
 

    

 

  

 

 

 

 

  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

今まで 

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 

令和元年６月２７日発行 第１０４６号（１/２） 

 

 ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ http://www.town.numata.hokkaido.jp ﾒｰﾙ soumu@town.numata.lg.jp 

第４６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  ８：４５ 入場行進及び開会式 

９：１５ 競技開始 

     １１：４５ 競技終了 

■お問合せ 教育委員会 ☎３５－２１３２ 

 

 

令和元年７月７日（日）※８：３０集合 

沼田小学校グラウンドで開催します。 

特定医療費（指定難病）受給者証等更新（継続）申請につい
て 次の医療受給者証をお持ちの方で、有効期限が平成３１年（令和元年）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が転入された場合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 令和元年７月１日（月）～９月３０日（月） 

■お問合せ 深川保健所 健康推進課 保健係 ☎２２－１４２１ 

 

幌新温泉特別ご優待券〈入浴利用券〉（サーモン色）をお持ちの方

へ 
本年６月末現在の後期高齢者医療

被保険者の皆様にお配りしました入

浴利用券（３枚綴り・サーモン色）

は、有効期限が令和２年１月３１日

までとなっておりますので、お早め

にご利用ください。 

 

■お問合せ 保健福祉課 保険グループ ☎３５－２１２０ 

 

ヘルプマーク・ヘルプカードについて 
沼田町では、外見からは障がいのあることが分からない方などが、周囲の方からの援助や

配慮を得やすくなるように、ヘルプマーク・ヘルプカードを配布しています。 

 

■ヘルプマークとは… 

 義足や人工関節を使用している方、内部障がいや難病の方、または妊娠初期の方など、外

見から分からなくても援助や配慮を必要としている方々が、周囲の方に配慮を必要としてい

ることを知らせることで、援助を得やすくなるよう、作成されたマークです。 

 ヘルプマークを身に着けた方を見かけた場合は、電車・バス内で席をゆずる、困っている

ようであれば声をかける等、思いやりのある行動をお願いします。 

■ヘルプカードとは… 

 障がいがある人などの中には、自分から「困った」となかなか伝えられない人がいます。

支援が必要なのに「コミュニケーションの障がいのため上手に伝えられない」、「困っている

ことを自覚していない」人もいます。特に、災害時には困りごとが増えることが想定されま

す。 

「ヘルプカード」は、そういった障がいのある方などが困った時に助けを求めるためのも

ので、「手助けが必要な人」と「手助けできる人」を結ぶカードです。 

 緊急連絡先や必要な支援内容などが記載でき、普段から身に着けておくことで、日常場面

で困ったとき、緊急時、災害時などに周囲の方へ援助や配慮をお願いしやすくするカードで

す。 

■配布場所 

 健康福祉総合センターふれあい（保健福祉課） 

 

■お問合せ 

 保健福祉課 福祉グループ ☎３５－２１２０ 



                                                    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

   

  

 

 

 

 

今まで 

町有地の販売について 
 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を販売いたします。 

■販売物件      

・所 在 地   沼田町南１条２丁目１７９番地６４・６５の内（①北側） 

・販売面積  約３５９㎡（２筆合計） 

・販売価格  １，７５８，３００円 
 

・所 在 地   沼田町南１条２丁目１７９番地６５の内・６８・６９（②南側） 

・販売面積  約３６０㎡（３筆合計） 

・販売価格  １，６７０，１００円 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

■応募資格 

 ①自らが入居する住宅用地として使用する方で、土地購入後３年以内に住宅を建設する方      

②下記のいずれにも該当しない方 

  ・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      令和元年７月３１日（水） 

■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ください。 

■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      ・用地測量等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「住んで快適住まいる応援奨励金」の交

付対象です。 

■申込・お問合せ 総務財政課 財務グループ ☎３５－２１１１ 

 

 

沼田町職員（社会人枠）募集について 

■募 集 人 員  一般事務職 若干名 

■採用年月日  令和元年９月１日付け採用予定 

■受 験 資 格  高等学校卒業以上の学歴を有し、令和元年９月１日現在で満３０歳以上満

３５歳以下の方で、民間企業等（国、地方公共団体の機関を含む）におい

て、正規職員として職務経験が３年以上を有し、これらの職務経験を沼田

町職員として生かす意欲に溢れ、採用後沼田町に居住できる方で普通自動

車免許を有する方。 

        ※ただし、日本国籍を有しない方、または地方公務員法第１６条のいずれ

かに該当する方は受験できません。 

■試 験 方 法  適性試験、論文試験、面接試験により実施 ※詳細は追って通知します。 

■試 験 日   令和元年８月３日（土）予定 

■試 験 会 場  沼田町役場 

■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最終学校の卒業見込み証明書、または卒業証書の写し 

③職務経歴書（職務経歴が分かるもの） 

■応 募 期 限  令和元年７月１９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 総務グループ ☎３５－２１１１ 

沼田町職員（有害鳥獣駆除員）募集について 

■募 集 人 員  有害鳥獣駆除員 １名 

■採用年月日  令和元年９月１日付け採用予定 

■受 験 資 格  高等学校卒業以上の学歴を有し、令和元年９月１日現在で満２２歳以上満

３５歳以下の方で、有害鳥獣駆除の経験を２年以上有し、有害鳥獣駆除経

験を沼田町職員として生かす意欲に溢れ、採用後沼田町に居住できる方で

普通自動車免許、わな猟免許、第１種銃猟免許、銃器所持許可を有する方。 

        ※ただし、日本国籍を有しない方、または地方公務員法第１６条のいずれ

かに該当する方は受験できません。 

■勤 務 内 容  有害鳥獣駆除業務、就農支援実習農場業務 

■試 験 方 法  適性試験、論文試験、面接試験により実施 ※詳細は追って通知します。 

■試 験 日   令和元年８月３日（土）予定 

■試 験 会 場  沼田町役場 

■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最終学校の卒業見込み証明書、または卒業証書の写し 

③免許許可書写し（わな猟免許、第１種銃猟免許、銃器所持許可） 

■応 募 期 限  令和元年７月１９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 総務グループ ☎３５－２１１１ 

 

 



 

    

 

    

 

  

 

 

 

 

  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

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/ 

今まで 
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令和元年度狩猟免許試験等の実施について 
 【狩猟試験予備講習】 

■日  時  令和元年７月２８日(日) ９：００～１６：３０ 

■会  場  岩見沢市会館まなみーる（岩見沢市９条西４丁目１番地１） 

■受 講 料  ・第１種、第２種  １０，０００円(テキスト代込み)  

・網 ７，５００円 ・わな ７，５００円 

・第１種または第２種と同時に網、わなを受講 １０，０００円 

■受付期間 令和元年７月２日（火）～令和元年７月２３日（火）まで 

 

【狩猟試験】 

■日  時  令和元年８月４日(日) ９：００～ 

■会  場  空知総合振興局（岩見沢市８条西５丁目） 

■受 験 料  ・申請手数料 ５，２００円 ※一部免除者 ３，９００円 

・医師の診断書 ４，０００円 

■受付期間  令和元年６月１９日（水）～令和元年７月１９日（金） 

※沼田町有害鳥獣対策委員会では、試験受験に係る経費の助成をしています。 

受験希望の方は下記までお問合せください。 

■お問合せ 農業商工課 農業振興グループ ☎３５－２１１４ 

 

 
固定資産税に係る家屋（住宅・納屋・車庫等）の届出につい

て 
 

次のような場合は、忘れずに住民生活課税務グループまで届け出をしてください。 

届出の対象は、住宅のほか車庫や物置、格納庫、納屋など建物全般です。 

 

①建物を新築中または増築中の場合 → ご連絡ください。建物の評価に伺います。 

②建物を取り壊したとき      → 家屋滅失の届出が必要です。 

③建物の所有者が変わったとき   → 所有者変更の届出が必要です。 

（②と③については、登記をされた方は不要です） 

■届出・お問合せ 住民生活課 税務グループ ☎３５－２１１５ 

 

 

令和元年度自衛官等募集案内 
 ■自衛官候補生 

      陸上・海上・航空自衛隊の自衛官を養成する制度で、所要の教育を経て２等陸・

海・空士として任官されます。 

資  格 日本国籍を有し、採用予定月の 1 日現在、１８歳以上３３歳未満の男女 

 受付期間 令和元年７月１日（月）～９月６日（金） 

 試験期日 令和元年９月１７日（火）・１８日（水）・２３日（月・祝） 

      ※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） 

 

■一般曹候補生 

      陸上・海上・航空自衛隊の基幹隊員となる曹自衛官を養成する制度で、入隊後

２年９ヶ月以降、選考により３等陸・海・空曹として任官されます。（任期な

し） 

資  格 平成３１年４月 1 日現在１８歳以上３３歳未満の男女 

受付期間 令和元年７月１日（月）～９月６日（金） 

 試験期日 １次試験：令和元年９月２０日（金）・２１日（土）・２２日（日） 

      ※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） 

 

■航 空 学 生  

海上・航空自衛隊のパイロット等を養成する制度です。（任期なし） 

 資  格 日本国籍を有し、平成３１年４月１日現在１８歳以上２３歳未満の男女（海） 

      日本国籍を有し、平成３１年４月１日現在１８歳以上２１歳未満の男女（空） 

      （高卒・見込み含む） 

 受付期間 令和元年７月１日（月）～９月６日（金） 

 試験期日 第１次試験：令和元年９月１６日（月・祝） 

 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 ☎０１６６－５５－０１００ 

      総務財政課 広報情報グループ   ☎３５－２１１１ 

 

 

 



北海道障害者職業能力開発校では、各科の訓練内容、応募・選考方法、入校経費及び寮

生活などについて、広く一般の方をはじめ、入校希望者や保護者等の皆さまにご理解を深

めていただくことを目的として、下記のとおり見学会が開催されます。 

 

１．日  時   令和元年７月２９日（月）１３：３０～１５：３０ 

２．場  所   北海道障害者職業能力開発校（砂川市焼山６０番地） 

３．対 象 者   一般見学の方、養護学校・支援学校・高等学校等の在校生（学年不問）、

保護者、教職員、障がい者関係機関、企業の方等 

４．日 程 

 

 

 

 

 

 

※総合ビジネス科、プログラム設計科、ＣＡＤ機械科、建築デザイン科、総合実務科 

５．申込期限  令和元年７月２２日（月） 

  ※申込書は保健福祉課で配布しています。 

 

■お問合せ 北海道障害者職業能力開発校 ☎０１２５－５２－２７７４ 

保健福祉課 福祉グループ  ☎３５－２１２０ 

 

 

項  目 時  間 内  容 

受  付 １３：００～１３：３０ 正面玄関ホールで受付 

概要説明 １３：３０～１３：５０ 訓練内容、応募・選考方法説明等 

校内見学 １３：５０～１４：５０ ①コース：全科目（※）及び寮見学 

②コース：総合実務科及び寮見学 

質疑応答 １４：５０～１５：３０ 質疑応答 

 

                                                    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

   

  

 

 

 

 

今まで 

６月２９日から７月１３日までの行事予定 

行 事 名      時 間     場 所 

６月２９日（土） 認定こども園運動会      ９：１５～ 認定こども園 

７月 １日（月） 半日総合健診         ７：００～ 旭川がん検診センター 

のぞみ会          １３：００～ ふれあい 

４日（木） 町長杯争奪パークゴルフ大会  ８：３０～ 町民パークゴルフ場 

７日（日） 町民体育祭          ８：４５～ 小学校グラウンド 

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

         沼田消防演習        １３：３０～ 役場・駅前通り 

  １２日（金） 高齢者元気１００倍！教室  １０：００～ ふれあい 

  １３日（土） いきがい講座        １３：００～ ゆめっくる 

◆６月３０日（日） 

歯   科   系…Ｅデンタルクリニック（滝川市）     ☎０１２５－２４－９４６９ 

内科・外科系…深川市立病院              ☎２２－１１０１ 

         （担当医：深川内科クリニック） 

 

◆７月 ７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…深川市立病院              ☎２２－１１０１ 

         （担当医：北竜町立診療所） 

 

◆７月１４日（日） 

歯   科   系…赤平ファミリー歯科クリニック（赤平市） ☎０１２５－３２－４８８４ 

内科・外科系…深川市立病院              ☎２２－１１０１ 

 

◆７月１５日（月・祝） 

歯   科   系…芦別ふじい歯科医院（芦別市）      ☎０１２４－２２－１２２１ 

内科・外科系…深川第一病院              ☎２３－３５１１ 

日曜・祝日当番医のお知らせ 北海道障害者職業能力開発校見学会の開催について 

「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。昨年９月６日未明に発生した胆振東部地震の際にも「メールぬまた」で情報を配信し、

テレビ等から情報が得られない中、情報収集に役立ちました。 

登録がお済みでない方は、随時受け付けておりますので、下記のとおり登録をお願いし

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。※登録されている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、設定をご確認ください。また、ご不明な点がございましたら下記までお問合せくだ

さい。 

■お問合せ 総務財政課 総務グループ ☎３５－２１１１ 



 


