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上下水道料金の領収書発行について 

 沼田町水道事業では、上下水道料金を口座引落しにてお支払いいただいている方々に、前

年度１年間分の上下水道料金領収書を発行いたします。 

発行を希望される方は、建設課までご連絡をお願いいたします。 

■お問合せ   建設課上下水道担当   ☎３５－２１１６ 

町民皆様が『町長』と直接、気軽に町のことや普段の生活のこと、その他どのようなこと

でもお話合いができる「ふらっトーク」を開催致します。この事業は、役場にどなたでも気

軽に来ていただき町長と気楽にお話をする「ふれあいトーク」と町長が各行政区や団体の会

合等に出向き、様々なことをお聞きする「おじゃまします！金平です」の２本立てで開催し

ます。 

 この機会に様々なことをお聞かせ下さい。 

 お待ちしております!! 

 

■ふれあいトーク 

 ○対  象 個人など 

 ○開催日時 第１回 平成２９年 ５月１７日（水） 

           １０：３０から１２：００ 

       ※第２回以降は日程が決まり次第お知らせ版等に掲載します。 

 ○開催場所 健康福祉総合センター「ふれあい」1 階ラウンジ 

 ○申込方法 事前の申込は必要ありませんが、開催日時に健康福祉総合センター「ふれあ

い」１階ラウンジまでお越し下さい。 

 

■おじゃまします！金平です 

 ○対  象 各行政区、団体（５名以上のグループ） 

○開催日時 行政区、団体と町長の日程を調整し実施致します。 

 ○開催場所 共成・北竜・恵比島地区活性化センター 

       旭町・緑町・高穂・中央地区コミュニティーセンター 

       沼田第１・３会館 

生涯学習総合センター「ゆめっくる」 等 

 ○申込方法 行政区等にお配りした『申込書』をＦＡＸ又は、総務財政課広報情報グルー

プまで提出願います。 

  団体につきましては、お電話いただければ随時申込を受付けますので、お気軽にお問合

せ下さい。 

※申込書は、役場総合窓口、ふれあい窓口、ゆめっくる窓口に備付けています。 

■お問合せ  総務財政課広報情報グループ  担当：森田・大島 

       ☎３５－２１１１（内線２０９） 

『ふらっトーク』の開催について 

 

工事のお知らせ 

町では現在、旧中学校跡地において「暮らしの安心センター」を建設中ですが、その周辺

において関係工事が始まります。 工事期間中、安全と環境対策に十分注意を払い工事を完成

させるよう努力致しますが工事に関して疑問・お気づきの点等がございましたら、下記のお

問合せ先までご連絡ください。 

 

■旧沼田中学校解体工事 

 工事期間 平成 29 年 5 月下旬～平成 29 年 12 月下旬 

 工事概要 校舎・屋内体育館解体 

■地域密着多機能型総合センター外構工事 

 工事期間 平成 29 年 5 月下旬～平成 29 年 10 月下旬 

 工事概要 暮らしの安心センター駐車場他、外構整備工事 

 

 

■お問合せ   建設課技術グループ    ☎３５－２１１６ 

 

講演会のご案内「脳卒中と認知症」 
～ 脳卒中と認知症は深い関連があります！ ～ 

 
 脳卒中治療の最前線で活躍されている脳神経外科専門医を講師に招いた講演会を開催しま

す。日々の健康づくりや病気の予防に役立つ、とっておきの機会ですので、是非ご参加下さ

い。 

■日 時  平成２９年６月１日（木）１８:００～１９:００ 

■場 所  「ふれあい」すこやかホール 

■講 師  医療法人医仁会 中村記念南病院 

脳神経外科医長 浅野目 卓（あさのめ たく）氏 

■対 象  本町にお住まいの方 

■費用等  参加は無料です。ご希望の方は、直接ご来場ください。 

 

■お問合せ   保健福祉課健康グループ  ☎３５－２１２０ 

 



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。 

                                                    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

今まで 

ジカ熱・デング熱対策「蚊の用心！ひと刺し用心！」 

～ ジカ熱・デング熱は蚊に刺されることで感染します。 ～ 

 

ジカ熱やデング熱の原因となるウイルスは、それらに感染した人の血を吸った蚊（ヒトス

ジシマカ：背中に 1 本の白い線と W 字状の模様が特徴）の体内で増え、その蚊がまた他の人

の血を吸うことで感染を広げていきます。 

 感染しても全ての人に症状が出るわけではありませんが、発熱や関節の痛み、発疹などの

症状が 1 週間ほど続きます。アフリカ、中南米、アジア太平洋地域等の流行地に渡航される

場合は、現地で蚊に刺されないようにくれぐれも気をつけましょう。 

 妊婦がジカ熱に感染すると、小頭症などの先天性障害をもった子どもが生まれる危険性が

高く、流行地から帰国後に妊娠を希望される場合、6 か月間はそれを延期することをお奨め

いたします。また、デング熱では出血を伴うデング出血熱になり重症化する危険性がありま

す。 

蚊が繁殖する場所に行く時は、肌を露出せず、安全な虫除け剤を使用する等、蚊に刺されないような

習慣を身につけましょう。 

 

 くわしくは  ジカ熱 厚労省  又は  デング熱 厚労省  を  検索  

 

■お問合せ   保健福祉課健康グループ    ☎３５－２１２０ 

 

北海道のがん対策の取組や北海道がん対策基金の運営について、道民の理解と支援をいた

だくため、「北海道がん対策ロゴマーク」及び「北海道がん対策基金キャッチフレーズ」を募

集しています。 

 

■募集内容  北海道がん対策ロゴマーク・北海道がん対策基金キャッチフレーズ 

■応募資格  どなたでも 

■募集締切  平成２９年６月９日（金） 

■  賞    ○ロゴマーク     ７万円   ○キャッチフレーズ  ５万円 

北海道がん対策ロゴマーク 

北海道がん対策基金キャッチフレーズ 大募集 

【考え方】 

 ○がん患者の方をはじめ、行政・医療関係者・企業・メディアなど北海道全体でがん対策を

推進する為、一体感を表すシンボルとして各種取組に活用します。 

【イメージ】 

 ○がんは２人に１人が罹る時代で、がん対策は道民の身近な問題であることを訴える内容。 

 ○「がんになっても安心して暮らせる社会の構築」へ向けた機運を高める内容 

■詳しくは  公益財団法人北海道対がん協会 

        https://hokkaido-taigan.jp/   ☎０１１-７４８-５５１１ 

 

■お問合せ   保健福祉課健康グループ      ☎３５－２１２０ 

【考え方】 

 ○北海道がん対策基金を多くの道民に周知し理解と支援の輪を広げるため、各種広報活動等

に活用し、基金の効果的な普及啓発に活用します。 

【イメージ】 

 ○北海道がん対策基金の認知度向上が図られる内容。 

 ○北海道がん対策基金への募金等支援を呼びかける内容。 

ロゴマーク 

キャッチフレーズ 

ＪＲ石狩沼田駅の乗車券販売員を募集します 

ＪＲ北海道では、石狩沼田駅の乗車券販売員を募集しています。 

ご希望の方は、沼田町商工会まで履歴書を持参の上お申込み下さい。 

■募集人員  １名（年齢性別不問） 

■勤 務 日  月～金曜日（祝祭日を除く） 

■勤務時間  ７：２０～１３：４０ 

       ※上記のうち JR 発車時刻に合わせた時間帯 

■賃   金   時給７８６円（１２月～３月は１,０００円）×３時間／日 

※上記に加え、キップ販売額に応じた一定額が加算されます 

■業務内容  乗車券（キップ）の簡易販売 

駅内の簡易清掃など 

■募集期間  ５月１１日（木）から２３日（火）まで 

■業務開始  ６月 １日（木）から 

■応募先・お問合せ   沼田町商工会  ☎３５－２２３１ 

  受付時間：（平日）午前８時３０分から午後５時１５分 

 

https://hokkaido-taigan.jp/


 

クマにご注意下さい！ 

今年は各地で例年以上にクマによる人身被害が多発し、沼田町においても、４月に入り幌

新地区でヒグマが目撃されています。 

農作業・山菜採りに当たっては、クマとの不意の遭遇に十分ご注意下さい。 

 

■クマの出没を防ぐためには 

 (１) 農作業等を行う際に注意すべき事項 

 ・作業中にラジオなど音の出るものを携帯するなど、自分の存在をアピールすること。 

・クマ類の出没情報に留意し、クマ類の行動が活発になる早朝、夕方の作業時には、周囲

に気を付けること。 

・森林、斜面林などのそばの農地は、クマ類の出没ルートとなりやすいので特に注意し、

周囲の灌木の刈り払いなどを行うこと。 

・頻繁にクマ類が出没する地域においては、できるだけ単独での作業は避けること。 

 

(２) 誘引物の除去 

・クマ類を誘引する生ゴミや野菜・果実の廃棄残さ等の適切な処理。 

・農地では果樹園が最も被害を受けやすいところであり、収穫後の放置果実は適切に除去

すること。 

・クマ類は、収穫物収納庫に入り込んで採食することもあるため、収納庫はきちんと施錠

するなど管理を徹底すること。 

・草刈機などに使われるガソリンなどの揮発性物質も、クマ類の誘引物となるため、保管

場所等に注意すること。 

 

■もしも、クマに遭遇してしまったら 

(近くにクマがいることに気がついた場合) 

・落ち着いて、クマに背を向けずに、ゆっくりとその場から離れましょう。 

・クマを驚かすので、大声を出したり、走って逃げるのはやめましょう。 

 

■クマの目撃等に際しましては、下記の電話番号にご連絡ください。 

 

■ご連絡先    農業商工課   ☎３５－２１１４ 

沼田町有害鳥獣対策委員会からお知らせ 

○更新地区で電牧柵を設置しております!! 

これまで沼田町有害鳥獣対策委員会では、エゾシカによる農作物被害を防止するために「く

くり罠」でエゾシカの捕獲を行ってきましたが、エゾシカの個体数の増加により、捕獲だけ

では農作物被害を減少することが困難になったことから、更新地区をモデル地区として「電

牧柵」の設置を行っております。 

設置箇所は、更新地区を囲むように山林・河川沿いに約 42 ㎞の長さを設置しています。 

電牧柵は、約 1～2 秒に 1 回の間隔で瞬間的に電流を流し、エゾシカが農地に侵入しよう

と電線に触れた際に、電気ショックを与えることにより、警戒心を持たせ、農地への侵入を

防ぐものです。 

電牧柵が設置されている箇所には左の

写真のように、黄色の危険表示板が吊る

されていますので、ご注意ください。 

万が一、電線に触れても、電線から手

が離れなくなるなどはありませんが、驚

いて転倒する可能性がありますので、安

易に触れないようにしてください。 

また、電牧柵を稼働させるために「ソー

ラーバッテリー」も設置してますが、この

ボックス自体にも電流が流れていま

すので、電線と合わせて、ボックスにも

触れないようご注意願います。 

※山菜採りなどで山林に立ち入る際には、山林は私有地・国有地ですので、必ず所有者や

営林署などの入林許可を受けて立ち入るようお願いいたします。 

 

■お問合せ   沼田町有害鳥獣対策委員会事務局（農業商工課）  ☎３５－２１１４ 
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沼田町教育委員会ブログ 

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/ 

 

検 索 



日曜・祝日当番医のお知らせ 

◆５月１４日（日） 

歯   科   系…西田歯科医院(深川市)     ☎２２－２７５７ 

内科・外科系…深川市立病院         ☎２２－１１０１ 

◆５月２１日（日） 

歯   科   系…伊東歯科医院（深川市）       ☎２３－５５０１ 

内科・外科系…深川市立病院         ☎２２－１１０１ 

◆５月２８日（日） 

歯   科   系…森歯科医院（砂川市）       ☎０１２５－５２－２７８９ 

内科・外科系…深川市立病院            ☎２２－１１０１ 

 

５月１１日から５月２８日までの行事予定 

行事名            時 間    場 所 

５月１２日（金） 暮らしの安心センター内覧会  １０：００～１５：００ 

 ・１３日（土）                暮らしの安心センター（両日共） 

１４日（日）  クリーン沼田空き缶等回収    ８：００～ ふれあい集合 

１６日（火） 高齢者サロン         １０：００～ 旭町コミセン 

       行政相談           １３：００～ 町民会館 

１８日（木） スポーツクラブ定期利用    １９：００～ 町民体育館 

１９日（金） 雪合戦教室          １９：００～ 町民体育館 

２２日（月） 脳トレ教室          １０：００～ ふれあい 

２３日（火） 高齢者サロン         １０：００～ 緑町コミセン 

２５日（木） スポーツクラブ定期利用    １９：００～ 町民体育館 

２６日（金） 雪合戦教室          １９：００～ 町民体育館 

２７日（土） 小中合同運動会         ８：３０～ 小学校グランド 

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５月１１日時点) ４２９名の方にご利用していただいてい

ます。随時登録を受け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。 

※すでに利用されている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、下記までご連絡下さい。 

 

■お問合せ   総務財政課広報情報グループ  ☎３５－２１１１ 

 

 

「メールぬまた」登録受付中です！ 

そらち生活サポートセンターによる生活相談会を開催します 

そらち生活サポートセンターでは、お仕事に関する事や生活の不安など、生活に関する様々

なご相談をお受けして、相談者と一緒に考え解決に向けたサポートを行います。 

ご相談内容の秘密は厳守致しますので、お気軽にご相談下さい。 

 

ご予約はこちら（フリーダイヤル） 

０１２０－２７９－２３４ 

予約受付時間（午前 9 時 30 分～午後 5 時） 

※前日の午後 5 時までに電話予約をお願いします。 

 

・4 月から 8 月までの実施日（沼田町）：５月 2５日(木)・6 月２9 日(木) 

・実施場所：ふれあい 

・開催時間：13：００～16：００ 

 ■お問合せ   保健福祉課福祉グループ   ☎３５－２１２０ 


