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重度身体障害者（児）の生活圏拡大と社会参加の促進を図ることを目的とした、ハイヤー

料金助成チケットを交付していますので、対象となる方は申請下さい。 

 

■対 象 者 

沼田町に在住し、身体障害者手帳の交付を受け、その障害の程度が１級又は２級の方。 

■助成内容 

町内に事業所を有するハイヤー会社で利用できるチケットを交付しています。 

チケットは２４枚綴り（役場を中心とした半径２．５ｋｍを超える地域にお住まいの方は

３６枚綴り）ですが、平成２９年度より制度を拡大し、人工透析を受けている方にはそれに

加えて更に１００枚交付いたします。一度に１枚利用される場合は「５４０円分」、一度に

２枚以上利用される場合は「２枚目以降５００円分」のチケットとして利用できます。 

■使用期限 

平成３０年３月３１日（土）まで  

■申請方法 

身体障害者手帳と印鑑を持参し、保健福祉課（ふれあい）福祉グループ窓口で申請して下

さい。 

■お申し込み・お問合せ 保健福祉課福祉グループ 電話３５－２１２０ 

「熊本地震災害」義援金について 

 

重度身体障害者（児）ハイヤーチケット１冊（２４枚綴り）を交付しています！ 

町民パークゴルフ場シーズン券の販売について 

Ａコープぬまた店が平成２９年４月１５日（土）正午をもって営業を終了するため、４月１

６日（日）からスーパーマーケットＤa＊マルシェ沼田店が４月２７日（木）にオープンする

までの間の町民皆様のご不便を解消するため、沼田町からホクレンショップ秩父別店まで「臨

時買物バス」を運行いたします。 

運賃は無料ですので、ご利用ください。 

■運行車両  町営バス１台により送迎いたします。 

■運 行 日  平成２９年 ４月１８日（火）・２１日（金）・２５日（火） 合計３日間運行 

■行  程 

 

 

 

 

 

 

※バス利用の際、予約の必要はありません。発車時間までにお集まりください。 

※今回の運行に関しては、「買物弱者対策」のため臨時的な運行であることをご理解願います。 

■お問合せ 農業商工課 商工観光グループ 電話３５－２１１４ 

場     所 時   間 

ＪＡ北いぶき沼田支所前 １０：００ 出発 

ホクレンショップ秩父別店 
１０：１０ 到着 

１０：４０ 出発 

ＪＡ北いぶき沼田支所前 １０：５０ 到着 

 

A コープぬまた店閉店に伴う臨時買物バス運行のご案内 

 昨年４月に発生した熊本地震災害により被害を受けられた方々を支援するため、本年３月

３１日まで、役場庁舎内に「義援金募金箱」を設置したところ、大変多くの皆様からご支援

をいただくことができました。 

 皆様のご協力に対しまして、心からお礼申し上げます。 

 なお、皆様からいただきました義援金につきましては、日本赤十字社を通じて被災地にお

届けさせていただきました。 

    義援金受入総額 ２２３，５９８円（H29.3.31 現在） 

 今後におきましても、保健福祉課の窓口にて義援金を受け付けておりますので、引き続き

皆様のご支援・ご協力をお願いいたします。 

 

■お問合せ       保健福祉課福祉グループ（日本赤十字社沼田町分区） 
今年の町民パークゴルフ場のオープンは、４月下旬を予定しておりますが、オープンに先

立ち、シーズン券を町内一般１０，０００円、町内高校生以下は５，０００円で、役場住民

生活課窓口にて販売しておりますので是非お買い求めください。また、購入の際には満点ス

ノッピカードを５００円分としてご使用になれます。 

１０回分の料金で１１回使用できる大変お得な「回数券」もオープン初日からパークゴル

フ場にて販売いたしますので是非ご購入ください。 

パークゴルフ場のオープンの日程については、改めて防災無線等でお知らせいたします。 

■お問合せ 教育委員会 電話３５－２１３２ 

 

 

 
 

                                            
    
      

沼田町教育委員会ブログ 検 索 

各種事業の取組や、お知らせなどを掲載して 
います。どうぞご覧ください。 

 

スマホは 

QRコードから 

 

 

教育委員会ブログ 
 

URL http://blog.canpan.info/numakyoui/ 

 



キップ・定期券は、ＪＲ石狩沼田駅でお買い求め下さい。 

祝祭日を除く月～金の 7:20～13:40で販売中です。 

※9:00～9:30、11:20～12:30は窓口を閉めております。 

                                                    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

今まで 

国民健康保険被保険者証の更新について 

 現在お持ちの国民健康保険被保険者証が、４月３０日（日）をもって有効期限がきれるた

め５月１日（月）以降使用できなくなります。 

 つきましては、下記の日程で新しい被保険者証を交付いたしますので、必ず被保険者証・

印鑑をご持参のうえ４月２８日（金）までに手続きを済ませてください。 

 

■持参いただくもの  被保険者証・印鑑 

■被保険者証交付日程 

日 程 9：30～11：00 13：30～15：00 15：30～17：00 

対 象 行 政 区 旭町西・東 高穂・更新 共成・東予 

４月１７日（月） 旭町ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰ 高穂２ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰ 共成地区活性化ｾﾝﾀｰ 

    

日 程 9：00～10：00 10：30～12：00 13：00～17：15 

対 象 行 政 区 恵比島・幌比里 北竜 1・2・3 全区域 

４月１８日（火） 恵比島地区活性化ｾﾝﾀｰ 北竜地区活性化ｾﾝﾀｰ 保健福祉課 

 

日   程 8：45～17：15 

対 象 行 政 区 全区域 

４月１９日（水）～ 保健福祉課（ふれあい） 

■注 意 

１．４月１７日（月）及び１８日（火）午前中は上記の場所で更新手続きを行いますので、

役場での更新はできません。 

２．被保険者証の更新を行わなくても、国保の資格は喪失しないため、国保税は課税されま

すので、他の保険に加入した場合は忘れずに手続きをしてください。 

 ３．更新の手続きを行わず、病院等に受診した場合１０割請求される場合があります。 

■問合せ先 保健福祉課保険グループ  電話 ３５－２１２０ 

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  平成２９年 ４月２５日（火）１３：００～１５：００ 

■ 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・民生委員 

■ そ の 他  当日は、電話相談も受付けます。 

■ 主 催  沼田町人権擁護活動推進会 

■ お問合せ   保健福祉課福祉グループ 電話３５－２１２０ 

北海道深川保健所    電話（０１６４）２２-１４２１ 

「人権心配ごと相談所」を開設します 

平成２８年度深川保健所 「こころの相談」 「思春期相談」について 

現代はストレス社会といわれ、こころの問題を抱えた方が増えています。 

深川保健所では、こころの健康について専門の医師による無料相談を実施しています。 

相談をご希望の方は下記の日程をご覧いただき、予約した上でご利用ください。秘密は厳守

いたします。 

なお、保健師が対応する面接･電話での相談は随時お受けできますので、お気軽にご利用く

ださい。 
 

【相談内容例】 
・眠れない日が続いて、やる気がない。 

・こころが落ち込み何もしたくない。 

・人と会うのがおっくうで閉じこもりがちになっている。 

・こどもの心配事（不登校・ひきこもりなど）。 

・お酒を飲んで仕事や家庭に支障をきたしている。  

・大切な人を亡くして、つらくて立ち直れない。 

 

日     時 事前予約の締切日 場 所 

５月１８日（木）１３:３０~１６:００ ５／１５（月）  

いずれも 

１２:００迄 

深川市２条１８番６号 
北海道深川保健所 

６月１６日（金）１４:００~１６:３０ ６／１３（火）  

８月２４日（木）１３:３０~１６:００ ８／２１（月）  

９月２２日（金）１４:００~１６:３０ ９／１９（火）  

１１月１６日（木）１３:３０~１６:００ １１／１３（月）  

１２月２２日（金）１４:００~１６:３０ １２／１９（火）  

２月１５日（木）１３:３０~１６:３０ ２／ ９（金）  

３月１６日（金）１４:００~１６:３０ ３／１３（火）  

■ご予約・お問合せ 北海道深川保健所 健康推進課健康支援係 電話(０１６４)２２-１４２１ 
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 地域の皆さまと行政が取り組む「協働のまちづくり」を推進するため、町職員を各行政区に

「地域担当職員」として配置し、地域の課題解決や地域の活性化のお手伝いを行っています。 

 

■地域担当職員の業務：地域担当職員は次の業務を行います。 

・地域の課題解決や地域づくりについて、住民の皆さんと話し合うため、地域の会議や行事へ

参加します。 

・地域活動に役立つ行政情報を提供します。 

・地域の要望や課題などについて各担当部署と連絡調整を図ります。 

 

■地域からの要請：「こんなことが知りたい」「こんな事業をしたい」「こんな問題がある」など

の相談がある場合は、区長さんを通じて住民生活課（３５－２１１５）または地域担当職員に

要請を伝えて下さい。業務などを調整後、地域担当職員を派遣いたします。 

 

■地域担当職員の配置  

行政区名 地域担当職員 

市内第１東、市内第１南、市内第１北 中野栄治、按田義輝、高橋征一 

市内第２、市内第３、市内第４、南町 菅原秀史、村中博隆、西尾佳代 

市内第５、市内第６、市内第７、緑ヶ丘 嶋田英樹、福井美由樹、小玉好紀 

旭町東、旭町西、高穂第１ 篠原 毅、黒田美和、赤井圭二 

仲町東、仲町西、西町 篠原 暁、神薮 太、岡田敏行 

沼田第１、沼田第３、沼田第４ 前田昌清、滝本周三、荒川幸太 

高穂第２、更新、共成、東予 浅野信行、三浦 剛、片岡好時 

北竜第１、北竜第２、北竜第３ 高儀和明、春山顕一、岡部昌幸 

恵比島第１、幌比里、中央 横山 茂、亀谷良宏 

 

■お問合せ 住民生活課 生活環境グループ  電話３５－２１１５ 

 

 

地域担当職員制度をご活用ください 

野生化したアライグマが全国各地で目撃され、沼田町でも近年捕獲頭数が増加傾向にあり

ます。 

危険なので、見掛けたときは近づいたり、餌を与えたりしないでください。 

町内に生息しているアライグマは、もともと日本に居なかった動物です。 

ペットとして持ち込まれたものが捨てられて野生化し、天敵が居ない、繁殖力が強いなど

の理由から、急速に生息範囲を拡大しています。 

沼田町内でも農作物被害が発生している状況となっています。また、全国では民家に住み

つき、ふん尿による被害が深刻化したため、防除対象となる国の特定外来生物に指定されて

います。 

見た目に反してアライグマは、気性が荒く、どう猛でかみついたり引っかいたりすること

があります。 

また、人や動物に感染する皮膚病などの原因菌を持っていることもあるため、見掛けても

近づいたり、触ったりしないでください。 

アライグマの被害が発生しお困りの方は、農業商工課までお問い合わせください。 

■アライグマに関するお問い合わせ  農業商工課   電話３５－２１１４ 

アライグマの被害に注意して下さい!! 

自分で飲酒をコントロールできず、強迫的にそれを繰り返す方。過度な飲酒が原因で体を

壊したり、家族や周囲に迷惑をかけ事故や事件を起こしてしまう方。これらはアルコール依

存症の症状であり病気です。 

アルコール依存症の方が、互いの体験を語り合うことで病気を正しく理解し、飲酒しない

生き方の学びを目的として「アルコールミーティング」を開催いたします。ご家族の方も参

加できます。 

 
■日 時 いずれも１５:００～１６:００  都合により日程変更する場合があります。 

平成２９年 ４月１４日（金） 平成２９年 １０月１３日（金） 

      ５月１２日（金）       １１月１０日（金） 

      ６月 ９日（金） １２月 ８日（金） 

      ７月１４日（金） 平成３０年  １月１２日（金） 

      ８月１８日（金）        ２月 ９日（金） 

      ９月 ８日（金）        ３月 ９日（金） 

 
■場 所 深川市２条１８番６号  

北海道深川保健所 ２階会議室（ハローワーク深川向かい） 
■費 用 無料です。※プログラム内容によっては実費程度を頂く場合があります。 
■お申込み・お問合せ 北海道深川保健所 健康推進課健康支援係  

☎ (０１６４)２２－１４２１ 

 

 

飲酒に関することでお困りの方… 

「アルコールミーティング」 のお知らせ 



 沼田町公営住宅等募集情報 

沼田町では、次の公営住宅等入居者を募集しております。 
 

■公営住宅 

【申込資格】 ※全て満たすこと。 

 ○住宅に困窮しており、政令月収 158,000 円以内の世帯 

 ○暴力団員ではないこと 
※政令月収を超えていたり、単身の方でも入居できる場合がありますが、制限がありますので
ご相談下さい。 

■道営住宅 
【申込資格】 ※全て満たすこと。 
 ○住宅に困窮しており、政令月収 158,000 円以内の世帯 
 ○暴力団員ではないこと 
※政令月収を超えている世帯でも入居できる場合がありますが、制限がありますのでご相談下
さい。 

 

団地 建設年度 間取り 
単身者・世帯向 

詳 細 等 

家賃（円） 

※収入により 

異なります 

募集戸数 募集状況 

ガーデン 

タ ウ ン 

ぬ ま た 

H7 3LDK 
世帯向 

Ａ棟 402 号室 

21,400～ 

（他に駐車場・給

湯器のリース料） 

１ 

随 時 

募集中 

H7 3LDK 
世帯向 

Ａ棟 404 号室 

21,400～ 

（他に駐車場・給

湯器のリース料） 

１ 

H7 3LDK 
世帯向 

Ｂ棟 304 号室 

21,400～ 

（他に駐車場・給

湯器のリース料） 

1 

H7 3LDK 

世帯向 

Ｂ棟 403 号室 

 

21,400～ 

（他に駐車場・給

湯器のリース料） 

1 

H7 3LDK 
世帯向 

Ｂ棟 406 号室 

21,400～ 

（他に駐車場・給

湯器のリース料） 

1 

H8 3LDK 

世帯向 

Ｃ棟 306 号室 

 

21,400～ 

（他に駐車場・給

湯器のリース料） 

1 

H8 3LDK 

世帯向 

Ｃ棟 402 号室 

 

21,400～ 

（他に駐車場・給

湯器のリース料） 

1 

 

※公営住宅、道営住宅ともに、低所得世帯を対象とした減免措置がありますので、 

 対象となる世帯所得等詳しい内容については下記までお問い合わせください。 

 

※詳しくは、 

沼田町移住定住情報公式サイト http://teiju.com/をご覧頂くか、住民生活課 移住定住

応援室（☎35-2115）へお問合せください。 

 

団地 建設年度 間取り 
単身者・世帯向 

詳 細 等 

家賃（円） 

※収入により 

異なります 

募集戸数 募集状況 

ｺｱﾀｳﾝ 21 

H10 １LDK 
単身者向 

A 棟 301 号室 

35,000 

（他に有料駐車

場 2,000 円） 

1 

４/2１ 

締切 

H10 １LDK 
単身者向 

A 棟 305 号室 

35,000 

（他に有料駐車

場 2,000 円） 

1 

H11 １LDK 
単身者向 

Ｂ棟 202 号室 

35,000 

（他に有料駐車

場 2,000 円） 

1 

H12 2LDK 
世帯向 

Ｃ棟 306 号室 

43,000 

（他に有料駐車

場 2,000 円） 

1 

緑 町 

H2 3LDK 

世帯向 

59 号棟 

201 号室 

15,100～ 

（他に給湯器の

リース料） 

1 

随 時 

募集中 

H9 

Ｈ8 
2LDK 

世帯向 

Ｂ棟 106 号室 

Ｃ棟 102 号室 

Ｄ棟 104 号室 

Ｂ棟 106 号室 

16,300～ 

Ｃ棟 102 号室 

16,200～ 

Ｄ棟 104 号室 

16,000～ 

３ 

H8 3LDK 
世帯向 

Ｄ棟 204 号室 

19,600 

（他に駐車場・給

湯器のリース料） 

1 
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春のヒグマ注意特別期間について 

 北海道では、ヒグマと人間が遭遇してしまう確率が高い春と秋に「ヒグマ注意特別期間」

を設定し、地域住民や観光客にヒグマによる人身事故発生を防止するため注意を呼び掛けて

おります。 

平成２９年「春のヒグマ注意特別期間」は平成２９年４月１日（土）から５月３１日（水）

となっております。そのため、すでに注意特別期間に入っていることから山林に入る際には

十分に注意してください。 

  

■山菜採りなどの活動時は特に注意！ 
 全道的に山菜・キノコ採りの際にヒグマに遭遇したという報告が多く寄せられています。

他にも、狩猟や山林作業中の被害も多々あります。 

 仕事や余暇で少しでも山野に入る時には下記の注意事項を守り、ヒグマに遭遇しないよう

努めてください。 

 

■ヒグマの被害に遭わないために  
 ・事前にヒグマの出没情報を確認する 

 ・一人では野山に入らない 

 ・野山では音を出しながら歩く 

 ・薄暗いときには行動しない 

 ・フンや足跡を見たら引き返す 

 ・食べ物やゴミは必ず持ち帰る 

 

■北海道内のヒグマ情報について 
 ヒグマの出没情報などを調べる際の利便を図るため、北海道では下記のホームページで、

ヒグマに関する注意情報を提供している市町村ホームページのリンクを公表しています。観

光などで他市町村に訪れる際に、ぜひご活用ください。 

 

【北海道内のヒグマ情報ＨＰ（市町村のヒグマ関連情報）】 

   http://www.pref.hokkaido.lg.jp/ks/skn/ higuma/joho.htm 
 

■ヒグマの目撃等に際しましては、下記の電話番号にご連絡ください。 
農業商工課   電話３５－２１１４ 

※ヒグマも個体によって人への慣れ方や

攻撃性が異なり、同じ方法で撃退できる

とは限りません。とにかくヒグマに遭遇

しないよう、左記の注意を参考に「ヒグ

マ予防」をしてください。 

 

http://www.pref.hokkaido.lg.jp/ks/skn/%20higuma/joho.htm


 日曜・祝日当番医のお知らせ 

◆４月１６日（日） 

歯   科   系…若葉台病院(滝川市)         ☎０１２５－７５－２２６６ 

内科・外科系…斎藤整形外科医院（深川市） ☎２３－３７３７ 
◆４月２３日（日） 

歯   科   系…扇町歯科医院(滝川市)    ☎０１２５－２４－３３００ 

内科・外科系…深川市立病院        ☎２２－１１０１ 

◆４月２９日（土） 

歯   科   系…木村きよし歯科(深川市)   ☎２３－３８８６ 

内科・外科系…深川市立病院        ☎２２－１１０１ 

◆４月３０日（日） 

歯   科   系…ぬまくら歯科(深川市)    ☎２２－５６１５ 

内科・外科系…深川市立病院        ☎２２－１１０１ 

 

４月１３日から４月２９日までの行事予定 

行事名            時 間    場 所 

４月１３日（木） スポーツクラブ定期利用    １９：００～ 町民体育館 

１４日（金） 雪合戦教室          １９：００～ 町民体育館 

１８日（火） 高齢者サロン         １０：００～ 旭町コミセン 

       行政相談           １３：００～ 町民会館 

２０日（木） スポーツクラブ定期利用    １９：００～ 町民体育館 

２１日（金） 雪合戦教室          １９：００～ 町民体育館 

２４日（月） 脳トレ教室          １０：００～ ふれあい 

２５日（火） 高齢者サロン         １０：００～ 緑町コミセン 

２７日（木） 乳幼児健診          １１：４５～ ふれあい 

       スポーツクラブ定期利用    １９：００～ 町民体育館 

２８日（金） 雪合戦教室          １９：００～ 町民体育館 

  ２９日（土） 化石体験館オープン      １３：００～ 化石体験館 

          


