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沼田町議会からのお知らせ 

令和元年第３回定例会が９⽉１８⽇（⽔）から開催されますので、是⾮この機会に傍聴
にお越し下さい。なお、本定例会の⼀般質問は１８⽇午後１時からを予定しております。
 なお、議員並びに理事者・説明員におきましては、軽装のまま議案審議を⾏いますので、
傍聴の皆様におかれましても、楽な姿勢でご来場願います。 
■お問合せ 議会事務局 ☎３５－２１１７ 

消費税率の引上げにより令和元年１０月利用分から上水
道・下水道・個別排水処理施設の使用料金がかわります 

妊婦情報事前登録制度 安心出産サポート 119 

緊急時に救急⾞でかかりつけ病院へ搬送できるよう、妊婦さんの事前登録制度を新設し、
９⽉ 1 ⽇より運⽤を開始しております。登録を希望される⽅はでお問い合わせください。
 
■対象者  沼⽥町にお住まいの妊婦さんで、登録を希望される⽅。 

    ⾥帰り出産のために⼀時的に町内にお住まいの妊婦さんも登録可能です。 
■登録⽅法  ・妊婦情報事前登録届出書を役場保健福祉課へ提出してください。⽤紙は窓

⼝でお渡しします。 
・登録した情報は保健福祉課・深川消防署沼⽥⽀署で保管します。 
・出産予定⽇から 1 か⽉過ぎた時点で登録解除します。 
・妊娠中に登録内容の変更があった場合はお申し出ください。 

■利⽤⽅法 ①「腹部に強い痛みや出⾎がある」「陣痛・破⽔が始まった」等のお産の兆候
があり、医師から救急⾞の要請指⽰が出た場合 

     ②１１９番通報し、「妊婦登録をしている〇〇です。救急⾞をお願いします」
と申し出ます 

③救急隊員が医療機関と連絡をとり、搬送します。 
■注意事項 ・救急⾞を利⽤できるのは、緊急時に医師から救急⾞による搬送が必要と判

断された場合です。 
・搬送先は出産予定の医療機関ですが、状態によっては搬送先が変更になる

場合もあります。 
■お問合せ 保健福祉課保健グループ ☎３５－２１２０ 

消費税率の引上げに伴い、令和元年６月の第２回沼田町議会定例会におきまして、上

水道、下水道及び個別排水処理施設の使用料金の改定が決定されました。 

つきましては、令和元年１０月１日（１１月検針分・１２月末納入期限分）から、次

のとおり新料金に変わることになりますので、皆様のご理解をよろしくお願い申し上げ

ます。 

■上⽔道改定料⾦表（抜粋） 

種別及び⽤途 
基本料⾦(１⽉につき) 超過料⾦(１㎥につき)

基本⽔量 改定前 改定後 改定前 改定後 

家事⽤ 10⽴⽅メートルまで 2,311円 2,354円 280円 286円

〃（福祉料⾦） ６⽴⽅メートルまで 1,382円 1,408円

メーター⼝径13ミリ ― 324円 330円

メーター⼝径20ミリ ― 464円 473円

 ※上記以外の⽤途・⼝径については、お問い合わせください。 

■下⽔道改定料⾦表 

⽤途別 
基本料⾦(１⽉につき) 超過料⾦(１㎥につき)

基本⽔量 改定前 改定後 改定前 改定後 

⼀般⽤の汚⽔ 10⽴⽅メートルまで 1,934円 1,970円 226円 231円

〃（福祉料⾦） ６⽴⽅メートルまで 1,163円 1,184円

ディスポーザー 料⾦改定なし 250円 250円

■個別排⽔処理施設改定料⾦表 

⽤途別 
基本料⾦(１⽉につき) 超過料⾦(１㎥につき)

基本⽔量 改定前 改定後 改定前 改定後 

⼀般⽤の汚⽔ 10⽴⽅メートルまで 1,934円 1,970円 226円 231円

〃（福祉料⾦） ６⽴⽅メートルまで 1,163円 1,184円

■お問合せ 建設課（上下⽔道担当） ☎３５－２１１６ 



「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。昨年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、情報収集に役⽴ちました。 

登録がお済みでない⽅は、随時受け付けていますので、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。 

■お問合せ 総務財政課 総務グループ ☎３５－２１１１ 

                                                    
 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

秋のヒグマ注意特別月間及び出没注意情報 

秋が深まり野⼭に近づくことが多くなるこれからの季節、冬眠に⼊るための準備をする
ヒグマが多発することが予想されます。また、今年については沼⽥町内においても数多く
の⽬撃情報が寄せられております。 
 令和元年「秋のヒグマ注意特別期間」は令和元年９⽉７⽇（⼟）から１０⽉３１⽇（⽊）
となっています。すでに啓発期間に⼊っていることから今⼀度ヒグマへの危機意識を持っ
ていただき、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、ヒグマに遭遇す

る確率を低めるよう努めてください。 
■ヒグマの被害に遭わないために  
  ・事前にヒグマの出没情報を確認する 
  ・⼀⼈では野⼭に⼊らない 
  ・野⼭では⾳を出しながら歩く 
  ・薄暗いときには⾏動しない 
  ・フンや⾜跡を⾒たら引き返す 
  ・⾷べ物やゴミは必ず持ち帰る 
■ヒグマの⽬撃等に際しましては、農業推進課にご連絡ください。 
■お問合せ 農業推進課農業振興グループ ☎３５－２１１４ 

沼田町公営住宅等募集情報 

沼⽥町では、次の公営住宅等⼊居者を募集しています。 
 
■公営住宅申込資格 ※全て満たすこと。 

・住宅に困窮しており、政令⽉収の基準を満たす⽅ 
・暴⼒団員ではないこと 
※政令⽉収の基準については住宅により異なりますので窓⼝へお問い合わせください。
また、世帯向け住宅に単⾝の⽅でも⼊居できる場合がありますが、制限があります。 

 
■世帯向け住宅 

団地 建設
年度 間取り 単⾝者・世帯向 

詳 細 等 
家 賃

※収⼊により異
なります

募集
⼾数 

募集 
状況 

緑町 

H1 3LDK 
世帯向 
59 棟 102 号室 

201 号室 
203 号室 

15,100〜 3 

9/27 
締切 

 

H8 2LDK 
3LDK 

世帯向 
Ａ棟 102 号室 
    204 号室 

16,200〜
（他に駐⾞場・
給湯器のﾘｰｽ料）

2 

H9 3LDK 
世帯向 
Ｂ棟 305 号室 

306 号室 

19,900〜
（他に駐⾞場・
給湯器のﾘｰｽ料）

2 

H8 2LDK 
3LDK 

世帯向 
Ｃ棟 103 号室 

302 号室 

16,200〜
（他に駐⾞場・
給湯器のﾘｰｽ料）

2 

 
■⾼齢者向け住宅 

団地 建設
年度 間取り 単⾝者・世帯向 

詳 細 等 
家 賃

※収⼊により異
なります

募集
⼾数 

募集 
状況 

⾼齢者
団地 H7 2LDK 世帯向 

2 棟 203 号室 19,400〜 1 9/27 
締切 

 
■そ の 他 公営住宅は、低所得世帯を対象とした減免措置がありますので対象となる 

世帯所得等詳しい内容については下記までお問い合わせください。 
■お問合せ 住⺠⽣活課 移住定住応援室 ☎３５－２１１５ 

「メールぬまた」登録受付中です！ 

※ヒグマは個体によって、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。 



 

    

 
  
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

 

  

 

 
 
 

  

 

 

 

  

 

  

沼⽥町内の⼟地住宅情報など、沼⽥で暮らすための情報が満載です。 
是⾮⼀度移住定住ブログを訪問してみて下さい。 

移住定住情報公式サイト  http://teiju.com/ 

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 

令和元年９月１２日発行 第１０５１号（２／３） 
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令和２年 沼田町職員（保健師）募集について 

■募集⼈員  建築技術職 １名 
■採⽤年⽉⽇ 令和２年４⽉１⽇付け採⽤予定 
■受験資格  次のいずれかに該当する⽅ 

①平成 2 年 4 ⽉ 2 ⽇以降、平成 5 年 4 ⽉ 1 ⽇までに⽣まれた⽅で、学
校教育法に基づく４年制⼤学⼜は⾼等学校等において、建築に関する
課程を修めて卒業し、実務経験 5 年以上を有する⽅、且つ建築⼠ 2
級以上の資格を有する⽅。 

②平成 5 年 4 ⽉ 2 ⽇以降に⽣まれた⽅で、学校教育法に基づく４年制
⼤学・短期⼤学・⾼等専⾨学校・専修学校（修業年数 2 年以上）に
おいて建築に関する課程を修めて卒業した⽅⼜は令和 2 年 3 ⽉まで
に卒業⾒込みの⽅。 

        ※ただし、⽇本国籍を有しない者、または地⽅公務員法第１６条のいず
れかに該当する者は受験できません。 

■試験⽅法  適性試験、論⽂試験、⾯接試験（⽇程は追って通知します） 
■試 験 ⽇  令和元年１０⽉中旬予定（⼟・⽇を予定） 
■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  令和元年９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 

沼⽥町役場総務財政課 担当：⼩⽟・⼀⼾（いちのへ）  
電話３５－２１１１ 

令和２年 沼田町職員（建築技術職）募集について 

■募集⼈員  保健師 １名 
■採⽤年⽉⽇ 令和２年４⽉１⽇付け採⽤予定 
■受験資格  次のすべてに該当する⽅ 

①保健師国家資格を取得済み、⼜は令和２年３⽉３１⽇までに取得⾒込
みで健康な⽅。 

②採⽤時３５歳くらいまでの⽅。 
③地⽅公務員法第１６条の⽋格条項に該当しない⽅。 

■試験⽅法  書類審査、⼩論⽂、⾯接（⽇程は追って通知します） 
■試 験 ⽇  令和元年１１⽉中旬予定（⼟・⽇を予定） 
■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証明書⼜は、卒業証明書の写し  
③最終学校の成績証明書。在学中の⽅は、現時点の成績証明書。 
④保健師資格を取得済みの⽅は、それを証明できる書類の写し。 

■応募期限  令和元年１０⽉３１⽇（⽊）必着 
■応募先・お問合せ 
       〒078-2202 沼⽥町南１条３丁⽬６番５３号 
       沼⽥町役場保健福祉課 担当：⿊⽥、⻄尾 

電話３５－２１２０ 

ケアプラザ岩見沢（労災特別介護施設）について 

ケアプラザは、産業の発展に貢献する中で被災し、重度の障害・傷病を追われた労災年
⾦受給者の⽅々に安⼼していきいきとした⽣活を営んでいただくため、厚⽣労働省が全国
８箇所に設置し、北海道では岩⾒沢市にある施設で、せき髄損傷やけい髄損傷などの労災
特有の傷病・障害の特性に応じた専⾨的な介護サービスを受けられる施設です。 

施設⼊所のほか、短期滞在や⽇帰りなどのサービスがあり、障害等級が１級から３級の
労災年⾦受給者が利⽤できる施設となっていますので、施設利⽤を希望する⽅は下記まで
お問合せください。 
■お問合せ ケアプラザ岩⾒沢 ☎０１２６－２５－９００１ 
      住所：岩⾒沢市かえで町８－１－１ 



 子育て世帯応援通勤支援事業(前期分)の受付開始について 食育ソムリエ講座受講費等助成事業

北空知圏地場産農産物利活⽤推進協議会は、地産地消を積極的に促し、農産物の販路拡
⼤等に資するため、⾷育ソムリエ養成講座内の⽣産者コース⼜は従業員コースを受ける
⽅々へ受講料と旅費の⼀部を助成します。 
 ※⾷育ソムリエ養成講座についての詳細は下記ホームページをご参照ください。 
https://www.japan.coop/wp/publications/study/sommelier/sommelier_training 
 
■募集⼈数 ６名 希望者が多い場合は選考となります。 
■応募資格 ・居住地、勤務先が共に北空知（深川市、秩⽗別町、妹背⽜町、沼⽥町、北

⻯町）の⽅ 
・⾷育ソムリエ資格取得後、資格を活⽤した活動を積極的に⾏える⽅ 

■助成額  １０万円を上限として、受講料、旅費（交通費、宿泊費）を対象に助成しま
す。 

■提出書類 ・⾷育ソムリエ受講料等補助⾦申請書 
・８００⽂字程度のレポート（様式⾃由）。 

出来る限り、具体的にご記⼊ください。 
課題：「⾷育ソムリエ資格を取得する⽬ 
的は何か。⾷育ソムリエ資格を取得後、 
どのような活動を⾏いたいか。」 

■応募締切 令和元年１０⽉２５⽇（必着） 
■その他  ・資格取得後１年以内に活動報告をしていただきます。 

・また、やむを得ない事情等で活動報告や講座の受講を中⽌せざるを得ない
場合は、その旨の申出書を提出していただきます。 

・講座の資格認定試験に合格、不合格に関わらず、結果通知の写しを事務局
へご提出願います。 

・その他不明な点等ありましたら、事務局へお問い合わせください。 
■申込・問い合わせ先 

北空知圏地場産農産物利活⽤推進協議会（事務局：北空知圏学校給⾷組合）
      ☎０１６４－２３－５３３３ 
      メールアドレス：dream-kitchen@kitasorachi.hokkaido.jp 

町では「⼦育て世帯の応援事業」として、他市町村へ通勤する中学⽣以下のお⼦さんを
扶養する世帯主等の保護者で、下記の要件に全て該当する⽅に、通勤に係る費⽤の負担軽
減として町内で利⽤できる商品券をお渡しする「沼⽥町⼦育て世帯応援通勤⽀援事業」を
実施しています。前期分の申請受付を開始しますので、下記の要件に全て該当する⽅は住
⺠⽣活課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、かつ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」とは、その判断にあたっては所得の状況や扶養申
告、住⺠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・北⻯町・妹背⽜町・⾬⻯町） 

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、住⺠⽣活課で受け取って

いただき、下記期間内に申請してください。（受取期間内に町内商品券をお渡しします） 
 

・申請期間： ９⽉１２⽇〜 ９⽉２６⽇ 
・受取期間： １０⽉ ７⽇〜１０⽉１８⽇ 

 
○受付時間 

  ⽉曜⽇〜⾦曜⽇（祝⽇は除く） ８：４５〜１７：１５ 
 

○申請に必要な書類 
・在職証明書（様式は町ＨＰまたは住⺠⽣活課でお受け取りください） 
 

■お問合せ 住⺠⽣活課 移住定住応援室 ☎３５－２１１５ 



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。 
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難病患者の皆様の通院費を助成します 

町では特定医療費（指定難病）受給者証、⼜は⼩児慢性特定疾患医療受給者証をお持ち
の⽅を対象に通院費の助成事業を⾏っており、上期・下期の年２回に分けて申請を受付け
ています。 
 上記受給者証をお持ちで指定難病の治療のため通院し、受給資格登録をされている⽅は、
上期分（４〜９⽉診療分）の申請を受け付けますので、下記のとおり申請いただきますよ
うご案内いたします。 

なお、助成額は、通院する医療機関所在地の主要駅までの、ＪＲ普通運賃実費相当額（⽉
２回を限度）となります。 
 
■申請⽅法等  保健福祉課窓⼝に申請書類等がございますので、印鑑・通院費領収書・

通帳（振込先）・特定医療費（指定難病）受給者証、⼜は⼩児慢性特定疾患
医療受給者証をご持参の上お越しください。 

■申請期限   上期分（４〜９⽉診療分）を１０⽉末までに申請願います。 
※過去２年分まで申請できます。（２年を超えた分は申請できませんので申

請漏れにご注意ください。） 
■その他   ・経済的な事情などによっては、毎⽉申請することもできます。 

・通院費助成を受けるためには、受給資格登録が必要となるため、現在、
指定難病⼜は⼩児慢性特定疾患の受給証をお持ちになり、受給資格登録
がお済でない⽅は、保健福祉課窓⼝にて受給資格登録申請を⾏うことが
できますのでご相談ください。 

・ご不明な点がございましたら、ご遠慮なくお問い合わせください。 
■お問合せ  保健福祉課 福祉グループ ☎３５－２１２０



国有林内での狩猟解禁について 

空知森林管理署北空知⽀署管内において、令和元年 10 ⽉ 1 ⽇から令和 2 年 3 ⽉ 31
⽇までの間、狩猟が解禁となり⼟・⽇・祝⽇及び年末年始は銃猟可能となりますので、
安全確保のため出来る限り⼊林を控えて下さい。 
 なお、平⽇においても有害⿃獣捕獲を⽬的とした銃猟は⾏われますので、⽬⽴つ服装
をするなど対応をお願いいたします。 
 詳しくは北海道森林管理局ホームページにてご確認下さい。 
■お問合せ 空知森林管理署北空知⽀署 ☎０１６５－３５－２２２１ 

９⽉１３⽇から９⽉２７⽇までの⾏事予定 
⾏ 事 名      時 間     場 所 

 ９⽉１７⽇（⽕） 定例⾏政相談        １３：００〜 町⺠会館 
          ⾼齢者サロン        １０：００〜 旭町コミセン 
   １８⽇（⽔） 第３回議会定例会      １０：００〜 役場３階議場 
   １９⽇（⽊） ⼦ども交流広場       １０：００〜 夢未来 
   ２０⽇（⾦） 元気１００倍教室      １０：００〜 ふれあい 
          あったまーる        １２：００〜 暮らしの安⼼ｾﾝﾀｰ 
   ２１⽇（⼟） 教育⻑杯パークゴルフ⼤会  １０：００〜 町⺠パークゴルフ場 
   ２４⽇（⽕） ⾼齢者サロン        １０：００〜 緑町コミセン   

◆９⽉１５⽇（⽇） 
内科・外科系…深川市⽴病院             ☎２２－１１０１ 
⻭   科   系…松原⻭科医院（砂川市）        ☎０１２５－５２－６４８０
 
◆９⽉１６⽇（祝） 
内科・外科系…深川市⽴病院             ☎２２－１１０１ 
       （担当医：児島医院院⻑ 児島俊⼀） 
⻭   科   系…中神⻭科医院（沼⽥町）        ☎３５－２４５６ 
 
◆９⽉２２⽇（⽇） 
内科・外科系…深川市⽴病院             ☎２２－１１０１ 
⻭   科   系…秩⽗別⻭科診療所（秩⽗別町）     ☎３３－２４２０ 
 
◆９⽉２３⽇（祝） 
内科・外科系…斎藤整形外科医院           ☎２３－２４２０ 
⻭   科   系…さいとう⻭科（⾬⻯町）        ☎０１２５－７７－２０８８

日曜・祝日当番医のお知らせ 


