移動献血車が来町します！！
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「ぬまた町元気応援商品券【第５弾】」について
新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止対策により、住民の生活や地域経済など様々な面
で影響を及ぼしている中、町では全町民に対して元気回復を応援する為、これまで４回に亘り
商品券をお配りしましたが、事態の長期化に加えて昨今の原油の高騰に鑑み、
【第５弾】として
町内各商店等でご使用いただける商品券を町民皆様に郵送にて順次お配りしておりますので、
是非ご利用下さい。
■配布枚数 お一人につき５００円券を１０枚（５，０００円分）
【券内訳】
・全店共通券
７枚（３，５００円分）
・飲食店限定
３枚（１，５００円分）
■使用期限 令和４年７月３１日（日）まで
■利用可能店 ポスターのある町内各店舗（店名はＨＰをご確認下さい）
■注意事項 本券で商品を購入してもお釣りはでません。
（この他の注意事項については商品券裏面をご確認下さい）
■お問合せ 役場産業創出課 商工観光グループ ☎３５－２１５５

議会モニターを募集します
沼田町議会では、令和２年８月から“開かれた議会”を目指すため、
「議会モニター制度」を設
けています。
議会モニターには、議会運営や議会活性化に向けた、ご意見をお伺いします。
無理のない範囲で活動いただくこともできますので、ぜひご応募ください。
■応募資格 １８歳以上の町民の方（沼田町職員、地方議員でないこと）
■主な内容 ・議会定例会（６月、９月、１２月、３月）や議会各委員会の傍聴とご意見をお
伺いします。
・議会広報誌（「みんなの議会」年４回発行）やホームページにご意見をお伺いし
ます。
・議会議員との意見交換会に議会活動や議会運営にご意見をお伺いします。
■任
期 １年間（再任あり）
■募集人員 １０名
■募集期間 令和４年５月３１日（火）まで
■お問合せ 沼田町議会事務局 ☎３５-２１１７

旭川赤十字血液センターの移動献血車が来町します。
病気やケガ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。
※体調の悪い方の献血はご遠慮いただくようお願い申し上げます。
■日
時 令和４年５月１７日（火）
午前１０時００分～午後 ４時３０分
■実施場所 ①沼田町養護老人ホーム和風園 午前１０時００分～午前１１時００分
②まちなかほっとタウン
午後 １時３０分～午後 ２時１５分
③沼田町役場
午後 ２時２５分～午後 ４時３０分
■お問合せ 保健福祉課 福祉グループ ☎３５－２１２０

ガーデンタウンぬまた入居者募集について
■募集内容
団地名
規格
募集戸数
募集区分
ガーデンタウンぬまた
3ＬＤＫ
24 戸
一般
家賃（円）
駐車場（円）
エレベーターの有無
19,700～41,600
2,730
無
※募集戸数は若干変更する場合があります。
■入居資格 ①入居者全員の月額所得（所得税法上の所得額から扶養親族などの控除を行った
額）が 158,000 円以下の方。障がい者など裁量階層に該当する場合は、
214,000 円以下の方
②暴力団員でない方。 ※詳細は受付時にご説明します。
■家
賃 ①収入区分に応じて決定します。
②駐車場を使用される方は、別途駐車場使用料をお支払していただきます。
③初回の支払いは、敷金（家賃の 2 ヶ月分）です。
■入居予定 令和４年７月 1５日（金）を予定しています。
■申 込 日 ５月１９日（木）・２０日(金) 午前１０時３０分～午後 ４時３０分
２１日（土）
午前 ９時３０分～午後 ３時３０分
※上記日程以外も随時受付を行っております。
■必要書類 ①印鑑と世帯全員の収入を証明するもの（源泉徴収票など）
②申込者または同居者に障がい者手帳をお持ちの方は、交付されている手帳
■入居者選定の方法
５月２４日（火）午前１０時００分～ 申込場所において抽選会を行います。
■申込・お問合せ
エムエムエスマンションマネージメントサービス（株）空知事業所
住所：滝川市本町 2 丁目 3 番 5 号 ＴＳビル 2 階
☎０１２５－２３－３０７１
時間：午前８時４５分～午後５時３０分（土・日曜日、祝日を除く）

キップ・定期券は、
ＪＲ石狩沼田駅でお買い求めください。
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ございますので、ご確認願います。
■お問合せ ＪＲ石狩沼田駅 ☎３５－２２１０

令和４年度 消防職員の募集について
■募集人員
■採用予定日
■応募資格

■応募方法
■募集期間
■試験日時

■試験会場
■試験方法
■お問合せ

１名
令和４年７月１日（金）
次のすべてに該当する方
①平成７年４月２日以降に生まれた方で、救急救命士免許を有する方
②大型自動車免許の取得者、又は採用後に自費で取得可能な方
③採用となった場合は、沼田町に居住できる方
ただし、日本国籍を有しない方、地方公務員法第１６条に該当する者は受験で
きません
深川地区消防組合沼田支署に市販履歴書（写真貼付）及び、救急救命士免許証の写
し（資格者）を郵送または持参してください。
（郵送の場合は５月１４日必着）
令和４年４月２８日（木）から令和４年５月１５日（日）
受付時間：午前８時４５分～午後５時１５分
一次試験：令和４年５月２９日（日）午前９時００分（午前８時４５分集合）
二次試験：令和４年６月中旬予定
※日時については、一次試験合格者に別途通知します。
沼田町健康福祉総合センター「ふれあい」２階大会議室
一次試験：教養試験（６０分）
、作文（６０分）、適性試験（３５分）
、体力試験
二次試験：面接試験
深川地区消防組合沼田支署 庶務係 ☎３５－２０５０

令和４年度自衛官募集案内について
■自衛官候補生
資
格 日本国籍を有し、令和５年４月１日現在１８歳以上３３歳未満の男女
受付期間 年度を通じて受付を行っております
試験期日 ５月試験日程：１５日（日）
・１６日（月）いずれか 1 日（来月以降は別途お知らせ
します。）
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
資
格 日本国籍を有し、令和５年４月１日現在１８歳以上３３歳未満の男女
受付期間 ５月１０日（火）締切
試験期日 ５月２１日（土）～５月２３日（月）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）
■そ の 他 コロナの状況により、変更となる場合があります。
■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

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

日曜・祝日当番医のお知らせ
◆４月２９日（金・祝）
内科・外科系…北海道中央病院（深川市）
☎２２－２１３５
歯
科
系…定岡歯科医院（妹背牛町）
☎３２－４１１８
◆５月 １日（日）
内科・外科系…深川市立病院
☎２２－１１０１
歯
科
系…あさひ歯科クリニック（滝川市）
☎０１２５－２２－００３３
◆5 月 ３日（火・祝）
内科・外科系…深川市立病院
☎２２－１１０１
歯
科
系…歌志内ホワイト歯科クリニック（歌志内市）
☎０１２５－４２－４６１８
◆5 月 ４日（水・祝）
内科・外科系…深川市立病院
☎２２－１１０１
歯
科
系…扇町歯科医院（滝川市）
☎０１２５－２４－３３００
◆5 月 ５日（木・祝）
内科・外科系…深川市立病院
☎２２－１１０１
歯
科
系…きたじま歯科クリニック（深川市）
☎２６－８８８１
◆5 月 ８日（日）
内科・外科系…深川市立病院（担当医：代田剛）
☎２２－１１０１
歯
科
系…アヒコ歯科医院（滝川市）
☎０１２５－２４－８７１１
◆5 月１５日（日）
内科・外科系…深川市立病院（担当医：児島医院 院長 児島俊一）
☎２２－１１０１
歯
科
系…みやこし歯科診療所（滝川市）
☎０１２５－７５－５３３０

４月２８日から５月１５日までの行事予定
行事名
２９日（金・祝） 町民パークゴルフ場オープン

時

間

場

８：３０～

町民ﾊﾟｰｸｺﾞﾙﾌ場

化石体験館オープン

９：３０～

化石体験館

ほたる学習館オープン

９：３０～

ほたる学習館

明日萌駅春フェスタ（～5/3 まで） １０：３０～

恵比島駅

３０日（土）

沼田町自然観察会ネイチャーワーク １０：００～

ほたる学習館

５月 １日（日）

おはようラジオ体操（～10/2 まで） ６：３０～

役場前

３日（火・祝）

沼田町自然観察会ネイチャーワーク １０：００～

ほたる学習館

４日（水・祝）

令和４年成人式

ゆめっくる

７日（土）

ヌマタネズミイルカ復元骨格完成記念講演会

９日（月）
１５日（日）

のぞみ会
クリーン沼田空き缶回収一斉運動
小・中学校ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ美化一斉運動

１５：００～
１３：００～

ほたる館

１３：００～

ふれあい

８：００～
１０：００～

ふれあい前
小学校校舎前

※新型コロナウイルスの影響で中止、延期される場合がございます。

https://teiju.com/

所

