
 
 
 
 

※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 
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～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 

令和３年度 沼田町奨学資金貸付奨学生の募集について 

全国瞬時警報システム（J-アラート）の試験放送について 

沼田町職員（保健師）の募集について 

■募 集 ⼈ 員  １名 
■業 務 内 容  保健師業務 
■応 募 資 格  次のすべてに該当する⽅ 

①保健師資格を有する⽅または令和３年３⽉３１⽇までに取得⾒込みの⽅
②沼⽥町に居住できる⽅ 
③地⽅公務員法第１６条に⽋格条項に該当しない⽅ 

■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・写真貼付） 
②最終学校の卒業証明書⼜は卒業⾒込証明書 
③最終学校の成績証明書（在学中の⽅は現時点の成績証明書） 
④保健師資格を所得済みの⽅は保健師免許証の写し 

■選 考 ⽅ 法  書類審査及び⼩論⽂、⾯接試験（⽇時等は追って通知します。） 
■応 募 期 限  令和３年２⽉２６⽇（⾦）まで（必着） 
■応募先・お問合せ 保健福祉課 担当︓⿊⽥・⻄尾 ☎３５-２１２０

◆放送⽇時︓令和３年２⽉１７⽇（⽔）午前１１時頃 

２⽉１７⽇（⽔）午前１１時頃に、防災無線を通じて情報伝達試験を⾏います。ご家庭
の⼾別受信機からテスト放送が流れますので、町⺠皆様のご理解とご協⼒をお願いいたし
ます。

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⼾別受信機から、試験放送が⼀⻫に放送
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 

町では、下記のとおり令和３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５０，０００円以内 
■提 出 書 類 ①奨学⽣願書 
         ②奨学⽣推薦書（在学している学校⻑からの推薦書） 
         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 令和３年３⽉３１⽇（⽕） 
■選考・決定時期 令和３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、⼜は

沼⽥町内に住所を有し沼⽥町内に事業所を有する企業に勤務する場合は、農業委員会⼜は商
⼯会⼜は勤務先の証明を得て、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 学務グループ ☎３５－２１３２ 

「人権心配ごと相談所」を開設します 

守られていますか？ あなたの人権。 

     ひとりで悩まず、気軽に相談を‼ 
■⽇  時 令和３年２⽉２６⽇（⾦） 午後１時〜午後３時 
■場  所 沼⽥町健康福祉総合センター「ふれあい」１階相談室 
■相 談 員 ⼈権擁護委員・⺠⽣委員 
■そ の 他 当⽇は電話相談も可能です。 
■お問合せ 保健福祉課 福祉グループ ☎３５－２１２０ 

行政相談所の電話相談の受付について 
総務省より新型コロナウイルスの感染予防対策として、対⾯による⾏政相談の開設中⽌を

求められているため、本町においても⾏政相談所の開設を中⽌いたします。なお、電話相談
は通常どおり以下の時間帯で実施しておりますので、ぜひご利⽤ください。 
■⽇  時 ２⽉１６⽇（⽕） 午後５時〜午後６時 
■お問合せ 総務省⾏政相談委員（沼⽥町地区）野々宮 宏 ☎３５－１１６７ 



 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

沼田町子育て世帯町外通勤者支援事業(後期分)について 

 
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 https://numasapo-desk.com/ 
■お問合せ 産業創出課 ☎３５-２１５５ 

 

令和２年分の確定申告が始まります 

令和２年分の所得税及び復興特別所得税並びに消費税及び地⽅消費税（個⼈事業者）の
確定申告の相談及び申告書の受付が２⽉ 16 ⽇（⽕）から始まります。 

申告書の提出期限は、令和２年分の所得税及び復興特別所得税並びに贈与税、消費税及
び地⽅消費税（個⼈事業者）につきましては４⽉ 15 ⽇（⽊）です。（新型コロナウイルス
感染症拡⼤防⽌のため、期限が延⻑されました。） 

申告書は、国税庁ホームページの「確定申告書等作成コーナー」で作成し、e-Tax（電⼦
申告）で送信⼜は印刷して郵便などにより提出することができます。 

郵便により提出される⽅は、封筒に事業所個別郵便番号（〒０７８－８５０７）を記載
し、「旭川中税務署内 申告書等集中処理担当部署（深川税務署）」宛に送付してくださ
い。 

深川税務署の確定申告会場へお越しの際には、「前年分の申告書の控え」や申告に必要
な書類を持参してください（「確定申告のお知らせ」が届いている⽅はそのお知らせも持
参してください）。 

なお、深川税務署の確定申告会場へ⼊場する際には、⼊場整理券が必要となり、検温を
実施するほか、マスクの常時着⽤、⼿指の消毒をお願いします。また、申告書には、申告
者ご本⼈や扶養親族の⽅などのマイナンバーの記載が必要です。 
 ご不明な点につきましては、下記までお問い合わせください。 
■お問合せ 住⺠⽣活課 税務グループ ☎３５－２１１５ 

深川税務署 深川市４条１５番３号 ☎２３－２１９１ 

町では「⼦育て世帯の⽀援事業」として、町外へ通勤する中学⽣以下のお⼦さんを扶養する
世帯主等の保護者で、下記対象者の要件に全て該当する⽅に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「沼⽥町⼦育て世帯町外通勤者⽀援事業」を実施し
ています。 
■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、⽣計を主に担っている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「⽣計を主に担っている⽅」の判断にあたっては、所得の状況や扶養申告、住⺠
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㎞以内の地域 
（秩⽗別町） 

⽉額 1,500 円 
（年額 18,000 円相当額）

２）本町より往復２０㎞以上４９㎞以内の地域 
（深川市・北⻯町・妹背⽜町・⾬⻯町） 

⽉額 3,000 円 
（年額 36,000 円相当額）

３）本町より往復５０㎞以上９９㎞以内の地域 
（旭川市・留萌市・滝川市・⼩平町・幌加内町・新⼗津川町）

⽉額 5,000 円 
（年額 60,000 円相当額）

４）本町より往復１００㎞以上の地域  
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、住⺠⽣活課で受け取っていた

だき、下記期間内に申請してください。（受取期間内に町内商品券をお渡しします。） 

・申請期間︓２⽉２２⽇〜３⽉１２⽇ 
・受取期間︓３⽉２２⽇〜３⽉３１⽇ 

 ○受付時間 
  ⽉曜⽇〜⾦曜⽇（祝⽇は除く） 午前８時４５分〜午後５時１５分 
 〇申請に必要な書類 
  在職証明書（様式は町 HP または住⺠⽣活課でお受け取りください。） 
■お問合せ 住⺠⽣活課 移住定住応援室 ☎３５－２１１５ 

医療費控除の明細書の添付が義務化されました 

令和２年分の確定申告から、医療費の領収書を添付⼜は提⽰では、医療費控除を受ける
ことができません。 
 医療費控除を受けるためには、「医療を受けた⽅の⽒名」、「病院・薬局の名称」ごと
に、令和２年中に⽀払った医療費を合計した「医療費控除の明細書」の添付が必要となり
ます。 
 なお、医療費の領収書は、５年間保存する必要があり、税務署から求められたときに
は、提⽰⼜は提出をしなければなりません。 
 また、保険者から交付を受けた医療費通知（「医療費のお知らせ」など）を添付する
と、明細の記⼊を省略することができます。 
 ご不明な点につきましては、下記までお問い合わせください。 
■お問合せ 住⺠⽣活課 税務グループ ☎３５－２１１５ 

深川税務署 深川市４条１５番３号 ☎２３－２１９１ 



 
 
 
 

■募 集 ⼈ 員 １名 
■業 務 内 容 施設管理業務（受付・巡回・施設内環境整備） 
■応 募 ⽅ 法 「沼⽥町会計年度任⽤職員申込兼履歴書」を下記まで提出してくださ

い。 
       ※申込兼履歴書様式は下記応募先から取り寄せるか、または沼⽥町ホー

ムページの申請書ダウンロード欄からダウンロードしてください。 
■選 考 ⽅ 法 書類審査及び個⼈⾯談（⽇時等は追って通知します） 
■雇⽤・待遇 ①雇⽤期間 令和３年４⽉１⽇〜令和４年３⽉３１⽇まで 
            （勤務実績に基づき任⽤期間の更新あり） 
       ②勤務場所 沼⽥町暮らしの安⼼センター 
       ③勤務⽇数  週２〜３⽇程度  
       ④勤務時間  ⼟⽇祝⽇の勤務あり（シフト制） 
  平⽇ ⼟⽇祝⽇

４⽉〜１１⽉ 

午前７時４５分〜 
午前８時４５分

午後５時１５分〜 
午後８時１５分

午前８時１５分〜 
午後５時１５分

１２⽉〜３⽉ 午後５時１５分〜 
午後８時１５分

午前８時４５分〜 
午後５時１５分

⑤給  与  時給８９７円 
⑥有給休暇  任⽤期間に応じて付与 

■応募期限  令和３年２⽉２６⽇（⾦）まで（必着） 
■応募先・お問合せ 沼⽥町暮らしの安⼼センター 担当︓沼本 ☎３５-２０５５ 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

沼⽥町の定住奨励制度や暮らしの情報が満載です。 
 ぜひ⼀度移住定住情報公式サイトを訪問してみて下さい。 
   

移住定住情報公式サイト  https://teiju.com/ 

暮らしの安心センター施設管理員の募集について 

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 

令和３年２月１０日発行 第１０８３号（２／２）
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沼田町降雪・積雪情報 

 ２⽉１０⽇から２⽉２８⽇までの⾏事予定 
⾏ 事 名          時 間   場 所 

２⽉１６⽇（⽕） ⾼齢者サロン        １０︓００〜 旭町コミセン 
  １７⽇（⽔） 乳幼児健診         １１︓４５〜 ふれあい 

１８⽇（⽊） 深川市⽴病院⼦宮・乳がん検診１２︓３０〜 深川市⽴病院 
１９⽇（⾦） 元気１００倍︕教室     １０︓００〜 ふれあい 
２０⽇（⼟） マイナンバーカード臨時窓⼝  ９︓００〜 住⺠⽣活課窓⼝ 
２２⽇（⽉） 脳トレ教室         １０︓００〜 ふれあい 

  ２４⽇（⽔） ⾼齢者サロン        １０︓００〜 緑町コミセン   
  ２５⽇（⽊） 深川市⽴病院⼦宮・乳がん検診１２︓３０〜 深川市⽴病院 
         ５歳児相談会        １３︓１５〜 ふれあい 

２６⽇（⾦） ⼼配ごと相談        １３︓００〜 ふれあい 
※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。

◆２⽉１４⽇（⽇） 
  内科・外科系…深川市⽴病院（深川市） 電話 22-1101 
  ⻭科系…アダチ⻭科（奈井江町） 電話 0125-65-2659 
◆２⽉２１⽇（⽇） 
  内科・外科系…深川市⽴病院（深川市） 電話 22-1101 
  ⻭科系…メープル⻭科（滝川市） 電話 0125-24-5800 
◆２⽉２３⽇（⽕曜⽇・祝⽇） 
  内科・外科系…深川第⼀病院（深川市） 電話 23-3511 
  ⻭科系…啓南⻭科（滝川市） 電話 0125-24-1020 
◆２⽉２８⽇（⽇曜⽇） 
  内科・外科系…深川市⽴病院（深川市） 電話 22-1101 
  ⻭科系…みなみ⻭科医院（滝川市） 電話 0125-24-3734

日曜・祝日当番医のお知らせ 

沼⽥町の降雪・積雪状況をお知らせします。 
降雪量の累計 積雪深
2021 年２⽉ 9 ⽇現在・・・921 ㎝ 2021 年２⽉ 9 ⽇現在・・・176 ㎝

2020 年同⽇現在・・・・609 ㎝ 2020 年同⽇現在・・・・  87 ㎝
2019 年同⽇現在・・・・893 ㎝ 2019 年同⽇現在・・・・ 125 ㎝

■お問合せ 建設課 ☎３５－２１１６ 


