冬休みが始まります！規則正しい生活をおくりましょう！
■冬休み期間
・認定こども園（１号認定）１２⽉２４⽇（⽊）〜１⽉１７⽇（⽇）
令和２年１２月１７日発行 第１０８１号（１／２）

・沼⽥学園
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「雪なごり瑞華」消費拡大キャンペーン期間の一部変更について
ご好評いただいております「雪なごり瑞華」の消費拡⼤に向けたキャンペーンにつきまし
て、下記のとおり実施期間が⼀部変更となりますので、お知らせします。
■キャンペーン期間及び内容
①無料提供キャンペーン 令和２年１２⽉３１⽇（⽊）まで【変更】
ご予約のうえ団体で飲⾷店をご利⽤する際、「雪なごり瑞華（720 ㎖）」１本を無
料にて提供いただけます。
②３割引きキャンペーン 令和３年３⽉３１⽇（⽔）まで【変更なし】
町内の酒販店等で「雪なごり瑞華」を定価の３割引でご購⼊できます。
720 ミリリットル

1,430 円 → 1,000 円（税込み）

1.8 リットル

2,750 円 → 1,925 円（税込み）

■留意事項
※ご提供された「雪なごり瑞華」をお⼟産としてお持ち帰りいただくこともできます。
（提供⽅法は各飲⾷店によって異なります）
※お⼟産品として提供された「雪なごり瑞華」を別の飲⾷店に持ち込んでお飲みになる⾏
為はご遠慮ください。
■お問合せ

沼⽥町商⼯会 ☎３５－２２３１

「町民還元！地場産品消費拡大事業」の申込ハガキの返送を
お忘れではありませんか
沼⽥町では、美味しく栄養たっぷりの沼⽥町の特産品を町⺠の皆様に味わって頂き、健康

⼩学校

１２⽉２４⽇（⽊）〜１⽉１３⽇（⽔）

中学校

１２⽉２６⽇（⼟）〜１⽉１７⽇（⽇）

※学園閉庁⽇は１２⽉２９⽇（⽕）〜１⽉３⽇（⽇）となります。学園閉庁⽇の緊急
連絡は教育委員会（℡35-2132）へお願いします。
■外出時間
・⼩学⽣ 午後４時まで（暗くなる前に⾃宅へ帰る）
・中学⽣ 午後６時まで 以降は保護者が同伴することになっています。
■健康・安全
・新型コロナウイルス感染症、インフルエンザ等の感染、流⾏が⼼配されます。
「⼿洗いの励⾏」、「マスクの着⽤」、「咳エチケット」、「３密を避ける」等の感染
予防、および免疫⼒を⾼めるため「⼗分な睡眠」「適度な運動」「バランスの取れた⾷
事」を⼼がけるようお願いします。
・スマートフォンの急速な普及に伴い、有害情報の氾濫、個⼈情報の漏えい、インターネ
ットのトラブルやコミュニティサイトを利⽤した事件が増加しています。また睡眠不⾜
のほかスマホの使い過ぎによる⾝体的、精神⾯での影響も指摘されています。今⼀度ご
家庭で⼦ども達とスマホやゲームについて話し合うことが⼤切です。
・冬型の事故が⼼配されます。この時期は雪も多く⾒通しの悪い所がたくさんあり、交通
事故や落雪事故などご家庭や地域の皆さんで⼦ども達が事故にあわないよう注意や指導
をお願い致します。
■あいさつ運動
・家族、友⼈、⾝近な⼈、地域の皆さんと「笑顔で気持ちよくあいさつを交わす」ことが
できる沼⽥っ⼦を⽬指しています。ご協⼒をお願い致します。
・楽しく充実した冬休みにするため、また⼦ども達の健やかな成⻑のため、町⺠皆さんの
温かいサポートをお願い致します。
■お問合せ 教育委員会 教育課 学務グループ
沼⽥町⽣徒指導委員会 ☎３５－２１３２

で元気に過ごしてもらうことを⽬的に、雪中⽶またはトマトジュースとケチャップのセット
をお配りしています。
ご⾃宅に郵送いたしました申込ハガキの返送をされていない⽅は、１２⽉２５⽇（⾦）ま
でに返送をお願いいたします。
■お問合せ 農業推進課 新農業対策室 ☎３５－２１１４

～沼田町はＪＲ北海道を応援しています～

「ＪＲに乗り続け隊」サポーター募集中！
キップ・定期券は、ＪＲ石狩沼田駅でお買い求めください
午前 7 時 20 分～午後 1 時 40 分

平日（祝祭日除く）で販売中！

※不在となる時間帯（8：55～9：50、11：25～12：35）がございます。ご確認ください。
■お問合せ 産業創出課 ☎３５-２１５５

「ぬまた町元気応援商品券」の有効期限について
９⽉に皆様へお配りしました「ぬまた町元気応援商品券」の有効期限が１２⽉３１⽇
（⽊）までとなっておりますので、まだご使⽤になられていない商品券がございましたら、
お早めにご利⽤下さい。
■お問合せ 役場産業創出課 商⼯観光グループ ☎３５－２１５５

雪による事故・被害に注意しましょう
いよいよ雪の降る季節を迎えました。降雪・積雪による事故や被害を未然に防ぐため、次
の事項に注意するよう⼼がけましょう。

障害者の税控除対象者認定書の交付について
本⼈または被扶養者が障害者である場合、確定申告等により所得税や町道⺠税の所得控
除を受けることができます。また、⾝体障害者⼿帳や療育⼿帳などの交付を受けていない
⽅でも、６５歳以上の⽅で障害の程度が障害者に準じており、市町村⻑が認定した場合に
障害者控除の対象となります。
沼⽥町では６５歳以上の町⺠で、次のすべての要件を満たす⽅に令和２年確定申告時に
必要となる「障害者控除対象者認定書」を発⾏いたしますので、申請をされる⽅は保健福
祉課福祉グループまでお越しください。
■対象要件 ① 沼⽥町に住所がある６５歳以上の⽅で、要介護認定を受けている⽅
② ⾝体障害者⼿帳・療育⼿帳・精神障害者保健福祉⼿帳等の交付を受けて
いない⽅

■屋根の雪下しをする際は︕
（１）複数で実施︕

⇒ １⼈で⾏う場合は家族や近所の⽅に必ず声をかけましょう。

（２）すべり⽌め︕

⇒ 靴やはしごにすべり⽌めをつける等の⼯夫を。

（３）周囲も確認︕

⇒ 下を歩く通⾏⼈や⼦供などに注意しましょう。

（４）命綱をつけて︕

⇒ ⾯倒でも、転落防⽌のために命綱をつけましょう。

（５）携帯電話を持参︕ ⇒ 作業のときは携帯電話を持参しましょう。
■除雪機を使⽤する際は︕
（１）服装に注意︕

⇒ 機械に巻き込まれないように注意しましょう。

（２）エンジンに注意︕ ⇒ 雪詰まり時などは、必ずエンジンを停⽌してから取り除きま
しょう。
（３）周囲も確認︕

⇒ 通⾏⼈や⾞など、周囲を確認して⾏いましょう。

■気を付けて︕冬道運転
雪道はすべりやすくなります。運転には次のことを⼼がけましょう。
（１）夏場より減速︕

⇒

夏場に⽐べて１０キロ以上スピードダウンを。

（２）⾞間距離を⼗分に︕⇒

⾛⾏中は⼗分な⾞間距離を。

（３）追い越し注意︕

⇒

無理な追い越しは絶対しない︕

（４）「急」はダメ︕

⇒ 急加速・急ハンドル・急ブレーキなど、「急」の付く動作は
危険です。

※暴⾵雪などが予想されるときは、外出をひかえましょう。また、普段からテレビなどで天
気予報のチェックをしておきましょう。
■お問合せ 総務財政課 総務グループ ☎３５－２１１１

沼⽥町では求職者と求⼈者をつなぐために、無料職業紹介所
「ぬまわーくサポートデスク」を開設しています。

ぬまわーくサポートデスク

■お問合せ

産業創出課

https://numasapo-desk.com/

☎３５-２１５５

③ 主治医の意⾒により、⽇常⽣活⾃⽴度の判定が⼀定基準の⽅
※

基準⽇︓令和２年１２⽉３１⽇

■必要書類 ① 障害者控除対象者申請書
② 障害者控除対象者認定⽤診断書
※

書類は保健福祉課においてお渡しします。

■お問合せ 保健福祉課 福祉グループ

☎３５－２１２０

生活福祉資金（緊急小口資金）特別貸付のお知らせ
北海道社会福祉協議会では、新型コロナウイルス感染症の影響による休業等で⽣活資⾦
にお困りの⽅へ『⽣活福祉資⾦（緊急⼩⼝資⾦）特別貸付』を⾏っています。この度、申
請受付期間の 12 ⽉末が来年 3 月末に再延長されました。申請申込み⼿続きは沼⽥町社会
福祉協議会で⾏ない、北海道社会福祉協議会による審査の決定後に貸付が⾏われます。な
お、この資⾦は貸付⾦で償還(返済)が必要です。給付⾦ではありません。
■貸 付 内 容
・貸付対象

新型コロナウイルス感染症の影響を受け、休業等で収⼊が減少し緊急か
つ⼀時的な⽣活維持のための貸付を必要とする世帯

・貸付限度額 ①⼀世帯につき１回限り１０万円以内
②世帯に要介護者や個⼈事業主がいるなど特例の場合は２０万円以内
・据置期間

貸付の⽇から１年以内

・償還期間

据置期間後２年以内

・貸付利⼦

無利⼦

・そ の 他

感染防⽌のため、希望の⽅は事前に沼田町社会福祉協議会へお問い合わ
せください。また、詳細については道社協ホームページをご覧ください。

■お問合せ 北海道社会福祉協議会 ☎０１１－２４１－３９７６
沼⽥町社会福祉協議会 ☎３５－１９９８ 沼⽥町南 1 条 1 丁⽬８番 25 号
（暮らしの安⼼センター内）

年末年始の各施設の業務日程のご案内
→お休みです

○→通常業務
令和２年１２⽉
27(⽇) 28(⽉)
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役

場

固定資産税に関する家屋（住宅・納屋・車庫等）の届出について
次のような場合は、忘れずに住⺠⽣活課税務グループまで届け出をして下さい。
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建物を新築中また増築中の場合 → ご連絡下さい。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。）
■お問合せ 住⺠⽣活課 税務グループ ☎３５－２１１５

歳末特別警戒（強化期間）が始まります
慌しい年の瀬を迎え、ちょっとした不注意による⽕災やその他災害の多発が予想される中、
これらの災害を予防・警戒し、住⺠⽣活の安全のため歳末特別警戒を実施します。
■強化実施期間
令和２年１２⽉２５⽇（⾦）〜３１⽇（⽊）まで
■重点項⽬
（１）⽕災予防広報及び⼈命安全対策の普及
（２）消防隊の出動体制の強化
（３）消防機械器具の整備点検及び消防⽔利の確保
沼⽥⽀署・沼⽥消防団で強化期間中、次の活動を実施しますので、皆様のご協⼒をお願い
いたします。

消防団員による夜間警戒パトロール

2(⼟)

3(⽇)

4(⽉)

5(⽕)

8︓45

6(⽔)

○

~12:15

※役場の業務については休⽇中、⽇直（警備員）が対応致します。緊急等必要に応じ、
職員が対応致します。
9︓00

9︓00

9︓00

9︓00

~17:00

~17:00

~21:00

図書館

10︓30

10︓30

10︓30

10︓30

~18:30

~18:30

~18:30

~18:30

町⺠会館

9︓00

9︓00

~17:00

~17:00

町⺠体育館

○

○

○

⾼穂スキー場

10︓00
~16:00

10︓00
~16:00

10︓00
~16:00

あんしん
センター

9︓00
~17:00

○
10︓00
~16:00

10︓00
~15:00
※⾷堂は
休業

10︓00
~16:00

10︓00
~16:00

10︓00
~16:00

10︓00
~16:00

9︓00

8︓30

8︓30

8︓30

9︓00

9︓00

8︓30

~17:00

~20:00

~20:00

~17:00

~17:00

~17:00

~20:00

トレーニング

9︓00

17︓15

17︓15

9︓00

9︓00

17︓15

ルーム

~17:00

~20:00

~20:00

~17:00

~17:00

~20:00

なかみち

10︓00

10︓00

10︓00

10︓00

カフェ

~16:00

~16:00

~16:00

~16:00

［受付］午前 8︓00〜午前 11︓30／午後 1︓15〜午後 4︓15

沼⽥厚⽣
クリニック
（内科・外科・⽪膚）
乗合タクシー

○

○

○

○

○

○

1便
運休

1便
運休

1便
運休

1便
運休

全便
運休

全便
運休

全便
運休

全便
運休

全便
運休

全便
運休

○

○

○

○

○

○

○

1・5 便
運休

1・5 便
運休

1便
運休

1便
運休

1便
運休

全便
運休

全便
運休

全便
運休

全便
運休

全便
運休

○

○

○

◆幌新線

町営バス

1便
運休

◆東予線
全便
運休

②消防団員による夜間警戒パトロール
■お問合せ 深川地区消防組合沼⽥⽀署 予防係 ☎３５－２０５０

1(⾦)

~17:00

沼⽥町全域を⾞両巡回
沼⽥町全域を⾞両巡回

31(⽊)

ゆめっくる

①消防団員による夜間詰所勤務
１２⽉２５⽇〜３０⽇ 午後８時〜午後１０時

○

30(⽔)

平成３年１⽉

◆北空知衛⽣センター（深川市）
ゴミ処理場

○

○

○

電話 23－3584

ゆめっくる及び図書館休館のお知らせ

日曜・祝日当番医のお知らせ
◆１２⽉２０⽇（⽇曜⽇）
内科・外科系…深川市⽴病院（担当医︓津⽥こどもクリニック 院⻑ 津⽥尚也）
電話 22-1101
⻭科系…グリーン⻭科クリニック（砂川市） 電話 0125-54-3434
◆１２⽉２７⽇（⽇曜⽇）
内科・外科系…深川市⽴病院 電話 22-1101
⻭科系…⽊村きよし⻭科（深川市） 電話 23-3886
◆１２⽉３０⽇（⽔曜⽇）
内科・外科系…深川市⽴病院 電話 22-1101
⻭科系…杉村⻭科医院（深川市） 電話 22-2323
◆１２⽉３１⽇（⽊曜⽇）
内科・外科系…深川市⽴病院 電話 22-1101
⻭科系…深川第⼀病院⻭科⼝腔外科（深川市） 電話 23-3516
◆１⽉１⽇（⾦曜⽇）
内科・外科系…深川市⽴病院 電話 22-1101
⻭科系…近藤⻭科医院 電話 35-2538
◆１⽉２⽇（⼟曜⽇）
内科・外科系…深川市⽴病院 電話 22-1101
⻭科系…北⻯町⽴⻭科診療所（北⻯町） 電話 34-2656
◆１⽉３⽇（⽇曜⽇）
内科・外科系…深川市⽴病院 電話 22-1101
⻭科系…ぬまくら⻭科（深川市）電話 22-5615
◆１⽉１０⽇（⽇曜⽇）
内科・外科系…深川市⽴病院（担当医︓児島医院 院⻑ 児島俊⼀） 電話 22-1101
⻭科系…若葉台病院（滝川市） 電話 0125-75-2266
◆１⽉１１⽇（⽇曜⽇）
内科・外科系…深川第⼀病院 電話 23-3511
⻭科系…神⼭⻭科医院（⾚平市） 電話 0125-32-2575
◆１⽉１７⽇（⽇曜⽇）
内科・外科系…深川市⽴病院（担当医︓津⽥こどもクリニック 院⻑ 津⽥尚也）
電話 22-1101
⻭科系…定岡⻭科医院（妹背⽜町） 電話 32-4118
◆１⽉２４⽇（⽇曜⽇）
内科・外科系…深川第市⽴病院（深川市）電話 22-1101
⻭科系…さとう⻭科医院（砂川市） 電話 0125-53-3710
◆１⽉ 31 ⽇（⽇曜⽇）
内科・外科系…北海道中央病院 電話 22-2135
⻭科系…いち花⻭科クリニック（芦別市） 電話 0124-22-2207

令和３年１⽉１０⽇（⽇）は「沼⽥町成⼈式」を開催することから、ゆめっくる及び図書
館を休館させていただきます。なお本の返却は、ゆめっくる正⾯⼊⼝横にある返却ポストに
お願い致します。
■お問合せ

教育課

社会教育グループ ☎３５－２１３２

１２⽉１７⽇から１⽉２４⽇までの⾏事予定
⾏

事 名

時 間

場 所

１２⽉１７⽇（⽊） 第４回議会定例会（18 ⽇まで）
１０︓００〜 役場３階議場
１９⽇（⼟） ⾷改親⼦⾷育教室

９︓３０〜

ふれあい

２０⽇（⽇） ⾼穂スキー場オープン

１０︓００〜 ⾼穂スキー場

２２⽇（⽕） ⾼齢者サロン

１０︓００〜 緑町コミセン

２５⽇（⾦） ⼼配ごと相談

１３︓００〜 ふれあい

２８⽇（⽉） 脳トレ教室

１０︓００〜 ふれあい

１⽉ ８⽇（⾦） 令和３年沼⽥消防出初式

１４︓００〜 役場前駐⾞場

１０⽇（⽇） 成⼈式

１５︓００〜 ゆめっくる

１２⽇（⽕） 中３⼊試対策冬季講習会

１３︓００〜 ゆめっくる

１３⽇（⽔） まるごと元気運動教室

１０︓３０〜 ほたる館

中３⼊試対策冬季講習会

１３︓００〜 ゆめっくる

まるごと元気運動教室

１３︓３０〜 共成活性化センター

１４⽇（⽊） まるごと元気運動教室

１１︓００〜 北⻯活性化センター

中３⼊試対策冬季講習会
１５⽇（⾦） 元気１００倍︕教室
中３⼊試対策冬季講習会
１９⽇（⽕） ⾼齢者サロン
定例⾏政相談所
２０⽇（⽔） まるごと元気運動教室

１３︓００〜 ゆめっくる
１０︓００〜 ふれあい
１３︓００〜 ゆめっくる
１０︓００〜 ふれあい
１２︓００〜 町⺠会館
１０︓３０〜 ほたる館

まるごと元気運動教室

１３︓３０〜 共成活性化センター

２１⽇（⽊） まるごと元気運動教室

１１︓００〜 北⻯活性化センター

深川市⽴病院⼦宮・乳がん検診１２︓３０〜 深川市⽴病院
※新型コロナウイルス感染予防のため中⽌、延期される場合がございます。

