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ライフパートナー探し応援事業をご活用下さい 

 

平成３０年沼田町成人式 開催時間のお知らせ 

本町では、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

機関へ支払う費用等の一部を助成しておりますので、是非ご活用下さい。 

 

○支援内容等 

■対象者 

 ①結婚に対して前向きに取り組む意欲のある２０歳以上で独身の男女 

 ②結婚相談所へ入会された方、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を利用又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 

■助成額 

①申請者一人につき６０,０００円を上限（入会金及び登録料については１人１回限り） 

②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（①の上限範囲内） 

 ③交通費等の旅費については、１回につき１０,０００円を上限（①の上限範囲内） 

※交付上限については、過去の交付実績も含まれます。 

■申請方法 

 ①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さい。 

②申請にあたっては、個人の他、団体又はグループ等、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７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 平成３０年１月７日（日）  

１３：３０（受付開始） 
     １４：００（記念写真撮影） 
     １４：３０（式典開始） 
     ※１６：３０ 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９年４月２日～平成１０年４月１日生まれの方で次のいずれかに該当する方 
     ①沼田町に住民登録がある方は、後日お送りする往復ハガキにて１２月１日（金） 

まで(必着)に教育委員会へお申込み下さい。 
     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、１２月１日（金）までに教育委員会へ電話等でお申込み下さい。 
（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） 
※準備の都合上、期日厳守でお願いします。 
 

■申込み・お問合せ 教育委員会 ☎３５－２１３２ 

■自衛官候補生（男女） 
 資 格 日本国籍を有し、採用予定月 1 日現在 18 歳以上 27 歳未満の男女 
 受付期間 年間を通じて行っております。※採用予定数に達した場合は実施しません。 
 試験期日 平成２９年１２月１５日（金）・１６日（土） 
 試験会場 自衛隊旭川地方協力本部(旭川市春光町) 
 
■高等工科学校生徒（一般） 
 資  格 日本国籍を有し、平成３０年４月１日現在、中卒(見込含む)１７歳未満の男子 
 受付期間 平成２９年１月１日（水）～平成３０年１月９日（火） 
 試験期日 第１次試験：平成３０年１月２０日（土） 
 試験会場 陸上自衛隊旭川駐屯地(旭川市春光町) 
 
■お問合せ 自衛隊旭川地方協力本部 南地区隊 ☎０１６６－５４－５６１７ 
      総務財政課 ☎３５－２１１１ 

平成２９年度自衛官候補生募集案内 個人事業税のお知らせ 

『北海道からのお知らせ』 

◎１１月３０日（木）は個人事業税第２期の納期限です！ 

  個人事業税第２期分の納付書は、８月に第１期分納付書と一緒にお送りしていますので、 

お確かめの上、銀行・郵便局などの金融機関で納期限までに納めてください。 

◎お手元に納付書はありますか？ 

  納付書がお手元にない場合には、再度納付書をお送りしますので、お早めに深川道税事務 

所までご連絡ください。 

◎口座振替納税をご利用ください 

  うっかり納期限を忘れて延滞金を支払うことがなくなります。今年度の申込みは翌年度か 

ら口座振替を開始します。 

 

■お問合せ 深川道税事務所 ☎２３－３５７８ 



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。 
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全国瞬時警報システム（J-アラート）の訓練放送について 

 
＜平成２９年１１月１３日(月)から１１月１９日(日)まで＞ 

 

強化週間では、通常平日８：３０から１７：１５までの相談時間のところ、相談時間を以下

のとおり延長します。夫・パートナーからの暴力、職場でのセクシャルハラスメント等女性の

人権に関する相談を受け付けておりますので、お悩みの方はどうぞご相談ください。相談は無

料、秘密は厳守します。 

 

■電話番号 ０５７０－０７０－８１０（全国共通ナビダイヤル） 

      ※法務局職員又は人権擁護委員が相談に応じます。 

■相談時間 ・１１月１３日(月)～１１月１７日(金)まで   ８：３０～１９：００まで 

      ・１１月１８日(土)～１１月１９日(日)まで  １０：００～１７：００まで 

 

■お問合せ 旭川地方法務局 人権擁護課 ☎０１６６－３８－１１１４（直通） 

ひとりで悩まず、電話してください。 

全国一斉「女性の人権ホットライン」強化週間が実施されます！ 

 町内６か所に設置してある屋外スピーカー及びご家庭の戸別受信機から、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 
「これは、Ｊアラートのテストです。」 ※繰り返し３回 
「こちらは、防災ぬまたです。」 
 終了のチャイム 

１１月１４日（火）午前１１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。 

町では、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４４９名(平成

2９年１１月９日時点)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。 

※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 

 

 

「メールぬまた」登録受付中です！ 
近年、必ずしも急を要さない軽症患者がコンビニ感覚で救急医療機関を時間外受診したり、

安易な救急車の利用が増える傾向にあります。このような状況が続くことにより、重症患者の

医療に影響を及ぼしたり、救急医療機関に勤務する医師が疲弊し退職してしまうなど、救急医

療はいま、さまざまな社会問題に直面しています。 

救急医療機関は、休日や夜間における緊急処置が必要な患者さんに治療を行うための医療機

関であり、通常の診療時間帯と違い、医療スタッフが少ないことなどから、限られた治療しか

行うことができません。 

日中から症状のある方や家庭での応急処置で様子を見られるような軽い症状の方は、通常の

診療時間帯に受診するよう心がけてください。 

本当に緊急性のある患者さんが速やかに治療を受けられるよう、皆さんのご理解とご協力を

お願いします。 

 

■お問合せ 

北海道 保健福祉部 地域医療推進局 地域医療課 救急医療グループ 

☎０１１－２０４－５２５０ 

(※)Ｊ-アラートとは、8 月、9 月の 2 回北朝鮮から放たれた弾道ミサイルなどの武力攻撃や地
震・津波などの非常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 
救急医療の適切な利用について 
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町民の皆様へ「完熟トマトケチャップ」の回収に関するお詫びと 
販売中止・商品回収のお知らせ 

この度、沼田町農産加工場で製造販売している「完熟トマト 
ケチャップ」の一部に異物（黒色ゴム片）混入の恐れがあるこ 
とから、当該商品の販売を一旦中止し、該当製品の回収をさせ 
ていただいております。 
つきましては、皆様のお手元に該当商品（手の付いたもので 

も構いません）がございましたらお召し上がりにならず、農産 
加工場又は農業商工課までお持ちいただくか、農産加工場に料 
金着払いにてお送りくださいますようお願い申し上げます。後 
日、商品券（ＱＵＯカード）をお送りさせていただきます。 
(代替品を希望される場合は、その旨お申し出ください） 
 町民の皆様には多大なるご心配とご迷惑をおかけしましたこ 
とを、心よりお詫び申し上げます。 
 また今後は徹底した品質管理に農産加工場職員一同全力で取 
り組む所存でございますので、何卒、ご理解賜りますようお願 
い申し上げます。 
 
■回収対象商品 
  商 品 名 完熟トマトケチャップ内容量３２０ｇ（JAN ｺｰﾄﾞ 4931305210411） 
  賞味期限 ２０１８年１１月１６日～２０１９年７月２日までの商品 
■お問合せ窓口・ご返送先・ご持参先 
 （１）商品送り先・ご持参先 
   〒０７８－２２０４ 北海道雨竜郡沼田町西町６番２８号 沼田町農産加工場 
 （２）担当者 
   沼田町農産加工場 工場長 門間・営業担当 塩田 
   フリーダイヤル ０１２０－３５－１２０６ 
   一般電話番号  ３５－１２０６ 
   （受付時間：平日 ９：００～１７：３０） 
   メールアドレス kakou@nousan-numata-hokkaido.jp 
 
※商品ご返送・ご持参の際には、必ず郵便番号・ご住所・お名前・お電話番号をお書き添 
えください。 



「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 

日曜・祝日当番医のお知らせ 

 
１０月１６日(月)～２２日(日)は行政相談週間 

「行政相談所」を開設します 

◆１１月１２日（日） 

歯   科   系…とくだ歯科医院（滝川市）  ☎０１２５－７５－２０５６ 

内科・外科系…深川市立病院   ☎２２－１１０１ 

◆１１月１９日（日） 

歯   科   系…長谷川第一歯科（赤平市）  ☎０１２５－３２－２２７７ 

内科・外科系…深川市立病院          ☎２２－１１０１ 

◆１１月２３日（木） 

歯   科   系…塚本歯科医院（滝川市） ☎０１２５－２３－２５０８ 

内科・外科系…斎藤整形外科医院（深川市） ☎２３－３７３７ 

◆１１月２６日（日） 

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９日から１１月２４日までの行事予定 

行事名          時 間   場 所 

１１月 ９日（木） スポーツクラブ定期利用   １９：００～ 町民体育館 

   １０日（金） 雪合戦教室         １９：００～ 町民体育館 

１２日（日） プラネタリウム上映会    １６：００～ 町民会館 

１５日（水） ほっとママ         １０：００～ ふれあい 

１６日（木） スポーツクラブ定期利用    １９：００～ 町民体育館 

１７日（金） 雪合戦教室         １９：００～ 町民体育館 

１８日（土） 図書館ミニミニフェスタ    ９：００～ 図書館 

図書館古本市（～２７日）  １０：００～ 図書館 

   ２０日（月） いきいき大学・閉講式    １０：３０～ ゆめっくる 

２１日（火） 高齢者サロン        １０：００～ 旭町コミセン 

       定例行政相談        １３：００～ 町民会館 

２３日（木） スポーツクラブ定期利用   １９：００～ 町民体育館 

２４日（金） フロアカーリング      １０：００～ ふれあい 

雪合戦教室         １９：００～ 町民体育館 


