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旭川赤十字血液センターの移動献血車が来町します。 

 病気やけがなどで輸血を必要としている患者さんの尊い生命を救うため、皆様のご理解とご

協力をお願いします。 

 

■日  時 平成２９年４月１２日（水）１０：００～１６：３０ 

■実施場所 

①沼田町養護老人ホーム和風園    １０：００～１１：００ 

 ②沼田弾薬支処           １１：１０～１２：２０ 

 ③北いぶき農協沼田支所       １３：３０～１４：１５ 

 ④沼田町役場            １４：２５～１６：３０ 

 

■お問合せ 保健福祉課 福祉グループ ☎３５－２１２０ 

町立沼田厚生クリニックのリハビリテーションをご利用ください！ 

 

移動献血車が来町します！！ 

「大きな病院でリハビリを受けていたけど、通うのが大変で止めてしまった…。」「膝や腰の

痛みで困っている…。」「動きが悪くて転びそうになる…。」等、体の動きに関する悩みは尽きま

せん。 

少しでも動きやすくなって快適に暮らすために、町立沼田厚生クリニックの専門的なリハビ

リテーションを是非ご利用ください。 

実 施 日  
現在 毎週 月・火・木曜日 

⇒４月１日からは、毎週 月・火・金曜日（木→金曜日に変更） 

受付時間 ８：３０～１１：３０／１３：１５～１６：１５ 

場  所  
沼田町南 1 条 3 丁目 7 番 2 号 

町立沼田厚生クリニック 2 階リハビリ室（エレベーター有） 

利用方法 

①健康保険証を持参の上で受診し、受付にてリハビリを利用したい旨をお申し

出ください。 

②医師の診察等を受け、リハビリ内容が決まります。 

③費用は、加入の健康保険が適用されます。 

実施体制 
 旭川厚生病院から派遣された理学療法士（リハビリテーションの国家資格）

が担当しております。 

 

■お問合せ 保健福祉課 健康グループ ☎３５－２１２０ 

 
 

                                            
    
      

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/ 

 

町民みなさまの生活に密着することを懇談する「町民ふれあい懇談会」を開催します。 

町長・副町長・教育長・各担当課長が出席しますので、是非この機会にご参加していただき、

町民皆さまの声をお聞かせください！ 

 

■日 程 

  

 

 

 

■懇談内容 

 〇商業コミュニティ中核施設について 

〇暮らしの安心センターについて 

〇沼田警察署の分庁舎化について 

〇町営バスの再編について 

〇JR 留萌線について 

〇その他 

 

ゆめっくる会場では、各会場にて出席出来ない方もご参加いただけます。 

今後の沼田町について考える大切な機会ですので、是非、ご参加ください！ 
 
なお、行政区単位で懇談会の開催を希望される場合は、ご説

明に伺わせていただきますので、ぜひお気軽にご相談ください。 
 

■お問合せ 総務財政課 広報情報グループ ☎３５－２１１１ 

開催日 時 間 場 所 

３月２５日（土）   ９：３０～ ゆめっくる 

 

町民ふれあい懇談会の開催について 



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。 

「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。 

随時登録を受け付けておりますので町民皆様方の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〔メールぬまた登録手続きご案内〕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。※利用者の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、設定を確認の上、ご登録を

お願いします。 

■お問合せ 総務財政課 広報情報グループ ☎３５－２１１１ 

                                                    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

  

 

 

 

今まで 

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、平成２９年度中に設置を希望される方

は、建設課までご連絡下さい。 

※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 平成２９年４月２８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。 

 詳しい内容については、下記までご連絡下さい。 

 

■ご連絡先 建設課 管理グループ 上下水道担当 ☎３５－２１１６ 

平成２９年４月１日から「深川警察署」と「沼田警察署」の統合に伴い、運転免許申請関係

の手続きは「深川警察署」、「沼田警察庁舎（４月以降名称変更）」のどちらでも可能となります。 

 

■お問合せ 沼田地区交通安全協会連合会 ☎３５－３１１０ 

深川地区交通安全協会連合会 ☎２３－０１１０ 

平成２９年度 沼田町奨学資金貸付奨学生を募集します 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～ 

町では、次のとおり平成２９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 

 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    

平成２９年３月３１日（金） 

■選考・決定時期  

平成２９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は、農

業委員会または商工会の証明を得て、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 ☎３５－２１３２ 担当：高橋 

運転免許申請関係のお知らせ 

町営バス北竜線の再編について 

利用者の減少に伴い、町営バス北竜線の再編について沿線関係者等との協議の結果、下記の

とおり北竜線は廃止とすることとなりました。ご不便をおかけしますが、代替交通手段として

予約制バスをご利用いただきますようお願い致します。 

 

 

 

 

 

■お問合せ 建設課 管理グループ ☎３５－２１１６ 

北竜線廃止年月日 平成２９年３月３１日 

スクールバス路線統合年月日 
平成２９年 4 月 6 日 

（従来の北竜線と中央線が統合） 

代替交通手段 予約制バス 
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広報ぬまた「みんなの情報ひろば」を活用ください 

 町内で活動している各種団体・サークル活動を支援することを目的として、会員の募集や広
く全町民を対象とした行事の案内等を広報ぬまたの新シリーズ「みんなの情報ひろば」の紙面
に掲載いたしますので、是非皆さんの活動にお役立てください。 
 
■掲載要件 
 ①町内で活動している団体及びサークル 
  ※沼田町内で支部として活動している場合も可とします。 
 ②会員の募集や広く全町民を対象とした行事の案内 
 ③政治・宗教・営業活動に該当しないもの 等 
 
 ※ゆめっくるを利用している団体等については、別枠で掲載しますので教育委員会にお問合
せください。 

 
■お問合せ 総務財政課 広報情報グループ ☎３５－２１１１ 

例年、雪解けの時期に多くの事故が発生にしています。 
事故を防止するため、次のことを心がけましょう。 

〇建物の出入りなど軒先を歩くときは屋根からの落雪に注意すること 
〇空き家（倉庫や納屋なども含む）に近づかないこと 
〇増水した川には近づかないこと 
〇急な斜面には近づかないこと 
〇大雪警報、なだれ・融雪注意報などの気象情報に注意すること 
〇春山登山、春スキーなどでは雪崩の発生に注意すること 
〇地盤が緩みやすいため土砂災害の発生に注意すること 
 
また雪害などの災害が発生した場合などに、市町村から出される避難情報の名称が変更にな

りました。情報に十分注意の上、適切な避難行動が取れるように普段から心がけましょう。 
〇「避難準備情報」 → 「避難準備・高齢者等避難開始」 
〇「避難勧告」   → 「避難勧告」（変更なし） 
〇「避難指示」   → 「避難指示（緊急）」 
※「避難準備・高齢者等避難開始」は、避難に時間がかかる高齢者などは避難を開始し、その
他の人は避難の準備を行うということを表します。 
 
■お問合せ 道庁総務部危機対策局危機対策課 ☎０１１－２０４－５００８ 

融雪期における事故の防止 



 

 

町では、「大雨・大雪警報」の発令など、非常災害やその他緊急事態の情報の伝達手段として、

携帯電話等で電子メールにより情報を受信できる情報配信サービス「メールぬまた」を実施し

ています。現在(平成２９年２月１7 日時点) ４１７名の方にご利用していただいています。随

時登録を受付けておりますので、町民皆様方のご登録をよろしくお願いいたします。 

 

登録方法                                                      

１．numata_info-1@req.jp へ空メールを送信してください。  

 (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。) 

※件名、本文については空白のままで結構です。 

２．送信後、〔メールぬまた登録手続きご案内〕というメールが送られてきます。 

３．メールを開くと登録画面が表示されるＵＲＬが記載されていますので、クリックして登録画面に

接続してください。 

４．登録画面にて必要事項を入力し、送信をすると登録確認画面に切り替わります。 

入力した情報に誤りがなければ再度送信してください。送信完了後、メールぬまたから 

〔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。 

※利用者の方でメールアドレスが変わった場合や、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、設定を確認の上、ご登録をお願いします。 

 

■お問合せ 総務財政課 広報情報グループ  ☎３５－２１１１ 

 

 

日曜・祝日当番医のお知らせ 

◆３月２６日（日） 
歯   科   系…秩父別歯科診療所     ☎３３－２４２０ 
内科・外科系…深川市立病院       ☎２２－１１０１ 

◆４月 ２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 

◆４月 ９日（日） 
歯   科   系…さとう歯科医院(砂川市)  ☎０１２５－５３－３７１０ 
内科・外科系…北海道中央病院      ☎２２－２１３５ 

◆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     ☎２３－３７３７ 

 

３月２３日から４月１３日までの行事予定 

行事名            時 間    場 所 

３月２３日（木） 町民ふれあい懇談会      １０：００～ 共成地区活性化センター 

  〃            １９：００～ ゆめっくる 

スポーツクラブ定期利用    １９：００～ 町民体育館 

２４日（金） 雪合戦教室          １９：００～ 町民体育館 

２５日（土） 町民ふれあい懇談会       ９：３０～ ゆめっくる 

２７日（月） 脳トレ教室          １０：００～ ふれあい 

       図書館映画会         １０：３０～ ゆめっくる 

２８日（火） 高齢者サロン         １０：００～ 緑町コミセン 

３０日（木） スポーツクラブ定期利用    １９：００～ 町民体育館 

３１日（金） 高齢者元気１００倍！教室 閉講式  １０：００～ ふれあい   

         雪合戦教室          １９：００～ 町民体育館 

４月 ３日（月） のぞみ会           １３：００～ ふれあい 

   ６日（木） 中学校入学式         １３：００～ 中学校 

         スポーツクラブ定期利用    １９：００～ 町民体育館 

   ７日（金） 小学校入学式         １０：００～ 小学校 

雪合戦教室          １９：００～ 町民体育館 

１３日（木） 体力測定会          １０：００～ ふれあい 

スポーツクラブ定期利用    １９：００～ 町民体育館 


