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本年度より後期高齢者医療被保険者の方が無料で受診できる歯科健康診査を実施しており

ますので、ご自身の健康管理としてぜひ受診ください。 

 受診にあたっては、町内の歯科医院へ電話で予約のうえ、健診当日は保険証、保険証と一

緒にお配りした受診券をお持ちくださいますようお願いいたします。 

 なお、総義歯の方は口腔内の状態のみの健診となります。 

 

■対 象 者 沼田町在住の後期高齢者医療被保険者証をお持ちの方（主に７５歳以上の方）

※施設入所者を除く 

■実施期間 令和３年３月３１日（水）まで 

■健診場所 中神歯科医院 （南１条２丁目５番８号 ☎３５－２４５６） 

近藤歯科医院 （本通３丁目４番３号  ☎３５－２５３８） 

■持 ち 物 ・沼田町後期高齢者歯科健康診査受診券（水色） 

      ・保険証 

■健診料金 歯科健康診査は無料 

歯科健康診査以外の検査・治療は全額自己負担になります。 

■健診項目 問診、歯の状態、噛み合わせ、口の中の衛生状態、口の中の乾燥など 

■お問合せ 保健福祉課 保険グループ ☎３５－２１２０ 

お忘れではありませんか・・・？ 
「子育て世帯応援通勤支援事業」の申請を受付しています。 

 

ほろしん温泉特別ご優待券〈入浴利用券〉（３枚綴り）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（３枚綴

り・空色）は、有効期限が令和３年１月３１日までとなっておりますので、お早めにご利用

くださいますようお知らせいたします。 

■お問合せ 保健福祉課 保険グループ ☎３５－２１２０ 

 

 「沼田町子育て世帯応援通勤支援事業」の前期分の申請を１０月３０日（金）まで受

付しておりますので、まだ申請がお済みでない方は、期間内に住民生活課窓口までお越

しください。 

 

■対象者 ※以下の５項目をすべて満たしていることが必要です。 

（１）沼田町内に居住し、中学生までの子どもを監護している世帯主等の保護者のう

ち、生計を主に担っている方で町外の職場に勤務する方 

（２）町税等公共料金を滞納していない方 

（３）毎月１０日以上の町外通勤日数を有している方 

（４）対象地域の職場に勤務し、本町から実際に通勤している方 

（５）町外に住居等を賃借していない方 

※（１）の「生計を主に担っている方」の判断については、所得の状況や扶養申告、

住民票等の取扱いなどを総合的に考慮して判断します。 

■対象地域及び助成額 

対象地域（通勤地） 助成額 

１）本町より往復１９㎞以下の地域 

（秩父別町） 

月額 1,500 円 

（年額 18,000 円相当額） 

２）本町より往復２０㎞以上４９㎞以下の地域 

（深川市・北竜町・妹背牛町・雨竜町） 

月額 3,000 円 

（年額 36,000 円相当額） 

３）本町より往復５０㎞以上９９㎞以下の地域 

（旭川市・留萌市・滝川市・小平町・幌加内町・新十津川町） 

月額 5,000 円 

（年額 60,000 円相当額） 

４）本町より往復１００㎞以上の地域  
月額 6,000 円 

（年額 72,000 円相当額） 

■申請方法 

 ○年２回申請 

  様式を町のホームページからダウンロードしていただくか、住民生活課で受け取っ

ていただき、１０月３０日（金）までに申請してください。 

 

 ○申請に必要な書類 

・在職証明書（様式は町ＨＰまたは住民生活課でお受け取りください） 

・印鑑 

■お問合せ 住民生活課 移住定住応援室 ☎３５－２１１５ 

～沼田町はＪＲ北海道を応援しています～  

「ＪＲに乗り続け隊」サポーター募集中！ 

キップ・定期券は、ＪＲ石狩沼田駅でお買い求めください 
午前 7時 20分～午後 1時 40分 平日（祝祭日除く）で販売中！ 

※不在となる時間帯（8：55～9：50、11：25～12：35）がございます。ご確認ください。 

 ■お問合せ 産業創出課 ☎３５-２１５５ 

 

。 

 

沼田町後期高齢者歯科健康診査を受けると 
お口の健康をチェックできます 
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ライフパートナー探し応援事業について 

町では、結婚について前向きに取り組む意欲のある方に対し、民間の結婚相談所など専

門機関へ支払う費用、または婚活イベント参加料等の一部を助成しておりますので、是非

ご活用ください。 

■対象者 ※以下の２項目をすべて満たしていることが必要です。 

①結婚に対して前向きに取り組む意欲のある２０歳以上の独身の方 

②結婚相談所へ入会若しくはイベント開催時点において、沼田町に住所を有する方であ 

り、かつ今後も町内に居住する意思のある方 

■助成範囲 

①結婚相談所等への入会金や登録料、会費等、専門機関を利用する際に必要となる費用 

②婚活イベント参加料 

③上記①及び②を利用または参加した場合に必要となった交通費及び宿泊料等の経費 

 ④町内外の団体に関係なく、本町の住民が参加し行われる婚活イベント等の開催負担金 

■助成額 

○申請者一人につき６０,０００円を上限として助成（上限に達するまで何回でも申請可 

ですが、イベントの参加助成については以下の範囲内とします） 

・婚活イベント参加料については、１回につき３,０００円を上限 

  ・交通費等の旅費については、１回につき１０,０００円を上限 

○イベント開催に伴う団体への負担金（上記④）については、本町からの参加者１人に 

つき５,０００円を上限として助成 

■申請方法 

 ○結婚相談所など専門機関等へお支払いした後、領収書及び印鑑をご持参のうえ住民生 

活課移住定住応援室までお越し下ください。 

○申請にあたっては、個人の他、団体またはグループ等、複数人を一括して申請するこ 

とも可能です。 

■お問合せ 住民生活課 移住定住応援室 ☎３５－２１１５ 

来年１月１０日（日）の「沼田町成人式」の開催時間をお知らせします。 
輝かしい門出を祝う成人式に是非ご出席ください。 

■期 日 令和３年１月１０日（日）  午後３時    （受付開始） 
                   午後３時３０分 （リハーサル） 
                   午後４時    （記念写真撮影） 
                   午後４時３０分 （式典開始） 
                   ※午後６時終了予定 
■会 場 沼田町生涯学習総合センター「ゆめっくる」 
■申込み 平成１２年４月２日～平成１３年４月１日生まれで次のいずれかに該当する方で 

①沼田町に住民登録がある方には、往復ハガキで案内と出欠の確認をします。 
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 

方など）は、１１月２７日（金）までに教育委員会へ電話等でお申込みく 
ださい。 

※準備の都合上、期日厳守でお願いします。（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 社会教育グループ ☎３５－２１３２ 

令和２年度行政相談週間について 

 総務省では、行政相談制度について、広く国民に理解され、利用していただけるよう、

今年度は１０月１８日（日）から２５日（日）までの一週間を「行政相談週間」と定め、

本町では下記日程で特設行政相談所を開設しますので、国などの仕事やサービスについ 

てお困りごとや、相談等ございましたらお気軽にご相談ください。 

■開催日時    令和２年１０月２３日（金）午後１時～午後４時 

■場  所    沼田町民会館 

■担当行政相談員 野々宮 宏 

■そ の 他    相談無料・予約不要・秘密厳守 

■お問合せ     総務財政課 広報情報グループ ☎３５－２１１１ 

悪質滞納者にはタイヤロックによる自動車差押えを行います 
 

町では、町税を公平に負担していただくための

手段の一つとして、「タイヤロック」や「ミラー

ズロック」を導入し、納税催告を行っても納付の

無い方など悪質滞納者に対する自動車等の差押え

を行います。差押えた自動車等については、運

行・使用をさせないための措置として、タイヤロ

ックやミラーズロックを設置し、差押えた財産で

あることを表示するための「財産差押公示書」を

取り付けます。（タイヤロックや財産差押公示書

を撤去・破損した場合、または勝手に自動車等を （タイヤロック等による自動車差押） 

令和３年沼田町成人式開催時間のお知らせ 

北海道及び町では、道税（自動車税）・各種町税及び公共料金の滞納解消のため、徴収対

策を強化することとしております。特別な事情などにより一度に納付することが困難な場合

は、納付相談を随時受付しておりますのでご連絡ください。 

■お問合せ 

 〈道  税〉 空知総合振興局 深川道税事務所〔☎ ２３－３５７８〕 

 〈町  税〉 住民生活課 税務グループ   〔☎ ３５－２１１５〕 

 〈公営住宅〉 住民生活課 生活環境グループ 〔☎   〃    〕 

 〈上下水道〉 建設課 管理グループ     〔☎ ３５－２１１６〕 

 〈介護保険〉 保健福祉課 保険グループ   〔☎ ３５－２１２０〕 

 〈後期保険〉      〃          〔☎   〃    〕 

使用した場合は、地方税法第３３２条、同法第３７４条、第４６３条の８、第４６３条の２

８及び第７２９条（滞納処分に関する罪）、刑法第９６条（封印等破棄）及び第２５２条

（横領）などの法律により処罰されることがあります） 

 悪質滞納者に自主的に納付してもらうことが目的の取り組みですので、ご理解の程よろし

くお願いいたします。 

１０月は公共料金等特別納付強化月間です！ 
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生活福祉資金（緊急小口資金）特別貸付のお知らせ 
 

令和３年度沼田町職員（建築技術職）の募集について 

 ■募 集 人 員 建築技術職 １名 
■採用年月日 令和３年４月１日付け採用予定 
■受 験 資 格 次の①～④のすべてに該当する方 
       ①次のア～イのどちらかに該当する方 
        ア 平成３年４月２日以降に生まれた方で、学校教育法に基づく高等学校

以上を卒業し、建築に関する実務経験を３年以上有する方で、２級建
築士以上の資格を有している方 

        イ 平成６年４月２日以降に生まれた方で、学校教育法に基づく大学また
は短期大学、専修学校の専門課程（修業年限２年以上）、高等専門学
校もしくは高等学校を令和３年３月までに卒業または卒業見込みで、
建築に関する専門課程を履修された方 

       ②第１種普通自動車免許を取得している方または取得見込みの方 
       ③パソコン操作ができる方 
       ④現在、沼田町に在住している方または採用後町内に居住可能な方 
       ※ただし、日本国籍を有しない方、地方公務員法第１６条のいずれかに該当

する方は受験できません。 
■試 験 方 法 小論文試験、面接試験により実施（日程は追って通知します） 
■試 験 日  令和２年１２月予定 
■試 験 会 場 沼田町役場 
■応 募 方 法 下記の書類を、郵送または持参してください。 

①履歴書（市販の物で可・写真添付） 
②最終学校の卒業見込み証明書、または卒業証書の写し 
③建築士免許証の写し（有資格者のみ） 

■応 募 期 限 令和２年１１月３０日（月）必着 
■応募先・お問合せ 
       〒078-2202 沼田町南１条３丁目６番５３号 

総務財政課 総務グループ 担当：一戸（いちのへ） 
☎０１６４－３５－２１１１ 

北海道社会福祉協議会では、新型コロナウイルス感染症の影響による休業等で生活資金 
にお困りの方へ『生活福祉資金（緊急小口資金）特別貸付』を行っています。この度、申
請受付期間の 9 月末が１２月末に延長されました。申請申込み手続きは沼田町社会福祉協
議会で行ない、北海道社会福祉協議会による審査の決定後に貸付が行われます。 
なお、この資金は貸付金で償還(返済)が必要です。給付金ではありません。 

 
■貸 付 内 容 
・貸 付 対 象  新型コロナウイルス感染症の影響を受け、休業等で収入が減少し緊急

かつ一時的な生活維持のための貸付を必要とする世帯 
・貸付限度額 ①一世帯につき１回限り１０万円以内 

②世帯に要介護者や個人事業主がいるなど特例の場合は２０万円以内  
・据 置 期 間 貸付の日から１年以内 
・償 還 期 間 据置期間後２年以内 
・貸 付 利 子 無利子 
・そ の 他   感染防止のため、希望の方は事前に沼田町社会福祉協議会へお問い合

わせください。また、詳細については道社協ホームページをご覧くださ
い。 

■申込に必要なもの 
①申込者（世帯主）の身分を証明できる健康保険証や運転免許証など 
②世帯全員がわかる住民票謄本（マイナンバーの記載のないもの） 
③印鑑 
④申込者名義の預金通帳またはキャッシュカード 
⑤新型コロナウイルス感染症の影響により減収したことの確認書類 
（給与明細または通帳、あるいは申立書の作成） 
⑥世帯員の介護認定状況が分かるもの（該当者がいる場合） 

 
※この緊急小口資金【特別貸付】を受けてもなお困窮する場合は『総合支援資金［生活
支援費］【特別貸付】制度』があります。 

 
■お問合せ  
北海道社会福祉協議会 ☎０１１－２４１－３９７６ 
沼田町社会福祉協議会 ☎３５－１９９８ 

沼田町南 1 条 1 丁目８番 25 号（暮らしの安心センター内） 

北海道社会福祉協議会 HP 

深川税務署からのお知らせです 

国税に関する申告・面接相談は、「事前予約」が必要です 

税務署では、納税者の皆様にお待ちいただくことなくスムーズに申告・面接相談できる

よう、原則として「事前予約制」を実施しております。 

申告・面接相談を希望される方は、深川税務署に電話で相談日時を予約してください。 

なお、予約状況により、希望の相談日時に添えない場合がありますので、ご了承くださ

い。 

ご不明な点等ございましたら深川税務署までお問い合わせください。 

■ご予約・お問合せ 深川税務署 ☎２３－２１９１ 

「人権心配ごと相談所」を開設します 

 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 令和２年１０月２６日（月）午後１時～午後３時 

■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  当日は電話相談も可能です。 

■お問合せ 保健福祉課 福祉グループ ☎３５－２１２０ 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

日曜・祝日当番医のお知らせ 

◆１０月１１日（日） 

内科・外科系…深川市立病院〔担当医：たかはし内科消化器内科 院長 高橋 公平〕 

☎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 

◆１０月１８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…伊東歯科医院（深川市）       ☎２３－５５０１ 

◆１０月２５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…みやこし歯科診療所（滝川市）    ☎０１２５－７５－５３３０ 

 １０月８日から１０月２５日までの行事予定 
行 事 名             時 間   場 所 

１０月 ８日（木） ふれあい総合健診        ６：３０～ ふれあい 

    ９日（金） ふれあい総合健診        ６：３０～ ふれあい 

   １２日（月） いきいき大学第２回      １０：００～ ゆめっくる 

１４日（水） 乳幼児健診          １１：４５～ ふれあい 

１７日（土） ﾏｲﾅﾝﾊﾞｰｶｰﾄﾞ臨時窓口開設     ９：００～ 役場住民生活課 

２０日（火） 高齢者サロン         １０：００～ 旭町コミセン 

定例行政相談所        １３：００～ 町民会館 

２１日（水） ﾏｲﾅﾝﾊﾞｰｶｰﾄﾞ臨時窓口開設    １７：３０～ 役場住民生活課 

   ２３日（金） 元気１００倍！教室       １０：００～ ふれあい 

          特設行政相談所        １３：００～ 町民会館 

 

※新型コロナウイルス感染予防のため中止、延期される場合がございます。 

新型コロナウイルス感染症の影響による保険料(税)減免について 

町では、新型コロナウイルス感染症の影響により大幅な収入減少があった方、死亡、廃業

または失業等をした方に対する次の保険料（税）の減免を実施しております。 

 減免対象となる方は次のとおりですので、該当する方は下記窓口にて申請ください。 

   

■減免対象となる保険料（税） 

 介護保険料、後期高齢者医療保険料、国民健康保険税 

（令和２年２月１日から令和３年３月３１日の間に納期限のある保険料（税）が減免の対

象となります） 

■減免対象条件 

一部減免 

・主たる生計維持者が３０％以上の収入減少（事業収入・不動産収入・給与収入・山林収 

入に限る）となった。 

※収入は、令和元年中と令和２年中の収入を比較します。（令和２年１０月以降は収入 

見込み）世帯主及び世帯員の所得・課税状況により２割減免から１０割減免となりま

す。詳しくは下記担当までお問合せください。 

全額減免 

・主たる生計維持者が死亡・廃業・失業等した。 

 

※申請書には、新型コロナウイルス感染症による収入減少・死亡等であることを証明できる

書類の写しを添付。（確定申告書の写し・診断書など） 

※介護保険料・後期高齢者医療保険料は、主たる生計維持者の属する全世帯員が減免対象と

なります。 

■申請・お問合せ 保健福祉課保険グループ ☎３５－２１２０ 

         （介護保険料・後期高齢者医療保険料） 

住民生活課税務グループ ☎３５－２１１５ 

         （国民健康保険税） 

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 産業創出課 ☎３５－２１５５ 

令和２年度自衛官等募集案内 

 ■自衛官候補生 

資    格 日本国籍を有し、令和３年４月１日現在、１８歳以上３３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 １０月１８日（日）・１９日（月）、１１月１５日（日）・１６日（月） 

いずれか１日 

試験会場 受付時にお知らせします。 

■そ の 他 新型コロナウイルスの状況により、延期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 

 

１０月は土地月間です 
 

 

新型コロナウイルス感染症の影響により 
上下水道料金のお支払いが困難な方へ 

 
 新型コロナウイルス感染症の影響を受け、収入が大幅に減少した等の事情により、上下水

道料金のお支払いが一時的に困難となっている方は、お支払いの猶予等納入に関するご相談

をお受けしますので、建設課までご連絡ください。 

※猶予とは納入期間を引き延ばすことです。免除ではございませんのでご注意ください。 

■受付・お問合せ 建設課 管理グループ ☎３５－２１１６ 

午前８時４５分～午後５時１５分（平日） 


