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幌新温泉特別ご優待券〈入浴利用券〉（若草色）をお持ちの方へ 

本年６月末現在の後期高齢者医療被保険者の皆様にお配りしました入浴利用券（若草
色・３枚綴り）は、有効期限が平成３１年１月３１日までとなっておりますので、お早め
にご利用下さい。 
 
■お問合せ 保健福祉課 保険グループ ☎３５－２１２０ 

除雪費の助成について 

■除雪範囲 （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 

         ※住宅に隣接している車庫や物置の屋根雪降ろし・窓透かしも対象にな
ります。 

■助成内容  委託業者等へ支払った額の２分の１を支給します。 
但し上記（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。 
（非課税世帯及び均等割課税世帯ともに上記限度額となります） 

       ※均等割のみ課税世帯は、これまで１万円が助成限度額でしたが、２万円限
度に増額改正しました。 

       ※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  平成３０年１１月５日（月）～平成３１年３月１５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）、印鑑と振込口座名義の預金通帳をご持参の上、保健福
祉課で申請してください。 

■対象世帯  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 
       ②７０歳以上の単身者世帯 
       ③６５歳以上の身体障がい者のみで構成されている世帯 
       ④世帯全員が６５歳以上で病弱なため除雪が困難な世帯 
       ※制度改正により、生活保護世帯は対象外となりました。 

※年齢要件は、平成３１年３月３１日現在の年齢とします。 
 
■お問合せ  保健福祉課 福祉グループ ☎３５－２１２０ 
 

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：平成３０年１１月１日(木)午前１０時頃 
 １１月１日（木）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、緊急地震速報の訓練放送
が一斉に放送されます。 
 
【放送内容】 
《開始のチャイム》 
「こちらは、防災ぬまたです。ただいまから、訓練放送を行います。」 
《緊急地震速報チャイム音》 
「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 

 

 

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とも、心配事等がある場合にはぜひ弁護士の無料相

談をご利用ください。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   時  平成３０年１１月８日（木） １４：００～１７：００ 
■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。 

 



                                                    
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
  
 
 
 
 

 

  
 

平成３１年沼田町成人式のお知らせ 

 平成３１年の成人式を、進学や就職などで町外に転出された方も地元でお祝いできるよ
う、下記のとおり開催します。 
輝かしい門出を祝う成人式に是非ご出席ください。 

 
■日 程 平成３１年１月１３日（日） １５：００から（予定） 
■会 場 沼田町生涯学習総合センター ゆめっくる 
■対象者 平成１０年４月２日～平成１１年４月１日生まれの方で次のいずれかに該当す

る方です。 
     ①沼田町に住民登録がある方 

②沼田町成人式に出席を希望される方（進学や就職のため町外に転出された方や 
ご家族が沼田町に在住している方など） 

■申込み ①に該当する方には、後日、往復ハガキで案内と出欠の確認をします。 
     ②を希望する方は、１１月３０日（金）までに教育委員会へ電話等でお申込みく

ださい。（１２月１日以降は受け付けられませんので、ご注意ください） 
※成人式に出席する方の住所・氏名・生年月日・電話番号をお知らせください。 

■申込み・お問合せ 教育委員会 ☎３５－２１３２  

町民パークゴルフ場の営業終了について 

今年の町民パークゴルフ場の営業を、１１月４日(日)１７：００をもって終了とさせて頂
きます。 
また来年のご利用を心よりお待ちしています。 

■お問合せ 教育委員会 ☎３５－２１３２ 

 
沼田町内の土地住宅情報など、沼田で暮らすための情報が満載です。 

 是非一度移住定住ブログを訪問してみて下さい。 
   
移住定住情報公式サイト  http://teiju.com/ 

『地域参観日』を実施します 

沼田学園沼田小学校では、今年度も子ども達が元気に学校生活を送っている様子を地域の
皆様にもご覧いただきたく、下記の日程で『地域参観日』を実施いたします。 
 是非この機会に児童の学校生活をご覧くださいますようお願い申し上げます。 
なお中学校教諭の乗入授業を１時間実施する予定です。 

 
■日 程  平成３０年１１月１６日(金) 
■時 間  １０：２５～１２：００ 
    ３校時  １０：２５～１１：１０ 
    ４校時  １１：１５～１２：００ 
■場 所  沼田学園沼田小学校 各教室 
 
※教科・授業内容につきましては、当日玄関横に掲示してあります学級通信をご覧ください。 
※当日は、上履き・スリッパをご持参ください。 
※給食搬入口付近への駐車はご遠慮ください。 
 
■お問合せ 教育委員会 ☎３５－２１３２ 

１０月は土地月間です 

毎年１０月を「土地月間」と定め、全国的に啓蒙活動を行っています。 
 一定面積以上の大規模な土地売買などの契約には、国土利用計画法に基づく届出が必要に
なります。 
■お問合せ 農業商工課 商工観光グループ ☎３５－２１１４ 

平成３０年度狩猟免許試験等の実施について 

【狩猟試験予備講習】 
■日  時 平成３０年１１月１８日(日) ９：００～１６：３０ 
■会  場 札幌市生涯学習センター講堂（札幌市西区宮の沢 1条 1丁目） 
■受 講 料 ・第１種、第２種 ７，５００円(テキスト代込み)  

・網 ５，０００円 ・わな ５，０００円 
・第１種または第２種と同時に網、わなを受講 １０，０００円 

■受付期間 平成３０年１１月１１日（日）まで 
 
【狩猟試験】 
■日  時 平成３０年１２月２日(日) ９：００～ 
■会  場 道庁別館庁舎（札幌市中央区北 3条西 7丁目） 
■受 験 料 ・申請手数料 ５，２００円 ※一部免除者 ３，９００円 

・医師の診断書 ４，０００円 
■受付期間  平成３０年１０月１６日（火）～平成３０年１１月１６日（金） 
※沼田町有害鳥獣対策委員会では、試験受験に係る経費の助成をしています。 
受験希望の方は下記までお問合せください。 

■お問合せ 農業商工課 農業振興グループ ☎３５－２１１４ 
 



 

    

 
  
 
 
 
 

  
 
 

 
 

 
 
 
 
  
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

 

  

 

 
 
 

  

 

 

  

肝炎ウイルス検査を受けましょう 

風しんが大流行しそうです！ 
 風しんは季節性インフルエンザの５倍といわれる強い感染力があるため、ワクチンの未接

種の方や、１回しか接種していない年代の方（平成２年４月１日以前に生まれた方）が主に
罹っています。 
■妊娠前にワクチン接種！ 
妊婦さんが風しんにかかると、生まれてくる赤ちゃんに白内障や難聴、心臓等の障がいが

生じる場合があります。妊娠初期の血液検査で風しん抗体価が低いことがわかった場合は、
下記のとおり予防につとめてください。 
なお、妊娠中はワクチン接種できませんので、上記年代の方は妊娠前に接種してください。
配偶者等のご家族もワクチン接種しましょう。 

■体調不良の時は無理をしない！ 
体調がすぐれない場合は外出を避け、発熱や発疹等の風しんを疑う症状がある時は、その

旨を申し出た上で医療機関を受診しましょう。 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
■風しん予防接種費用助成  
健やかな妊娠出産、子育て支援のため、風しんワクチン（麻しん風しん混合（ＭＲ）ワク

チンも可）を接種する場合の費用を助成しています。 
（１）対象  平成２年４月１日以前に生まれた方 
（２）下記の医療機関で接種した場合、全額助成します（窓口払いはありません。電話予約

願います）。健康保険証と母子健康手帳（お持ちの方）をご持参ください。 
 
 
 
 
 
 
  
（３）上記以外での接種を希望される場合は、事前にお問合せ下さい。 
 
■お問合せ 保健福祉課 健康グループ ☎３５-２１２０ 

水道法の規定により沼田町の水道水の水質検査結果についてお知らせいたします。 
検査の結果、すべての項目で基準値以内の数値になっておりました。 

 なお、詳細な水質検査結果（５１項目）については沼田町のホームページに掲載していま
すのでご確認ください。 
 
■お問合せ 建設課 上下水道担当 ☎３５－２１１６ 
 

水質検査の結果について 
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肝炎ウイルスは、疲れやすさ、腹痛、黄疸等の自覚症状を感じる頃には、肝硬変や肝がん
に進行している場合が多くみられます。検査を受け、感染の有無を早く知ることが大切です。 
 
・B型または C型肝炎ウイルスに汚染された血液や体液を介して感染します。 
・昭和２３年７月１日～昭和６３年１月２７日までの間に、集団予防接種を受けた方は、注
射器の使い回し等が原因で、B型肝炎に感染した可能性があります。 
・平成４年以前に輸血を受けた方や、平成６年以前にフィブリノゲン製剤（血液凝固剤）の
投与を受けた方は、C型肝炎に感染した可能性があります。 
 
■日  時 平成３０年１１月５日（月）～１１月９日（金） 

１１月１２日（月）～１１月１６日（金） 
■受付時間 ８：３０～１１：３０／１３：１５～１５：３０ 
■場  所 町立沼田厚生クリニック 
■対 象 者 ４０歳～７４歳の方（平成３１年３月３１日時点での年齢）で、これまでに１

度も肝炎ウイルス検査を受けたことがない方 
■検査方法 問診及び血液検査 
■料  金 無料 ※検査希望日の２日前までに申込みください 
■申込み・お問合せ  

保健福祉課 健康グループ ☎３５ー２１２０ 
 

感染経路 患者の咳やくしゃみから感染し、２～３週間の潜伏期間があります。 

症  状 
発疹、発熱、耳の後ろ等のリンパ節の腫れ、さらには脳炎、血小板減

少性紫斑病などの合併症がみられます。 

予防方法 不要不急な外出や人混みを避けることやマスクの着用や手洗い等 

罹 っ た 
場 合 

①風しんの可能性があることを申し出て、医療機関を受診してください。 
②無理に登園や登校、出勤すると、感染を拡げるだけでなく、治りにく
く重症化します。発疹が消えるまではしっかりと休んでください。 

 

深川市立病院 深川市６条６番１号 ☎２２-１１０１ 
津田こどもクリニック 深川市５条９番６号 ☎３４-５３１１ 
児島医院 深川市２条９番３号 ☎２３-２８２７ 
東ケ丘病院 深川市音江町字音江２５７番地２ ☎２５-２７５５ 
妹背牛診療所 妹背牛町字妹背牛３６１-２２ ☎３２-２４７５ 
北竜町立診療所 北竜町字和１９-６ ☎３４-２３３１ 
秩父別町立診療所 秩父別町２条２丁目 ☎３３-３１１０ 

 



 

    

 
  
 
 
 
 

  
 
 

 
 

 
 
 
 
  
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

 

  

 

 
 
 

  

 

 

  

 

◆１０月２８日（日） 
歯   科   系…伊藤歯科医院（砂川市）    ☎０１２５－５２－２２２２ 
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） 
 
◆１１月 ３日（土・祝） 

歯   科   系…杉村歯科医院（深川市）    ☎２２－２３２３ 
内科・外科系…深川市立病院         ☎２２－１１０１ 

 
◆１１月 ４日（日） 

歯   科   系…メープル歯科（滝川市）    ☎０１２５－２４－５８００ 
内科・外科系…深川市立病院         ☎２２－１１０１ 

 
◆１１月１１日（日） 

歯   科   系…舟山歯科医院（深川市）    ☎２３－２２５５ 
内科・外科系…深川市立病院         ☎２２－１１０１ 

（担当医：吉田医院） 
 

日曜・祝日当番医のお知らせ 

１０月２７日から１１月９日までの行事予定 
行 事 名          時 間    場 所 

１０月２７日（土）  化石体験館大感謝祭       ９：３０～  化石体験館 

２８日（日）  化石体験館大感謝祭       ９：３０～  化石体験館 

１０月３０日（火）  高齢者元気１００倍！教室   １０：００～  こども園 

１１月 ３日（土）  町民芸術祭          １１：００～  町民会館 

５日（月）  のぞみ会           １３：００～  ふれあい 

    ９日（金）  高齢者元気１００倍！教室   １０：００～  ふれあい 

「北海道胆振東部地震」被災者への義援金にご協力を！ 
北海道胆振東部地震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 

「バス運転体験・合同就職相談会」参加者募集について 

地域の生活バス路線を運航しているバス事業者では、運転手の高齢化と担い手不足等によ
り、運転手不足が続いています。今後、生活バス路線を守っていくためには、バス運転手の
確保が必要不可欠となっており、運転手不足の解消に向けて、北海道バス協会と北海道との
連携のもと、バス事業者参画による「バス運転体験・合同就職相談会」を開催しますので、
バス運転手の仕事に興味・関心がある方はお申込ください。 
 
■日  時  平成３０年１１月３日（土） ９：３０～１５：００ 
■会  場  札幌運転免許試験場（札幌市手稲区曙５条４丁目１－１） 
■主 催 北海道バス協会、北海道 
■実施内容 ・路線バス運転体験 
      ・現役運転手によるトークセッション 
      ・バス会社による就職相談会 
■対 象 者 バス運転手の仕事に興味・関心がありバス会社への就職を考えている方 
      ※バス運転体験は、普通自動車運転免許の保有者で事前申込が必要です。 
      ※普通自動車運転免許を保有していない方は、バス運転体験はできませんが、

就職相談会に参加可能です。 
■申 込 み 一般社団法人北海道バス協会 ☎０１１－６２１－４１６１  

「メールぬまた」登録受付中です！ 

 「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。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、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。 
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、
設定をご確認下さい。また、ご不明な点がございましたら下記までお問合せ下さい。 
 
■お問合せ 総務財政課 広報情報グループ ☎３５－２１１１ 

 
 


