子育て世帯応援通勤支援事業について
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沼田町がんばる高校生応援手当の申請受付中です！
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、該当となる
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。
）
■申請の場所 住民生活課移住定住応援室（役場１階）までお越し下さい。
（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
■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３０年 8 月３１日（金）まで
■お問合せ 住民生活課 移住定住応援室 ☎３５－２１１５

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３０年９月６日（木）
■実施場所
①沼田町養護老人ホーム和風園
②沼田弾薬支処
③まちなかほっとタウン
④沼田町役場
■お問合せ 保健福祉課

福祉グループ

１０：００～１６：３０
１０：００～１１：００
１１：１０～１２：２０
１３：３０～１４：１５
１４：２５～１６：３０
☎３５－２１２０

町では「子育て世帯の応援事業」として、中学生以下のお子さんを扶養する世帯主等の
保護者で、他市町村へ通勤する下記の要件に全て該当する方に対し、通勤に係る費用の負
担軽減として町内で利用できる商品券をお渡しする「沼田町子育て世帯応援通勤支援事業」
を実施しています。前期分の申請受付を開始しますので、該当される方は住民生活課窓口
までお越しください。
■対象者（以下の５項目を全て満たしていることが必要です）
（１）沼田町内に居住し、かつ、中学生までの子どもを監護している世帯主等の保護者の
うち、生計を維持する程度の高い方で町外の職場に勤務する方。
（２）町税等公共料金を滞納していない方。
（３）毎月１０日以上の町外通勤日数を有している方。
（４）対象地域の職場に勤務し、本町から実際に通勤している方。
（５）町外に住居等を賃借していない方。
※（１）の「生計を維持する程度の高い方」とは、世帯生計を主に担っている方で、その
判断にあたっては所得の状況や扶養申告、住民票等の取扱いなどを総合的に考慮して判断
します。
■対象地域及び助成額
対象地域（通勤地）

助成額

１）本町より往復１９㎞以下の地域
（秩父別町）
２）本町より往復２０㎞以上４９㎞以下の地域
（深川市・北竜町・妹背牛町・雨竜町）
３）本町より往復５０㎞以上９９㎞以下の地域
（旭川市・留萌市・滝川市・小平町・幌加内町・新十津川町）

月額 1,500 円
（年額 18,000 円相当額）

４）本町より往復１００㎞以上の地域

月額 3,000 円
（年額 36,000 円相当額）
月額 5,000 円
（年額 60,000 円相当額）
月額 6,000 円
（年額 72,000 円相当額）

■申請方法
○年２回申請
様式を町のホームページからダウンロードしていただくか、住民生活課窓口で受け取
っていただき、下記期間内に申請して下さい。（受取期間内に町内商品券をお渡ししま
す。
）
〔前期〕申請期間： ９月 ３日～ ９月２０日
受取期間：１０月 １日～１０月１２日
〔後期〕申請期間： ３月１８日～ ３月２９日
受取期間： ４月 １日～ ４月１２日（予定）
○受付時間
月～金曜日 ８：４５～１７：１５（祝日を除く）
○申請に必要な書類
・在職証明書（様式は町ＨＰまたは住民生活課 窓口でお受け取り下さい）
■お問合せ 住民生活課

移住定住応援室

☎３５－２１１５

日曜・祝日当番医のお知らせ

北空知地域住民公開講座 「見て！聞いて！身近な脳の病気」
脳疾患治療の最前線で活躍中の医師による講演会が開催されます。参加無料で事前予約も
不要です。講演終了後には健康相談コーナーも設けられますので、お気軽にご参加ください。
■日 時 平成３０年９月１日（土）開場１２：３０
開演１３：００（終了予定１５：００）
■会 場 プラザホテル板倉
深川市３条６番７号 ☎２３－２１２１
■内 容 講演 ①知っておきたい脳疾患の症状
②てんかん、ふるえ、痛み この治療がある！
③脳腫瘍 その正体は？
④大きく変わった 脳梗塞治療を知る！
講師 旭川医科大学脳神経外科学講座に在籍する脳神経外科医師４名
■主催・お問合せ

旭川医科大学脳神経外科学講座

☎０１６６－６８－２５９４

◆８月２６日（日）
歯
科
系…西尾歯科医院（滝川市）
☎０１２５－２３－４８１６
内科・外科系…深川市立病院
☎２２－１１０１
（担当医：町立沼田厚生クリニック）
◆９月 ２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
（担当医：たかはし内科消化器内科）
◆９月 ９日（日）
歯
科
系…武内歯科医院（滝川市）
☎０１２５－２３－３５２５
内科・外科系…深川市立病院
☎２２－１１０１
（担当医：成田医院）

消費税の軽減税率制度に関する説明会の開催について
深川税務署・沼田町・沼田町商工会では、事業者の方を対象として、消費税の軽減税率
制度に関する説明会を開催します。
取扱商品の適用税率の確認や、適用税率ごとの区分経理への対応など、多くの事業者の
方において、制度の実施に向けた準備が必要となりますので、ぜひ説明会にお越し下さい。
■説明内容
①軽減税率制度（軽減対象品目、帳簿請求書等の記載方法、税額計算など）の概要
②適格請求書等保存方式（インボイス制度）の概要
③軽減税率制度へ対応するための中小事業者への支援措置について
■対象者
全ての事業者の方
■日 時
平成３０年１０月２日（火） １５：００～１６：００
■会 場
沼田町観光情報プラザ
２Ｆ多目的交流ホール （沼田町本通２丁目３－６）
■申込・お問合せ 沼田町商工会 ☎３５－２２３１ ＦＡＸ３５－２８４４
※説明会に参加される場合には、事前に申込が必要となりますので、９月２５日（火）
１７：００までにお電話又はＦＡＸでお申込下さい。

８月２３日から９月１４日までの行事予定
行事名
８月２３日（木）

時

夜高あんどん祭り前夜祭

間

場

所

１８：００～

役場前

２４日（金）

平成３０年夜高あんどん祭り

２５日（土）

平成３０年夜高あんどん祭り

２７日（月）

脳トレ教室

１０：００～

ふれあい

２８日（火）

高齢者サロン

１０：００～

緑町コミセン

３０日（木）

「明日萌の里」パークゴルフ大会

９月 ２日（日）

８：００～

パークゴルフ場

沼田町敬老会

１１：００～

町民会館

のぞみ会

１３：００～

ふれあい

沼田消防合同訓練

１６：００～

除雪センター

１３日（木）

第３回議会定例会

１０：００～

役場議場

１４日（金）

高齢者元気１００倍！教室

１０：００～

ふれあい

３日（月）

平成３０年７月豪雨災害への義援金にご協力を！
沼田町内の土地住宅情報など、沼田で暮らすための情報が満載です。
是非一度移住定住ブログを訪問してみて下さい。

移住定住情報公式サイト

http://teiju.com/

西日本を中心とする豪雨災害で被災された方々の支援を目的に、日本赤十字社沼田町分区では、町内
の各施設に「義援金箱」を設置しています。
義援金は、日本赤十字社を通じて被災地にお届けいたしますので、皆様のご協力をお願いいたします。
■設置施設
◎役場庁舎１階窓口
◎暮らしの安心センター

◎健康福祉総合センター１階窓口
◎まちなかほっとタウン 物産サービスセンター

