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第４５回 沼田町敬老会を開催します 
沼田町と沼田町社会福祉協議会の共催により『第４５回沼田町敬老会』を開催します。 
対象となる皆様には、お住まいの地域の行政区長を通じて『出席』又は『欠席』の確認と

『バス利用の有無』を確認させていただきます。 
 大勢の皆様のご参加をお待ちしております。 
 
■開催日時 平成３０年９月２日（日）１１：００～ 
■会  場 沼田町民会館 講堂 
■そ の 他 敬老会当日は、臨時運行バスにより送迎致します。 
      ※臨時運行バスの運行時刻表は、下記のとおりです。 
■対象者となる年齢要件  

平成３０年１２月３１日までに７５歳以上になる方が対象です。 
（昭和１８年１２月３１日までに生まれた方が対象です。） 

■お問合せ 保健福祉課 福祉グループ ☎３５－２１２０ ＦＡＸ３６－２００５ 
 

東 部 方面 

町営バス停留所又は 
目標施設等の名称 

予定 
時刻 

高穂２ 町分岐点 9:45 
共 成 中島 9:48 
共 成 中島入口 9:50 
共 成 共成活性化センター 9:52 
共 成 共成第１ 9:55 
東 予 西田の坂 9:56 
東 予 東予 9:57 
東 予 中東予 9:58 
東 予 東予会館前 9:59 
東 予 西東予 10:03 
共 成 共成３金井宅 10:05 
共 成 安達 10:07 
更 新 睦橋 10:08 
更 新 更新第２ 10:09 
更 新 更新高台付近 10:10 
更 新 更新第３ 10:11 
更 新 中更新 10:13 
更 新 更新第１ 10:15 
更 新 月見橋 10:17 
高穂２ 高穂２ 10:18 
高穂１ 白雪橋付近 10:20 
高穂１ 田坂宅地先付近 10:22 
旭町東 旭町吉田宅 10:25 
旭町東 旭町旧ボーリング場 10:27 

町民会館 到着 10:30 
 

北 部・中央部 方面 
町営バス停留所又は 
目標施設等の名称 

予定 
時刻 

幌比里 本通り 10:00 
幌比里 伊東橋 10:02 
幌比里 恵比島第３ 10:05 

恵比島１ 恵比島活性化センター 10:06 

恵比島１ 恵比島駅前 10:07 
恵比島１ 永徳寺 10:08 
幌比里 牧場前 10:09 
幌比里 恵比島４会館前 10:11 

中 央 豊橋真布入口付近 10:13 

中 央 真布乗降場付近 10:14 

中 央 四十坊宅地先付近 10:16 

沼田４ 長原宅地先付近 10:19 
市内７ 緑町小西商店前 10:22 
緑ヶ丘 沼田６会館前 10:24 
緑ヶ丘 緑町団地Ｃ棟前 10:25 
市内２ 農協前 10:27 

町民会館 到着 10:30 
 

西 部 方面 
町営バス停留所又は 
目標施設等の名称 

予定 
時刻 

北竜３ 桜の沢 10:00 
北竜３ 梅の沢 10:01 
北竜３ 工業団地前 10:02 
北竜３ 北北竜付近 10:04 
北竜２ 口美会館前 10:08 
北竜２ 口美北線付近 10:10 
北竜２ 碧水橋付近 10:12 

北竜２ 美葉牛橋中山宅地先付近 10:14 

北竜１ 波止場通付近 10:16 
北竜１ 本願寺駅逓前 10:17 

沼田３ 鷲尾宅地先付近 10:18 

沼田１ 石田宅地先付近 10:20 

沼田３ 沼田３農機組合格納庫 10:22 

西 町 体育館前 10:24 
西 町 沼田中学校前 10:26 
市内３ ふれあい前 10:28 

町民会館 到着 10:30 
 

※上記停留所等の順に送迎バスを臨時運行します。 
※到着（通過）時刻は目安としてください。（多少前後しま
す。） 
※停留所等の付近（前後）での乗車も可能です。 
 バスに見えるよう手を挙げる等の合図をお願いします。 
※帰りも停留所等の付近（前後）で降車できます。添乗員
にお申し出ください。 
※網掛けの場所以外は、町営バスのバス停です。 

「国民健康保険」及び「後期高齢者医療」の保険証の更新手続きがお済みでない方は、お
手持ちの保険証の有効期限が７月３１日までとなっており、病院などで使用することができ
ません。 
保険証の更新手続きがお済みでない方は、保険証をご持参のうえ手続きにお越しくださる

ようお願いいたします。 
また、現在、社会保険等の他の健康保険に加入されている場合は、国民健康保険の資格喪

失手続きが必要となりますので、必要書類と印鑑をご持参のうえ、役場保健福祉課へ手続き
にお越しください。 
 
■受付・お問合せ 保健福祉課 保険グループ ☎３５－２１２０ 

 

保険証の更新手続きはお済みですか 

乗合タクシーをご利用下さい 

６月１日からスタートした「乗合タクシー」は、既に延べ１，０００名以上の方々に利用
いただいております。まだ利用したことがない方につきましても、お気軽にご利用ください。 
予約される際、時間帯によっては電話が大変混雑しており、皆様にはご不便をおかけする

こともございますが、ご了承願います。 
ご利用方法、登録方法等不明な点がありましたら、下記までお問合せ下さい。 
 

■お問合せ 建設課 管理グループ ☎３５－２１１６ 

長年、使用されてきました「沼田町火葬場」の今後の取扱いにつきまして、町民皆さま
にご説明をする「町民説明会」を開催致します。 
是非この機会に参加していただき、町民皆さまのご意見をお聞かせください。 

 
■日 時 平成３０年８月３１日（金）１９：００～ 

平成３０年９月 １日（土）１０：００～ 
■場 所 健康福祉総合センター ふれあい 「すこやかホール」 
■お問合せ 住民生活課 生活環境グループ ☎３５－２１１５  
 

町民説明会の開催について 



  

                                                    
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
  
 
 
 
 

 

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３０年８月２７日（月）１３：００～１５：００ 
■場 所 暮らしの安心センター 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。 
■お問合せ 保健福祉課 福祉グループ ☎３５－２１２０ 

 

「人権心配ごと相談所」を開設します 

平成３０年度甲種防火管理新規講習について 

■講習種別 
甲種防火管理新規講習 

 
■講習日時 
平成３０年９月１３日（木）・１４日（金）の２日間 

 １日目 ９：００～１６：００ 
２日目 ９：００～１４：００ 
※受付は両日とも８：５５まで 

 
■講習場所 
深川市８条１０番２０号 深川消防総合庁舎３階講堂 

 
■申込方法 
防火管理に関する講習会受講申込書（様式第８号の１の１）に必要事項を記入し、消防組 

合管内の消防署又は支署の予防係にお申込み下さい。申込時に受講票をお渡しします。なお、
支署に提出の場合は、受講票のお渡しは後日となります。 
郵送による受付もいたしますが、受講票発送のため８２円切手を貼った返信用封筒（長形 

３号）を同封し申込み下さい。なお、郵送の場合の送付先は深川消防署予防課予防係となっ 
ております。 
 
■申込期間 
平成３０年８月１３日（月）～平成３０年８月３０日（木） 

 
■受 講 料  
３，５００円  
※講習初日の受付時に納入して頂きますので、できるだけ釣銭のないようにご持参願いま
す。なお、納入後の受講料は返還できませんのでご承知おき下さい。 

 
■そ の 他  
・講習当日は、受講票、筆記用具、印鑑をご持参下さい。印鑑は修了証交付時（２日目）
に使用します。 

・遅刻、途中退席等された場合は修了証の交付は出来ません。 
・受講中、携帯電話の使用は認めません。 
・車でお越しの方は、職員の指示に従い駐車するようお願いします。なお、駐車場内での
事故等には一切責任を負いませんのでご承知おき下さい。 

・不明な点はお近くの消防署又は支署予防係へお問合せ下さい。 
・防火管理者の選任にあっては、防火管理上必要な業務を適正に遂行することのできる管
理的又は監督的地位にある方を努めて選任するよう指導しています。 

 
■申込・お問合せ 

深川消防署予防課予防係 
≪郵送受付はこちらまで≫ 

〒074-0008 
深川市８条１０番２０号 ☎２２－２８１４ 

沼 田 支 署 予 防 係 沼田町南１条３丁目６番４２号 ☎３５－２０５０ 

 

毎年８月を北方領土返還要求運動強調月間として、全道各地で署名 
やパネル展など返還要求運動に関係する催しが開催されています。本 
町においても、８月３１日までの期間中、健康福祉総合センター１階 
ラウンジ・暮らしの安心センター・まちなかほっとタウンにおいて署 
名コーナーを設置していますので、町民皆様のご協力をお願いします。 
 
■お問合せ 総務財政課 総務グループ ☎３５－２１１１ 

北方領土返還要求運動の
シンボルの花「千島桜」 

北方領土返還要求運動強調月間です 

平成３０年７月豪雨災害への義援金にご協力を！ 
西日本を中心とする豪雨災害で被災された方々の支援を目的に、日本赤十字社沼田町分区では、町内

の各施設に「義援金箱」を設置しています。 

義援金は、日本赤十字社を通じて被災地にお届けいたしますので、皆様のご協力をお願いいたします。 
 
■設置施設 

        ◎役場庁舎１階窓口    ◎健康福祉総合センター１階窓口 

        ◎暮らしの安心センター   ◎まちなかほっとタウン 物産サービスセンター 

納税通知書は第１期分と第２期分を併せて８月１０日（金）に発送します。  
納税は８月と１１月の２回に分けて納めます。（年額が１万円以下の場合は、８月の納期に

全額を納めます。） 年の中途で事業をやめた人は、別に指定した期日までとなります。  
 
○次のようなときはお問合せください。  
・納税通知書が届かないとき 
・やむを得ず納期限までに一括納付が困難なとき  
・口座振替納税をするとき  
 
■お問合せ 空知総合振興局 深川道税事務所  ☎２３－３５７８ 

８月３１日は、個人事業税第 1 期分の納期限です 
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平成３０年度自衛官等募集案内 

■自衛官候補生 
      陸上・海上・航空自衛隊の自衛官を養成する制度で、所要の教育を経て２等

陸・海・空士として任官されます。（任期あり） 
資 格 日本国籍を有し、採用予定月の 1日現在１８歳以上２７歳未満の男女 

 受付期間 試験日により異なりますので、お問合せください 
 試験期日 平成３０年９月１８日（火）・２０日（木）・２５日（火） 
      ※いずれか１日 
 試験会場 受付時にお知らせします。 
 
■一般曹候補生 

陸上・海上・航空自衛隊の基幹隊員となる曹自衛官を養成する制度で、入隊 
後 2年 9ヶ月以降選考により 3等陸・海・空曹として任官されます。（任期 
なし） 

 資  格 日本国籍を有し、平成３１年４月１日現在１８歳以上２７歳未満の男女 
 受付期間 平成３０年７月１日（日）～９月７日（金） 
 試験期日 平成３０年９月２１日（金）・２２日（土）・２３日（日） 
      ※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) 
 
■航 空 学 生  

海上・航空自衛隊のパイロット等を養成する制度です。（任期なし） 
 資  格 日本国籍を有し、平成３１年４月１日現在１８歳以上２３歳未満の男女（海） 
      日本国籍を有し、平成３１年４月１日現在１８歳以上２１歳未満の男女（空） 
      （高卒・見込み含む） 
 受付期間 平成３０年７月１日（日）～９月７日（金） 
 試験期日 第１次試験：平成３０年９月１７日（月・祝日） 
 試験会場 陸上自衛隊旭川駐屯地(旭川市春光町) 
 
■お問合せ 自衛隊旭川地方協力本部 南地区隊 ☎０１６６－５４－５６１７ 
      総務財政課 広報情報グループ   ☎３５－２１１１ 



 
 

 
 

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。 

※不在となる時間帯もあります。 

 

◆８月１１日（土・祝） 
歯   科   系…もじり歯科クリニック（赤平市）  ☎０１２５－３２－１１８１ 
内科・外科系…斎藤整形外科医院（深川市）    ☎２３－３７３７ 

◆８月１２日（日） 
歯   科   系…Ｅデンタルクリニック（滝川市）  ☎０１２５－２４－９４６９ 
内科・外科系…深川市立病院           ☎２２－１１０１ 

◆８月１９日（日） 
歯   科   系…はぎわら歯科クリニック（芦別市） ☎０１２４－２２－５８５８ 
内科・外科系…深川市立病院           ☎２２－１１０１ 

◆８月２６日（日） 
歯   科   系…西尾歯科医院（滝川市）      ☎０１２５－２３－４８１６ 
内科・外科系…深川市立病院           ☎２２－１１０１ 
     （担当医：町立沼田厚生クリニック院長 鳥本勝司） 

日曜・祝日当番医のお知らせ 

８月９日から８月３０日までの行事予定 
行事名             時 間    場 所 

８月 ９日（木）  乳幼児健診           １１：４５～ ふれあい 
１０日（金） 高齢者元気１００倍！教室    １０：００～ ふれあい 
１７日（金） 暮らしの保健室         １０：００～ 安心センター 

      子ども交流ひろば        １０：３０～ Ｂ＆Ｇ海洋センター 
１８日（土） 教育長杯争奪パークゴルフ大会   ８：３０～ パークゴルフ場 
２１日（火） 高齢者サロン          １０：００～ 旭町コミセン 

 定例行政相談          １３：００～ 町民会館 
２３日（木） 夜高あんどん祭り前夜祭     １８：００～ 役場前 
２４日（金） 平成３０年夜高あんどん祭り 

  ２５日（土） 平成３０年夜高あんどん祭り 
  ２７日（月） 脳トレ教室           １０：００～ ふれあい 
  ２８日（火） 高齢者サロン          １０：００～ 緑町コミセン 
  ３０日（木） 「明日萌の里」パークゴルフ大会  ８：００～ パークゴルフ場 


