巡回無料法律相談会のお知らせ
旭川弁護士会による巡回無料法律相談会が下記の日程で開催されます。
実際にまだ法律問題にはなっていなくても、心配事等がある場合には是非弁護士の無料相談を
ご利用ください。
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あらかじめ法律の知識を身に着けておくことで、重大なトラブルを回避できることもありま
す。
■日「

「ぬまた町元気応援商品券【第６弾】」の有効期限について
本年７月に皆様へお配りしました「
「ぬまた町元気応援商品券「 第６弾】」の有効期限が１０月３
１日（月）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、

産業創出課商工観光グループ

☎３５－２１５５

「プレミアム付き商品券」の販売について
沼田町商工会において「プレミアム付き商品券」を販売しておりますので、皆さまこの機会に
是非お買い求め下さい。
■販 売 日

■場 「 「 所 沼田町健康福祉総合センターふれあい相談室
■相「 談「 料 無料
■ご予約・お問合せ

総務財政課総務グループ「 「 「 ☎３５－２１１１

※予約がない場合でも相談は受けられますが、予約された方が優先となりますので、ご了承く
ださい。

お早めにご利用下さい。
■お問合せ

「 時 令和４年１１月１６日（水） 午後２時～午後５時

令和４年１０月１４日（金）～１０月２８日（金）

■販売場所及び時間
①沼田町商工会（観光情報プラザ内）

午前９時～午後５時（平日のみ）

全国瞬時警報システム（J-アラート）の訓練放送について
◆放送日時：令和４年１１月２日（水）午前１０時００分頃
１１月２日（水）午前１０時頃に、防災無線を通じて情報伝達の訓練放送を行います。
ご家庭の戸別受信機からテスト放送が流れますので、町民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戸別受信機から、訓練放送が一斉に放送
されます。

②まちづくりぬまた物産サービスセンター（まちなかほっとタウン内）
平

日

午前９時～午後７時

土日祝

午前９時～午後５時

■販 売 額

１口５,０００円（1 世帯最大 6 口(３０,０００円分)までご購入できます）

■ﾌﾟﾚﾐｱﾑ率

２０％（１口５,０００円で購入すると、６,０００円分のお買い物ができます。
）

■利用期間

令和４年１０月１５日（土）～令和５年１月３１日（火）

■注意事項

・お買い求めの際は１０月６日に区長発送でお配りした購入券が必要になります。
・住民登録上、別世帯として同一住宅にお住まいの方の内、購入券が１世帯分しか

【放送内容】
開始のチャイム
「こちらは、防災ぬまたです。只今から訓練放送を行います。」
緊急地震放送チャイム音
「緊急地震速報。大地震です。大地震です。これは訓練放送です。」※繰り返し３回
「こちらは、防災ぬまたです。これで訓練放送を終わります。」
終了のチャイム
※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

届いていない場合は、恐れ入りますが購入の際にその旨をお申し出ください。
・「プレミアム付き商品券」のポスターがある店舗等でご利用いただけます。
■そ の 他

この事業は、北海道のプレミアム付商品券発行支援事業費より補助を受けて実施
しています。

■お問合せ

沼田町商工会

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。

☎３５－２２３１

※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

高齢者世帯の除雪費の助成について

後期高齢者医療制度のお知らせ
～傷病手当金の支給について～

冬期間の除雪作業を自力で行うことが困難な高齢者世帯に対し、除雪業者等への作業委託費
用の一部を助成します。
■除雪範囲

■助成内容

①居住する家屋の玄関前及び玄関から道路までの生活道路の除雪
②家屋の屋根及び窓の除雪

（疑いを含む）した場合に、傷病手当金が支給される場合があります。

※住宅に隣接している車庫や物置の屋根雪降ろし・窓すかしも対象になります。

■対象者

①後期高齢者医療制度被保険者であり、給与等の支払いを受けている方。（賞与は除く）

ただし、上記①・②それぞれ１シーズン２万円が助成限度額となります。

②業務災害以外の理由による感染症等のため労務に服することができず、受けることができる

令和４年１１月１日（火）～令和５年３月１０日（金）まで

■申請方法

以下の要件を満たす方は、委託業者との契約書及び領収書（領収書は後日代金支
払い後でも可です）、印鑑と振込口座名義の預金通帳を持参の上、保健福祉課で申

■対象世帯

はずであった給与等の全部又は一部を受けることができない方。
■支給対象期間
令和２年１月１日から令和４年１２月３１日（延長される場合があります）
入院が継続される場合は、支給を始めた日から通算して１年６ヶ月まで対象となります。
■支給額の計算方法

請してください。
町民税非課税世帯又は町民税均等割のみ課税世帯（生活保護世帯を除く）で、次
のいずれかに該当する世帯です。
「 「 ※１２月１日（基準日）現在、町内に住所を有し、現に居住している世帯
①世帯主が７０歳以上、同居の親族が６５歳以上の世帯員で構成されている世帯

直近３カ月間の給与収入合計額÷就労日数×３分の２×支給対象日数
支給対象日は、療養のため労務に服することができなくなった日から起算して４日目以降の
「就労を予定していた日」となります。

※１日当たりの支給額に上限があります。「

■申請方法

②７０歳以上の単身者世帯

申請には、医師の意見書（医療機関を受診した場合）及び事業主の証明書が必要となります。

③世帯全員が６５歳以上で、世帯員のうち、身体障がい者手帳(１級もしくは２級、

申請をする場合は、下記までお問合せいただき、必要書類等をご確認ください。

又は肢体不自由の下肢もしくは体幹に該当)を所持、又は要介護認定(要介護１～

■お問合せ 保健福祉課保険グループ

５）を受けている方がいる世帯

☎３５－２１２０

「メールぬまた」登録受付中です！

④世帯全員が６５歳以上で病弱なため除雪が困難と認められる世帯
■お問合せ

以下の条件をすべて満たす方

委託業者へ支払った額の２分の１を助成します。
※１シーズンとは原則１２月１日から３月３１日までとします。

■申請期間

北海道後期高齢者医療制度に加入している被保険者の方が新型コロナウイルス感染症に感染

※年齢要件は、令和５年３月３１日現在の年齢とします。

「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。

保健福祉課福祉グループ

平成３０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、

☎３５－２１２０

テレビ等から情報が得られない中、情報配信に役立ちました。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。

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/

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

https://numasapo-desk.com/

産業創出課 ☎３５-２１５５

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
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職業訓練指導員講習の受講者募集について
■受講資格

技能検定試験の１級及び単一等級の合格者他

■受付期間

令和４年１１月２８日（月）から１２月９日（金）まで

■実施予定地

札幌市、旭川市他

■実施時期 令和５年１月上旬から２月下旬のうち、定められた７日間４８時間
■受講料等
■定

２４，２００円

※受講手数料、テキスト代、消費税込

員 全道で１００名程度を予定
※希望者が多い場合は、訓練業務につく方を優先的にするよう順位が定められ
ておりますので、ご了承ください。

■そ の 他 ・この講習は、職業訓練指導員に求められる指導方法等に関する能力を付与する
ために実施されます。講習を良好な成績で修了した方には修了証書が交付され
北海道へ申請することにより、北海道知事から免許交付が受けられます。
・新型コロナウイルス感染拡大防止の観点より、例年と受付方法が異なっており
ます。詳細は下記の申込先までお問い合わせください。
■申込み・お問合せ
〒073-0025

滝川市流通団地３丁目６番２３号

空知地方技能訓練協会

☎０１２５－２４－１８８０

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、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

年度を通じて受付を行っています。

試験期日

１１月試験日程：２０日（日）・２１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）

■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

総務財政課広報情報グループ

☎０１６６－５５－０１００
☎３５－２１１１

日曜・祝日当番医のお知らせ
◆１０月２３日（日）
内科・外科系…深川市立病院（担当医：町立沼田厚生クリニック 院長 鳥本勝司）
☎２２－１１０１
歯
科
系…北竜町歯科診療所（北竜町）
☎３４－２６５６
◆１０月３０日（月・祝）
内科・外科系…北海道中央病院（深川市）
☎２２－２１３５
歯
科
系…深川第一病院歯科口腔外科（深川市）
☎２３－３５１６
◆１１月３日（木・祝）
内科・外科系…斎藤整形外科医院（深川市）
☎２3－３７３７
歯
科
系…若葉台病院（滝川市）
☎０１２５－７５－２２６６
◆１１月６日（日）
内科・外科系…深川市立病院（担当医：みきた整形外科クリニック 院長 三木田光）
☎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
◆１１月１３日（日）
内科・外科系…深川市立病院（担当医：北竜町立診療所 院長 浦本幸彦）
☎２２－１１０１
歯
科
系…みなみ歯科医院（滝川市）
☎０１２５－２４－３７３４

１０月２０日から１１月１３日までの行事予定
日 付
１０月２１日（金）

行事名
時 間
場 所
元気１００倍！教室
１０：００～ ふれあい
あったまーる
１２：００～ 安心センター
特設行政相談所
１３：３０～ 町民会館
２２日（土） マイナンバーカード交付申請窓口
９：００～ 住民生活課
沼田町にぎわい活性化イベント２０２２
１１：３０～ まちなか他
２３日（日） 明日萌駅秋フェスタ
１１：００～ 明日萌駅
２４日（月） 脳トレ教室
１０：００～ ふれあい
いきいき大学閉講式
１１：００～ ゆめっくる
２５日（火） 緑町サロン
１０：００～ 緑町コミセン
２７日（木） 乳幼児健診
１１：００～ ふれあい
２８日（金） ハロウィンビールパーティー
１８：３０～ ほたる館
２９日（土） マイナンバーカード出張申請窓口
９：００～ まちなか
古着市
９：００～ ふれあい
ゆきものががりハロウィンイベント２０２２
１７：００～ まちなか
１１月 １日（火） 沼田厚生クリニック前立腺がん検診（～１１/２、１１/４）
１３：１５～ 厚生クリニック
３日（木） 町民芸術祭（芸能発表）
１０：３０～ 町民会館
６日（日） 文化財見学会
９：４５～ ゆめっくる
７日（月） 旭川バス総合健診
７：００～ ふれあい
のぞみ会
１３：００～ ふれあい
１２日（土） 明日萌駅特別公開（～１１/１３）「 １０：００～ 明日萌駅
１３日（日） 町民交流フェスタ
１０：００～ ゆめっくる
図書館ミニミニフェスタ
１０：００～ ゆめっくる
※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。

