
 

    

 
  
 
 
  
 

  

 

 
 
 
 
  
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

 

  

 

 

 

全国瞬時警報システム（J-アラート）の訓練放送について 

 

沼田町・警察・消防による合同防災訓練を実施します 

５月２５日の長野県北部（震度５強）、６月１８日の大阪北部地震（震度６弱）と１ヶ月の
間に日本の中心部を襲う巨大地震が発生しました。特に大阪北部地震は今後３０年間の地震
発生確率は０．１％未満と極めて低い確率ながら発生したことで、改めて地震予知の難しさ
が浮き彫りになりました。 
本町においても昭和６１年、震度５の地震が発生し、家屋の壁が崩れるなどの被害が発生

しており、地震はいつ・どこで起きても不思議ではありません。 
こうしたことを踏まえ、日頃からの防災意識をより一層高めていただく為に、大地震が発

生したという想定で７月１２日（木）に「防災訓練」を実施することといたしました。 
当日は、午前１０時００分に地震が発生したという想定でサイレンを鳴らしますので、ご

自宅や職場において、１分間程度、机やテーブルの下に入るなど、身の安全を確保する行動
を取り、自主的に訓練を実施して下さい。 
その後、避難訓練として、防災無線や広報車の巡回により、「避難指示」の呼びかけを行な

います。 
避難指示は「市内４・市内５・市内６・市内７・緑ヶ丘」の方々を対象に行ないますので、

対象地区の皆様は、指定避難所である「沼田小学校」の生徒玄関前への避難にご協力願いま
す。 
なお、１０時３０分頃からは、沼田中学校グラウンド付近にて、警察及び消防による実動

訓練（被災車両からの救助・ヘリコプターによる建物からの救助訓練など）を実施します。 
訓練はどなたでもご覧いただけますので、ぜひ会場にお越し下さい。 

■スケジュール 
 ７月１２日（木） 
  午前１０時００分 ・大地震の発生を知らせる消防サイレンの吹鳴 
           ・防災無線放送、広報車による巡回（避難指示訓練） 
           ※小学校前にて避難者受入 

午前１０時３０分 ・消防、警察による実動訓練 ※中学校グラウンド付近 
           （ヘリコプター等による建物からの救助・被災車両からの救助・倒

壊家屋からの救出） 
 ※実施時間については、多少前後する場合があります。 
 ※当日の状況により、訓練内容が変更となる場合があります。 
■お問合せ 総務財政課 総務グループ ☎３５－２１１１ 
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次の医療受給者証をお持ちの方で、有効期限が平成３０年９月３０日で満了となる方の、
更新申請（継続申請）を受け付けます。 
なお、受給者証をお持ちの方の住所変更や亡くなられた場合も手続きが必要です。 
  

■医療受給者証の種類 

・特定医療費（指定難病）受給者証 

・特定疾患医療受給者証 

・ウイルス性肝炎進行防止対策医療受給者証 

・ウイルス性肝炎進行防止対策（肝炎治療特別促進事業） 

■受付場所 深川保健所 健康推進課 保健係 

■受付期間 平成３０年７月２日（月）～平成３０年９月２８日（金） 

■お問合せ 深川保健所 健康推進課 保健係 ☎２２－１４２１ 

特定医療費（指定難病）受給者証等更新（継続）申請について 

◆放送日時：平成３０年７月５日(木)午前１０時００分頃 
 

７月５日（木）午前１０時００分頃に、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。 

 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 
「こちらは、防災ぬまたです。ただいまから、訓練放送を行います。」 
緊急地震速報チャイム音 

 「緊急地震速報、大地震です。大地震です。これは訓練放送です。」※繰り返し３回 
「こちらは、防災ぬまたです。これで訓練放送を終わります。」 

 終了のチャイム 

※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。 

■お問合せ 総務財政課 総務グループ ☎３５－２１１１ 



                                                    
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
  

 

試行バス 

発着場所 石狩沼田駅前 秩父別駅前 深川駅前 
発着時間 ７：００ ７：１０ ７：３５ 

函館本線 

深川駅  滝川駅 
７：４１ ７：５９ 

 

第４５回 町民体育祭のご案内 

 

全町民が一体となって楽しめる町民体育祭は、健康づくりや町民の交流によって、地域を
元気にするイベントです。 
種目や得点にも工夫を凝らし、どの組も優勝を狙え、参加し易く、応援する方も思わず力

が入ってしまうような競技内容となっておりますので、皆さまお誘いあわせの上、是非ご来
場ください。 
なお、開会式に参加された皆様には５０ポイントのスノッピカードをお渡しします！！ 
参加されたことのない方も、毎年参加されている方も是非お集まりください。 
今年も町民体育祭で、大いに盛り上がりましょう！ 

 
■日 程 午前 ９時３０分  入場行進及び開会式 
     午前１０時００分～ 競技開始 
 
■お問合せ 教育委員会 ☎３５－２１３２ 

巡回無料法律相談会のお知らせ 

旭川弁護士会による巡回無料法律相談会が下記の日程で開催されます。 
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着けておくことで、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のために町外の相談会の日程をお知らせしますので、希望

する方はお申込みください。 
○雨竜町 
■日   時  平成３０年７月１３日（金） 午後１時００分～午後４時００分 
■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 

○秩父別町 
■日   時  平成３０年７月２７日（金） 午後１時３０分～午後４時００分 
■場   所  秩父別町役場 ２階小会議室 
■相 談 料  無料です 
■ご予約・お問合せ 秩父別町役場 総務課財務グループ ☎０１６４－３３－２２１１ 
※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。 

平成３０年７月１日（日） 

沼田小学校グラウンドで開催します。 

６月１日～８月３１日までの期間、町民パークゴルフ場のナイター営業を行っています。 
ナイター営業日は金・土曜日及び祝祭日の前日となっておりますが、団体（概ね１０名以

上）で事前にご予約頂いた場合には、他の日でもナイターをご利用いただけますので、ご連
絡下さい。 
なお、ナイターの営業時間は午後８時３０分までとなっておりますが、午後７時００分ま

でに受付がなく利用者がいない場合は、午後７時００分をもちまして営業を終了させていた
だきますのでご理解をお願いします。その他の日は、日没までとなっておりますので、多く
の方のご利用をお待ちしております。 
 
■お問合せ 町民パークゴルフ場 ☎３５－２９００ 

教育委員会     ☎３５－２１３２ 

ＪＲ北海道では、平成３０年３月のダイヤ改正において、延長増発した深川７時４１分発
岩見沢行き普通列車を、石狩沼田方面から滝川方面へ通勤・通学される方がご利用できるよ
うに、期間限定で接続バスを運行します。 
 
■運行期間 
 平成３０年６月１８日から平成３０年１２月２５日まで 
※土・日・祝日・夏休み期間（７月２５日から８月１６日）は運行いたしません。 

■運転区間・本数 
石狩沼田～深川間・片道１本 
（乗車のみ：石狩沼田駅前、秩父別駅前 降車のみ：深川駅前） 

■ご利用対象者 
 ＪＲ留萌線（石狩沼田・秩父別～深川間）を含む通勤・通学定期券をご利用の方 
■運転時刻 
 
 
 
 
■お問合せ 北海道旅客鉄道株式会社 総合企画本部 地域交通改革部 
      ☎０１１－７００－５７３９ 

 
 

                                            
 
 
 
 
      

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/ 
 

町民パークゴルフ場のナイター営業について 
石狩沼田駅から函館線に接続するバスの運転について 



「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に、

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 

 

    

 
  
 
 
  
 

  

 

 
 
 
 
  
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

 

  

 

 

 

■職 種 調理員 
■職務内容 施設利用者へ提供するための食事の調理 
■募集人員 若干名 
■雇用期間 平成３０年８月１日～平成３０年９月３０日（更新あり） 
■資 格 不要 
■勤務形態 ご希望に応じます（下記参照） 
      例）①日勤希望 ９時３０分～１８時００分まで 
        ②早朝希望 ６時００分～１４時３０分まで 
        ③土日のみ希望 
        ④時間勤務希望（時給） 
       ※ご希望に応じて様々な勤務形態で働けます。 
       ※休憩休息有 夜勤は仮眠有 
■賃 金 日 額 資格有（調理師） ６，５５０円 
          資格無      ６，４５０円 
      時 給 資格有（調理師）   ８７４円 
          資格無        ８６０円 
■年齢要件 概ね７０歳までの健康な方（要相談） 
■そ の 他  農家等の自営業の方の場合、農繁期等勤務調整も可能です。 
■応募方法 履歴書（市販のものに写真添付）をご持参して下さい。 
      書類提出後、簡単な面接を実施します。  
■お問合せ 養護老人ホーム和風園 ☎３５－２４４９ 
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熱中症予防のために 

「熱中症」は、高温多湿な環境に長くいることで、徐々に体内の水分や塩分のバランスが
崩れ、体温調節機能がうまく働かなくなり、体内に熱がこもった状態のことです。 
屋外だけでなく室内で何もしていないときでも発症し、救急搬送されたり、場合によって

は死亡することもあります。 
 熱中症について正しい知識を身につけ、体調の変化に気をつけるとともに、周囲にも気を
配り、熱中症による健康被害を防ぎましょう。 
 
熱中症の症状 
○めまい、立ちくらみ、手足のしびれ、筋肉のこむら返り、気分が悪い 
○頭痛、吐き気、嘔吐、倦怠感、虚脱感、いつもと様子が違う 
○重症になると、 

返事がおかしい、意識消失、けいれん、からだが熱い 
 
熱中症対策 
○暑さを避ける 

屋内 
・扇風機やエアコンで温度を調節 
・遮光カーテン、すだれ、打ち水を利用 
・室温をこまめに確認 
屋外 
・日傘や帽子の着用 
・日陰の利用、こまめな休憩 
・天気のよい日は、日中の外出をできるだけ控える 
からだの蓄熱を避ける 
・通気性のよい、吸湿性・速乾性のある衣服を着用する 
・保冷剤、氷、冷たいタオルなどで、からだを冷やす 

○こまめに水分を補給する 
室内でも、外出時でも、のどの渇きを感じなくても、こまめに水分・塩分、経口補水液 

などを補給する 
 
■お問合せ 保健福祉課 健康グループ ☎３５－２１２０ 
 

和風園 臨時職員募集について 



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。 

                                                    
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
  

 

日曜・祝日当番医のお知らせ 

◆６月２４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 
◆７月 １日（日） 
歯   科   系…みなみ歯科医院（滝川市）       ☎０１２５－２４－３７３４ 
内科・外科系…北海道中央病院（深川市）       ☎２２－２１３５ 
◆７月 ８日（日） 
歯   科   系…杉澤歯科クリニック（妹背牛町）    ☎３２－２８３２ 
内科・外科系…深川市立病院                ☎２２－１１０１ 

 
６月２３日から７月１３日までの行事予定 

行  事  名        時 間    場 所 

６月２３日（土） こども園運動会         ９：１５～ こども園 

２５日（月） 脳トレ教室          １０：００～ ふれあい 

２６日（火） 高齢者サロン         １０：００～ 緑町コミセン 

７月 １日（日） 町民体育祭           ９：３０～ 小学校グラウンド 

２日（月） のぞみ会           １３：００～ ふれあい 

   ５日（木） 半日総合健診          ７：３０～ 旭川がん検診センター 

         町長杯争奪パークゴルフ大会   ８：３０～ 町民パークゴルフ場 

１０日（火） 招魂祭            １０：００～ 沼田神社忠魂碑前 

沼田消防創立 110周年記念演習 １３：１５～ 役場・駅前通り 

１２日（木） 合同防災訓練         １０：００～ 中学校グラウンドほか 

１３日（金） 高齢者元気１００倍！教室   １０：００～ ふれあい 

 

平成３１年度空知管内町職員採用資格試験について 

 平成３１年度空知管内町職員採用資格試験が下記のとおり実施されますのでお知らせし
ます。 
 
■試験区分及び受験資格 
 ●一般事務職 【上級】（大学卒業程度） 
  平成３年４月２日から平成９年４月１日までに生まれた方。 
 ●一般事務職 【初級】（高校卒業程度） 
  平成９年４月２日から平成１３年４月１日までに生まれた方。 
 
■試験方法及び内容 
●第１次試験 教養試験、論文試験（初級は作文試験） 

 ●第２次試験 第１次試験合格者は、採用資格候補者名簿に登録され、就職希望町ごとに
第２次試験（面接）を行います。 

 
■試験日時・場所 
 ●平成３０年９月１６日（日）午前９時～  

ホテルサンプラザ（岩見沢市４条東１丁目６番） 
 
■受付期間及び受験手続 
 ●受 付 期 間 平成３０年８月３日（金）まで 
          ※郵送の場合は、８月３日（金）までの消印のあるものに限ります。 
 ●申込書の請求先 総務財政課へ請求下さい。 
 
■採用予定町（平成３０年７月２日現在） 
【上級】沼田町・北竜町・雨竜町・秩父別町・妹背牛町・新十津川町・浦臼町・月形町 

栗山町・長沼町・由仁町・南幌町 
【初級】沼田町・北竜町・雨竜町・秩父別町・妹背牛町・新十津川町・浦臼町・月形町 

栗山町・長沼町・由仁町・奈井江町・南幌町 
 
■請求・お問合せ 総務財政課 総務グループ ☎３５－２１１１ 

 町のホームページにおいて、まちの話題を随時更新していますので、イチ早くご覧になる
ことができます。ぜひご覧ください。 

沼田町ホームページ URL 

http://www.town.numata.hokkaido.jp/ 


