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 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。 

    ※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 

期日前投票所の投票立会人を募集します 

沼田町長選挙及び沼田町議会議員選挙が４月２３日(日)に行われる予定ですが、期日前投票所

において、投票が公正・適切に行われるよう立ち会っていただく「投票立会人」を次のとおり募

集します。 

■募集人員 ４月１９日（水）～４月２２日（土）の各日 １日２名 

■応募資格 沼田町の選挙人名簿に登録されている方 

■立会時間 午前８時３０分から午後８時 

■立会場所 健康福祉総合センター「ふれあい」１階 健康指導室 

■報  酬 １日９，３００円 

■申込方法 期日前投票立会人申込書（総務財政課窓口又はホームページよりダウンロード）に

必要事項を記入の上３月３１日（金）までに選挙管理委員会へ提出してください。

お電話でも受け付けます。 

■選任方法 応募多数の場合は、抽選を行います。 

■お問合せ 選挙管理委員会（役場総務財政課内） ☎３５－２１１１ 

４月１日からの町営バス時刻表の改正について 

 令和５年３月３１日（金）をもってＪＲ留萌本線の石狩沼田～留萌間が廃止されることに伴い、

４月１日（土）からの町営バス（幌新線）の時刻表を改正いたします。新しい時刻表は今回のお

知らせ版とあわせて各戸配布しておりますのでご覧ください。 

 主な改正内容は以下のとおりですが、ご不明な点がございましたら、下記までお問い合わせ願

います。 

■幌 新 線 全５便から全８便に改正（早朝１・２便と夜８便を増便） 

※土日祝日及び学校休校日の上下線１・２・３便は運休 

※１月１日は全便運休、１月２日・３日の１・２・３便、７・８便は運休 

■東 予 線 改正なし 

■お問合せ 建設課管理グループ ☎３５－２１１６ 

小中学校春休み中の町営バス運行について 

小中学校の春休み中（令和５年３月２５日（土）～令和５年４月６日（木））の町営バス運行に

ついて、以下のとおりお知らせいたします。 

■幌 新 線 ３月２５日（土）～３月３１日（金） → 上下線２・３・４・５便は運行 

※土日祝日及び学校休校日の上下線１便は運休 

４月１日（土）～４月６日（木） → 上下線４・５・６・７・８便は運行 

※土日祝日及び学校休校日の上下線１・２・３便は運休 

■東 予 線 ３月２５日（土）～４月６日（木） → 全便運休 

      ※学校休校日・土日祝日は全便運休 

■お問合せ 建設課管理グループ ☎３５－２１１６ 

ほろしん温泉ほたる館の指定管理者の 
変更に伴う営業等について 

 

 
 令和５年４月１日（土）から指定管理者が「株式会社第一寶亭留

ほ て る

」に変更となるため、下記の

とおり引継ぎ事項などをお知らせいたしますので、ご理解の程よろしくお願いいたします。 

■休  館 令和５年４月１日（土）～７日（金） 

■宿泊予約 休館中も電話での受付をしております。 

■回数券の使用期限について 

お手持ちの回数券は、令和６年３月３１日（日）までご利用いただけます。 

※現在は販売しておりません。 

■ほたる館のギフト券について 

  ギフト券に記載しております期限までご利用いただけます。 

■年間パスポートについて  

  お手持ちのパスポートについては、ご利用いただけます。 

  ※新規販売につきましては、５月８日（月）より開始します。 

■ほたる館発行のポイントカードについて 

  日帰り入浴ポイントカードは、継続いたします。 

  宿泊ポイントカードは、ポイントの押印は継続いたしますが、宿泊ポイントカードを利用し

ての宿泊は令和６年３月３１日（日）をもって終了いたします。 

■オートキャンプ場予約について 

予約開始   令和５年４月１０日（月）午前９時よりお電話にて予約受付いたします。 

受付電話番号 ☎３５－１１６６（４月１０日（月）～１２日（水）、６月１日（木）～） 

  ☎３５－１１８８（４月１３日（木）～５月３１日（水）） 

■お問合せ 総務財政課総務グループ ☎３５－２１１１ 



                                                    
 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

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 ～ 

 
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

（疑いを含む）した場合に、傷病手当金を支給できる場合があります。 

■対 象 者   以下の条件をすべて満たす方 

 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） 

③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

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であること。 

■支給対象期間 

 令和５年５月７日（日）まで 

  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 

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  

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。 

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。 

■お問合せ 保健福祉課保険グループ ☎３５－２１２０ 

 

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の注意を呼び掛けてい

ます。 

 今年の「春のヒグマ注意特別期間」は令和５年４月１日（土）から５月３１日（水）となって

います。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、狩猟や農作業中・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野山に入る時には、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！ 

 ・食べ物やゴミは必ず持ち帰る 

・一人で野山に入らない 

・野山では音を出しながら歩く 

・事前にヒグマの出没情報を確認する 

 ・薄暗い時には行動しない 

 ・フンや足跡を見たら引き返す 

※ヒグマの目撃等は、下記までご連絡ください。 

■お問合せ 農業推進課農業振興グループ ☎３５－２１１４ 

 

春のヒグマ注意特別月間及び出没注意情報について 令和５年度 沼田町奨学資金貸付奨学生の募集について 

 町では、下記のとおり令和５年度の沼田町奨学資金貸付奨学生を募集しています。 

この事業は、学業成績が優秀で経済的理由により就学が困難な方に対し、学資を無利子で貸与

する制度です。 

■募 集 人 員 高等学校（２名） 月額１５，０００円以内 

         大 学 等（４名） 月額３０，０００円以内 

■提 出 書 類 ①奨学生願書 

         ②奨学生推薦書（在学している学校長からの推薦書） 

         ③同意書（課税状況について税務担当部局に報告を求めることへの同意） 

         ※用紙は教育委員会にあります。 

■申 込 締 切 日 令和５年３月３１日（金） 

■選考・決定時期 令和５年４月末～５月上旬 

※なお、奨学生であった方が、町内で農業後継者又は商工事業後継者として就労した時、又は沼

田町内に住所を有し沼田町内に事業所を有する企業に勤務する場合は、農業委員会又は商工会

又は勤務先の証明を得て、奨学資金返還免除の申請をすることができます。 

■申込・お問合せ 教育委員会学務グループ ☎３５－２１３２ 
※ヒグマも個体によっては、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。 

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 https://numasapo-desk.com/ 

■お問合せ 産業創出課 ☎３５－２１５５ 



                       

    

 

  

 

 

 

 

  
 

 
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

  

  

 

 

  

 

発行：沼田町役場 編集：総務財政課広報情報グル－プ 電話：0164-35-2111 

令和５年３月２３日発行 第１１３２号（２/２） 

 

ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ https://www.town.numata.hokkaido.jp ﾒｰﾙ soumu@town.numata.lg.jp 

３月の上下水道料金ついて 

 
３月の上下水道料金は、１２月から２月までの冬期間に概算で請求させていただいた料金を、

３月の検針により精算させていただきますので、ご理解の程よろしくお願いします。 

不明な点がありましたら下記までご連絡ください。 

★転入・転出・転居の際には手続きが必要となりますので、印鑑をご持参の上、建設課までお 

越しください。 

★料金の納入は便利な口座振替をご利用ください。直接、金融機関に印鑑・通帳を持参してい 

ただければ簡単に手続きができます。 

■お問合せ 建設課上下水道担当 ☎３５－２１１６ 

 

合併処理浄化槽の設置申込を受付します 

～対象地域は農村地域（下水道区域以外）の住宅です～ 

現在多くの方に利用されております合併処理浄化槽（個別排水処理施設）の設置について、今

年も下記のとおり申込の受付を開始いたしますので、令和５年度中に設置を希望される方は、下

記までご連絡下さい。 

※ご連絡いただければ、詳しい内容のご案内と設置の申込書をお送りさせていただきます。また

直接役場でお申込される場合は、印鑑をご持参下さい。 

■申込受付期間 令和５年４月２１日（金）まで 

◎合併処理浄化槽とは？ 

 住宅（家庭）から出る、し尿と生活雑排水（台所・風呂・洗濯水等）を、微生物の働きを利用

して、きれいな水にする施設（装置）です。 

■お問合せ 建設課上下水道担当 ☎３５－２１１６ 

 

 

 

漏水の発見にご協力を！ 
 

気温の上昇により、冬期間に凍結した水道管から漏水が発生する恐れがあります。ご自宅の水

道管の付近から水が吹き出ている、あるいは水の出が悪いようなことはありませんか。もしも異

常な状態がある場合には下記までご連絡ください。 

■お問合せ 建設課上下水道担当 ☎３５－２１１６ 

ディスポーザー設置に対する助成について 

町では、ディスポーザーを指定業者で新設された方に２５，０００円の設置助成金（中学生以

下の児童を扶養している世帯は５０,０００円）を交付しています。 

毎月の使用料は２５０円となっておりますので、まだ設置されていない方は、この機会に是非

ご検討ください。 

また、以前助成金の交付を受けてから１０年以上経過された方で、再度設置される場合、助成

金の対象となります。申請方法は、新設する場合と同様となっております。 

不明な点がありましたら下記までご連絡ください。 

ディスポーザーとは？ 

台所の流し台の下部に取り付け、生ごみを粉砕して水と一緒に排水管に流す家電機械（生ごみ

粉砕機）です。野菜くずや残飯などを速やかに排出することができるので、台所を衛生的に保つ

ことができ、家庭から収集ごみとして出していた生ごみの量を減らすことができます。 

■お問合せ 建設課上下水道担当 ☎３５－２１１６ 

 

「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。 

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、

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 

 

 



                                                    
 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

ＪＲ留萌本線（石狩沼田～留萌間）が令和５年３月３１日をもって廃線となります。町民の皆様に留

萌本線を思い出に残していただけるように、下記のとおりイベントを開催いたしますので、ぜひお越し

ください。 

①ありがとう留萌本線フェスタ（主催：合同会社ぽっぽや  協力：沼田町観光協会） 

開 催 日 時 ３月２５日（土）・２６日（日）  午前１１時～午後５時 QR コード 

（町 HP） 開 催 場 所 明日萌駅（ＪＲ恵比島駅） 

内     容 

明日萌駅到着記念証プレゼント・ありがとう留萌本線グッズ販

売・特製駅弁販売・特製菓子折販売・特産品詰合販売・ 

雪町コーヒー（ホット）無料提供・ウロコダンゴ販売 

 

②ありがとう留萌本線グッズ販売（主催：沼田町観光協会  販売：㈱まちづくりぬまた） 

販 売 期 間 

２月２１日(火)～３月３１日（金） 

※平日のみ販売します。販売員が不在の場合など販売ができなくなること

がありますので、あらかじめご了承ください。 

QR コード 

（町 HP） 

 販 売 場 所 ＪＲ石狩沼田駅構内 

販 売 時 間 午前９時～午後５時 

③LAST RUN ～「留萌本線」いつかまた会おう～（主催：沼田町・沼田町観光協会） 

開 催 日 時 ３月３１日（金）  石狩沼田駅：午前１１時～ 恵比島駅：午前９時～ 

販 売 場 所 ＪＲ石狩沼田駅・明日萌駅（ＪＲ恵比島駅）・ＪＲ真布駅（お見送りのみ） 

内 容 

ＪＲ石狩沼田駅では飲食ブースや夜高太鼓演奏など実施、明日萌駅（ＪＲ恵比島

駅）でもグッズ販売など行います。また、留萌行き最終列車に合わせ、各駅（石

狩沼田・真布・恵比島）においてお見送りセレモニーを実施しますので、留萌本

線（石狩沼田～留萌間）の最後のお別れにぜひお越しください。 

詳 細 詳しくは後日新聞折込チラシ等でお知らせします。 

④「ありがとう留萌線（石狩沼田～留萌間）お別れセレモニー」（主催：ＪR 北海道） 

開 催 日 時 ３月３１日（金）  午後１時２５分～午後１時５５分（予定） 

開 催 場 所 明日萌駅（ＪＲ恵比島駅） 

内 容 
ＪＲ北海道主催お別れセレモニーを午後１時５１分 恵比島駅発留萌行きに合

わせて開催します。 

■お問合せ 産業創出課商工観光グループ ☎３５－２１５５ 

◆ ３月２６日（日） 

内科・外科系…深川市立病院            ☎２２－１１０１ 

歯   科   系…東鶉歯科診療所（上砂川町）     ☎０１２５－６２－３３６８ 

◆ ４月 ２日（日） 

内科・外科系…深川市立病院            ☎２２－１１０１ 

歯   科   系…よりもと歯科医院（芦別市）     ☎０１２４－２２－４６１８ 

◆ ４月 ９日（日） 

内科・外科系…深川市立病院（担当医：代田剛）   ☎２２－１１０１ 

歯   科   系…コスモデンタルクリニック（滝川市） ☎０１２５－２３－３６３０ 

◆ ４月１６日（日） 

内科・外科系…深川市立病院（担当医：北竜町立診療所 所長 浦本幸彦） 

                         ☎２２－１１０１ 

歯   科   系…山中歯科医院（奈井江町）      ☎０１２５－６５－５５５４ 

３月２３日から４月１６日までの行事予定 
日 付        行事名          時 間    場 所 

３月２３日（木）  家庭教育講座「『自然』は、最高の学び場」 
                         １８：３０～ ゆめっくる 

 ３月２４日（金）  元気１００倍！教室・表彰式  １０：００～ ふれあい 
外国文化にふれる会      １８：３０～ ゆめっくる 

   ２５日（土）  子育てサロン事業「こどものひろば」 
                          １０：００～ えがお 
           芸術文化鑑賞事業「ぬまた座」映画鑑賞会 
                          １０：００～ 町民会館 
           こども工作教室        １０：３０～ こどもっくる 
           ありがとう留萌本線フェスタ（～３/２６） 

  １１：００～ 明日萌駅 
   ２７日（月）  脳トレ教室          １０：００～ ふれあい 
           第２回次世代交通まちづくりワークショップ「みらいとーく」 
                          １９：００～ ふれあい 
   ２８日（火）  緑町サロン          １０：００～ 緑町コミュセン 
   ３０日（水）  体育祭に係る行政区長・体育委員会議 
                          １９：００～ ゆめっくる 
   ３１日（金）  LAST RUN～「留萌本線」いつかまた会おう～ 
                            9：００～ 恵比島駅 

LAST RUN～「留萌本線」いつかまた会おう～ 
                          １１：００～ 石狩沼田駅 

ありがとう留萌線（石狩沼田～留萌間）お別れセレモニー                   
１３：２５～ 恵比島駅 

LAST RUN～「留萌本線」いつかまた会おう～ 
                          ２０：３０～ 真布駅 
 ４月 １日（土）  そらち自然学校開校イベント  １０：００～ ほたる学習館周辺 
    ３日（月）  のぞみ会           １３：３０～ ふれあい 
    ７日（金）  沼田小学校入学式       １０：３０～ 沼田小学校 
           沼田中学校入学式       １３：００～ 沼田中学校 
    ９日（日）  北海道知事選挙及び北海道議会議員選挙 
                           ７：００～ ふれあい 

※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。 

 

 

日曜・祝日当番医のお知らせ ありがとう留萌本線３月イベント情報について 
 


