通運賃実費相当額（月２ 

回を限度）となります。 
 
■申請方法等 
 保健福祉課窓口（沼田町健康福祉総合センター内）に申請書類等がありますので、印鑑・通 
院費領収書・通帳（振込先）・特定医療費（指定難病）受給者証、又は小児慢性特定疾患医療受 
給者証をご持参の上お越しください。 
  
■申請期限 
・下期分（１０～３月診療分）を来年４月末までに申請願います。 
・上期分（４～９月診療分）が未申請の場合も併せて受付けています。 
※過去２年分まで申請できます。（２年を超えた分は申請できませんので申請漏れにご注意く 
ださい） 

 
■その他 
経済的な事情などによっては、毎月申請することもできます。 

 
■お問合せ 保健福祉課 福祉グループ ☎３５－２１２０ 

放送内容等 
 町内６か所に設置してある屋外スピーカー及び戸別受信機から、緊急地震速報の訓練放送が
一斉に放送されます。 
 
【放送内容】 
 開始のチャイム 
「これは、Ｊアラートのテストです。」 ※繰り返し３回 
「こちらは、防災ぬまたです。」 

 終了のチャイム 

■お問合せ 総務財政課 総務グループ ☎３５－２１１１ 

町立沼田厚生クリニックのリハビリテーションをご利用ください 

「町外の病院でリハビリを受けていたけど、通えないので仕方なく止めた」「膝や腰の痛み
で困っている」「転びそうになる」等、体の動きにかかわる悩みは尽きません。 
少しでも動きやすくなって心地よく暮らすために、町立沼田厚生クリニックの専門的なリハ

ビリテーションをぜひご利用ください。 

実施日 毎週 月・火・金曜日（※４月以降は 月・火（午前のみ）・金曜日） 

受付時間 ８：３０～１１：３０／１３：１５～１６：１５ 

場 所 町立沼田厚生クリニック 
沼田町南１条１丁目８番２５号 ☎３５－２３２１ 

利用方法 

①健康保険証を持参の上で受診し、受付にてリハビリを利用したい旨をお申 
し出ください。 

②医師の診察等を受け、リハビリ内容が決まります。 
③費用は、加入の健康保険が適用されます。 

実施体制  旭川厚生病院から派遣された理学療法士（リハビリテーション国家資格）が
担当しています。 

 
■お問合せ 保健福祉課 健康グループ ☎３５－２１２０ 

全国瞬時警報システム（J-アラート）の訓練放送について 

３月１４日（水）１１：００頃に、防災無線を通じて情報伝達の訓練放送を行います。ご
家庭の戸別受信機からテスト放送が流れますので、町民皆様のご理解とご協力をお願いいた
します。 

(※)Ｊ-アラートとは、地震・津波や武力攻撃などの緊急時に国から送られてくる緊急情報を人
工衛星などを活用して瞬時に情報伝達するシステムです。 



平成３０年度前期技能検定受検者の募集について 

■受付期間 平成３０年４月 4日(水)より 4月１７日(火)まで 
■受検資格 1 級 7年以上、又は 2級取得後 2年以上の実務経験を有する方 
      単一等級  3年以上の実務経験を有する方 
      2 級 2年以上の実務経験を有する方、または、3級取得者 
      3 級 検定職種従業者、または、該当する科目で職業訓練・高等学校・短 

期大学・大学・各種(専修)学校(厚生労働大臣指定に限る)の在校生 
を含む。 

■実施職種 造園、とび、建築板金、建築塗装、左官など 
■その他  経験年数の短縮、免除及び実施職種、受験手数料など詳しいことは当協会まで 

お問合せください。 
■お問合せ・申込先   

空知地方技能訓練協会 
      滝川市流通団地 3丁目 6番 23号 スキルアップセンター空知 内 
      ☎０１２５－２４－１８８０  FAX０１２５－２３－５２６１ 
 

平成３０年度 生涯学習総合センター 

定期利用団体登録の募集について 

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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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 

昭和２３年７月１日～昭和６３年１月２７日の間、 
    満７歳になるまでに、集団予防接種を受けたことがある方へ

 

上記期間の集団予防接種等の注射器連続使用で、Ｂ型肝炎ウィルスに感染した方には、病
態区分に応じ、給付金等が支給される場合があります。 
詳しくは、厚生労働省ホームページをご覧ください。（対象となる方や受け取るための手続

に関する資料を掲載しています） 
 また、相談窓口も設置していますので、ご利用ください。 
 
■相談窓口 厚生労働省 電話相談窓口（年末年始を除く平日９:００～１７:００） 
                   ☎（０３）３５９５-２２５２ 
■お問合せ 深川保健所 ☎２２-１４２１ 

町では、下記のとおり平成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 

町内の生涯学習活動を行うグループやサークルを対象に、平成３０年度の生涯学習総合セ
ンター「ゆめっくる」の定期利用団体登録を募集しています。 
 
■定期利用登録団体承認基準 ※下記をすべて満たしている団体 
・生涯学習活動を行う団体であること 
・５名程度から構成されている団体であること 
※ただし、本町の住民であり、原則として町外者は含まない 

・使用にあたっては、常時少なくても５名程度の使用であること 
・役員（組織・機構等）構成が明確であること 

 上記を検討の上、定期利用登録の可否を決定します。 
 
■登録すると  
・次年度のゆめっくるの部屋を事前に予約することができます。 
・ゆめっくるの使用料が６割減額となります。 

■提出書類  
社会教育施設定期利用登録団体承認申請書（教育委員会でお配りしています）を郵送ま 

たは持参してください。 
■提出期限 ３月１６日（金）必着 
■提出先・お問合せ  

〒078-2202 沼田町南１条４丁目６番５号 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、設定をご確認下さい。また、
ご不明な点がございましたら下記までお問合せ下さい。 
■お問合せ 総務財政課 広報情報グループ ☎３５－２１１１ 

 

◆３月１１日（日） 
歯   科   系…定岡歯科医院(妹背牛町)     ☎３２－４１１８ 
内科・外科系…深川市立病院          ☎２２－１１０１ 

◆３月１８日（日） 
歯   科   系…きたじま歯科クリニック(深川市) ☎２６－８８８１ 
内科・外科系…深川第一病院          ☎２３－３５１１ 

◆３月２１日（水） 
歯   科   系…ぬまくら歯科(深川市)      ☎２２－５６１５ 
内科・外科系…斎藤整形外科医院(深川市)    ☎２３－３７３７ 

◆３月２５日（日） 
歯   科   系…舟山歯科医院(深川市)      ☎２３－２２５５ 
内科・外科系…深川市立病院          ☎２２－１１０１ 

３月１１日から３月２５日までの行事予定 
行事名              時 間   場 所 

１１日（日） 沼田中学校卒業式          ９：３０～ 中学校 
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 
１７日（土） 沼田小学校卒業式          ９：３０～ 小学校 
１８日（日） 沼田認定こども園卒園式      １０：００～ 認定こども園 
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） 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 
２５日（日） 明日萌の里・ほたるの里歩くスキーの集い １０：００～ ほたる館 

日曜・祝日当番医のお知らせ 

 
 

                                            
 
 
 
 
      

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 
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ダムからの水に注意してください 

雨竜川の上流には、北海道企業局が管理する鷹泊ダムと鷹泊発電所があります。 
ダムでは、雪解け水などでダムに流れ込んでくる水が非常に多くなったときには、水門を開

けて川に水を流します。 
また、発電所では、必要の都度、発電のため川に水を流します。 
このため、川の水かさが増えて危険な状態となりますので、川で遊んでいる方や魚釣りをし

ている方は、十分に注意されるようお願いします。 
なお、ダムから水を流すときは、音声放送とサイレンによりお知らせしますので、安全な場

所に移動してください。 
 
■お問合せ 北海道企業局 鷹泊発電管理事務所 ☎２８－２２６１ 

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

２０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 


