難病患者の皆様の通院費を助成します
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ふるさと創造懇談会を開催します
町⺠の皆さまの⽣活に密着しているまちづくりについてのお知らせと、皆さまからのご意
⾒を伺う「ふるさと創造懇談会」を開催いたします。
町⻑ほか、担当課⻑が出席しますので、是⾮ご参加いただき町⺠皆さまの声をお聞かせく
ださい。
なお参加される⽅は、マスクの着⽤と⼿指の消毒等のご協⼒をお願いいたします。
■⽇
程
開催⽇
時 間
場 所
３⽉１９⽇（⾦）

１８︓３０〜

共成地区活性化センター（共成・⾼穂第２・更新・東予）

３⽉２０⽇（⼟）

９︓３０〜

３⽉２２⽇（⽉）

１８︓３０〜

北⻯地区活性化センター（北⻯１・２・３）

３⽉２４⽇（⽔）

１９︓００〜

ゆめっくる※１

３⽉２６⽇（⾦）

１８︓３０〜

恵⽐島地区活性化センター（恵⽐島第１・幌⽐⾥）

ゆめっくる※１

※１ 対象⾏政区は、市内１〜７、南町、旭町、⻄町、仲町、緑ヶ丘、沼⽥１・３・４、
中央、⾼穂１⾏政区ですが、各会場にて参加できない⽅もご参加いただけます。
■懇談内容
○新型コロナウイルスワクチンの接種体制について
○ＪＲ留萌本線について
〇⾼齢者住宅等周辺整備事業について
〇令和３年度主な事業について
■お問合せ 総務財政課 広報情報グループ ☎３５－２１１１
～沼田町はＪＲ北海道を応援しています～

「ＪＲに乗り続け隊」サポーター募集中！
キップ・定期券は、ＪＲ石狩沼田駅でお買い求めください
午前 7 時 20 分～午後 1 時 40 分 平日（祝祭日除く）で販売中！
※不在となる時間帯（8：55～9：50、11：25～12：35）がございます。ご確認ください。
■お問合せ 産業創出課 ☎３５-２１５５

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、
下期分（１０〜３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運賃実費相当額（年２４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・医療機関の領収書
もしくは難病患者通院証明書（町様式）・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
下期分（１０〜３⽉診療分）を４⽉１６⽇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、ご遠慮なくお問合せください。
■お問合せ 保健福祉課 福祉グループ ☎３５－２１２０

３月は自殺対策の強化月間です
「助けて」「苦しい」「悲しい」「つらい」、ひとりで悩まないでください。
あなたの声を待っています。
お こ な お う まもろうよ こ こ ろ
こころの
☎０５７０-０６４-５５６ [有料]
⽉〜⾦曜⽇ ９時〜２１時
健康相談
⼟･⽇･祝 １０時〜１６時
（北海道精神保健福祉センター）
統⼀ダイヤル
SNS 相談事業
よりそい
ホットライン

厚⽣労働省ＳＮＳ相談

検索

※LINE・チャットで相談できます。

⼀般的な⽣活上の悩みをはじめ、⽣活困窮者等に対する総合的な電話窓⼝
つ

な

ぐ

さ さ え る

フリーダイヤル︓０１２０－２７９－３３８ (２４時間対応)
ＦＡＸ︓（０３）３８６８－３８１１

北海道深川保健所☎２２－１４２１（８時４５分〜１７時３０分）

⼟⽇祝、

役場保健福祉課 ☎３５－２１２０（８時４５分〜１７時１５分）

年末年始除く

■お問合せ 保健福祉課 健康グループ ☎３５－２１２０

令和３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３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５０，０００円以内
※新型コロナウイルス感染症拡⼤に伴う特例措置として、令和４年３⽉３
１⽇まで上限額を５万円としています。
■提 出 書 類 ①奨学⽣願書
②奨学⽣推薦書（在学している学校⻑からの推薦書）
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３年３⽉３１⽇（⽔）
■選考・決定時期 令和３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

沼田町職員（保健師）の募集について
■募 集 ⼈ 員
■業 務 内 容
■応 募 資 格

１名
保健師業務
次のすべてに該当する⽅
①保健師資格を有する⽅または令和３年３⽉３１⽇までに取得⾒込みの⽅
②地⽅公務員法第１６条に⽋格条項に該当しない⽅
■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・写真貼付）
②最終学校の卒業証明書⼜は卒業⾒込証明書
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保健師免許証の写し
■選 考 ⽅ 法 書類審査及び⼩論⽂、⾯接試験（⽇時等は追って通知します。）
■応 募 期 限 随時募集しています。
■応募先・お問合せ
〒078-2202 沼⽥町南１条３丁⽬６番５３号
保健福祉課 担当︓⿊⽥・⻄尾 ☎３５-２１２０

行政相談所の電話相談の受付について
総務省より新型コロナウイルスの感染予防対策として、対⾯による⾏政相談の開設中⽌を求
められているため、本町においても⾏政相談所の開設を中⽌いたします。なお、電話相談は通
常どおり以下の時間帯で実施しておりますので、ぜひご利⽤ください。
■⽇
時 ３⽉１６⽇（⽕） 午後５時〜午後６時
■お問合せ 総務省⾏政相談委員（沼⽥町地区）野々宮 宏 ☎３５－１１６７

軽自動車税（種別割）の申告・届出について
軽⾃動⾞税（種別割）（軽⾃動⾞・原動機付⾃転⾞・⼩型特殊⾃動⾞（農耕⽤含む）な
ど）の異動等の申告・届出忘れはありませんか︖
軽⾃動⾞税（種別割）は、軽⾃動⾞、原動機付⾃転⾞、⼆輪の⼩型⾃動⾞、⼩型特殊⾃動
⾞等の⾞両の４⽉１⽇現在の所有者に課税される税⾦です。
■軽⾃動⾞・原動機付⾃転⾞・⼩型特殊⾃動⾞等の届出
軽⾃動⾞等を取得した場合や町外に転出して住所を変更した場合、また、廃⾞や譲渡あ
るいは売却した場合は下記の場所で申告や届出をして下さい。
なお、農耕作業⽤⼩型特殊⾃動⾞等の取得や⼊替、廃⾞等をされた⽅は、住⺠⽣活課へ
の申告（届出）が必要です。
また、既に軽⾃動⾞等を廃⾞していても、４⽉２⽇以降に廃⾞⼿続きをされた場合は、
その年の軽⾃動⾞税（種別割）は納付いただくことになりますのでご注意下さい。
■申告・届出・お問合せ
・軽⾃動⾞
軽⾃動⾞検査協会旭川事務所
旭川市春光 6 条 5 丁⽬ 1 番 23 号 ☎０５０－３８１６－１７６５
申告⽅法につきましては、軽⾃動⾞検査協会ホームページに掲載されておりますので
ご確認ください。
・126cc 以上のバイク
北海道運輸局旭川運輸⽀局
旭川市春光町 10 番地 1 ☎０５０－５５４０－２００３
・125cc 以下のバイク、⼩型特殊⾃動⾞等
住⺠⽣活課 税務グループ ☎３５－２１１５

自動車税種別割住所変更をお忘れなく
⾃動⾞税種別割は、４⽉１⽇現在の登録に基づいて課税される税⾦です。
■引っ越しで住所が変わったときなどは、運輸⽀局で変更登録をしてください。
次の場合は運輸⽀局で登録⼿続きが必要です。
・住所が変わったとき（変更登録）
・⾃動⾞を売買したとき（移転登録）
・⾃動⾞を使⽤しなくなったとき（抹消登録）
※令和３年度の⾃動⾞税種別割納税通知書を確実にお届けするために、３⽉中に⼿続きを
お願いいたします。
■変更登録が間に合わない場合
札幌道税事務所⾃動⾞税部にご連絡いただくか、道税ホームページから⾃動⾞税種別割
の住所変更⼿続きをしてください。
■お問合せ 札幌道税事務所⾃動⾞税部 ☎０１１－７４６－１１９０
（⾃動⾳声でご案内します。）
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令和２年度 生涯学習総合センター定期利用団体登録の募集について
町内の⽣涯学習活動を⾏うグループやサークルを対象に、令和３年度の⽣涯学習総合セ
ンター「ゆめっくる」の定期利⽤団体登録を募集しています。
■定期利⽤登録団体承認基準
１．⽣涯学習活動を⾏う団体であること。
２．５名程度から構成されている団体であること。
※ただし、本町の住⺠であり、原則として町外者は含まない。
３．使⽤にあたっては、常時少なくても５名程度の使⽤であること。
４．役員（組織・機構等）構成が明確であること。
※上記を検討の上、定期利⽤登録の可否を決定します。
■登録すると ・次年度のゆめっくるの部屋を事前に予約することができます。
・ゆめっくるの使⽤料が６割減額となります。
■提出書類

・社会教育施設定期利⽤登録団体承認申請書を郵送・FAX または持参して
ください。（申請書はゆめっくるで配布しています）

■提出期限

３⽉２２⽇（⽉）

■提 出 先

教育委員会 社会教育グループ

■お問合せ

☎３５－２１３２ FAX３５－１２１０

「町民還元！地場産品消費拡大事業」の申込ハガキの返送を
お忘れではありませんか
沼⽥町では、美味しく栄養たっぷりの沼⽥町の特産品を町⺠の皆様に味わって頂き、健
康で元気に過ごしてもらうことを⽬的に、雪中⽶またはトマトジュースとケチャップのセ
ットをお配りしています。
ご⾃宅に郵送いたしました申込ハガキの返送をされていない⽅は、３⽉１９⽇までに返
送をお願いいたします。
■お問合せ 農業推進課 新農業対策室 ☎３５－２１１４

沼田町降雪・積雪情報
沼⽥町の降雪・積雪状況をお知らせします。
降雪量の累計

積雪深

2021 年３⽉９⽇現在・・・1,115 ㎝

2021 年 3 ⽉９⽇現在・・・155 ㎝

2020 年同⽇現在・・・・ 720 ㎝

2020 年同⽇現在・・・・・82 ㎝

2019 年同⽇現在・・・・1,074 ㎝

2019 年同⽇現在・・・・ 103 ㎝

■お問合せ 建設課 ☎３５－２１１６

日曜・祝日当番医のお知らせ
◆３⽉１４⽇（⽇）
内科・外科系…深川市⽴病院（深川市）電話 22-1101
（担当医 津⽥こどもクリニック院⻑ 津⽥尚也）
⻭科系…杉村⻭科医院（深川市） 電話 22-2323
◆３⽉２０⽇（祝⽇・⼟）
内科・外科系…斎藤整形外科病院（深川市）電話 23-3737
⻭科系…あい⻭科クリニック（滝川市）0125-22-8500
◆３⽉２１⽇（⽇）
内科・外科系…深川市⽴病院（深川市）電話 22-1101
⻭科系…河村⻭科（滝川市）0125-74-6332
◆３⽉２１⽇（⽇）
内科・外科系…深川市⽴病院（深川市）電話 22-1101
（担当医 津⽥こどもクリニック院⻑ 津⽥尚也）
⻭科系…⾈⼭⻭科（深川市）23-2255

３⽉１１⽇から３⽉２８⽇までの⾏事予定

⾏ 事 名
時 間
場 所
３⽉１１⽇（⽊） 第１回定例会
１０︓００〜 役場３階議場
１２⽇（⾦） 沼⽥学園沼⽥中学校第 53 回卒業証書授与式
９︓３０〜 沼⽥中学校
１４⽇（⽇） マイナンバーカード臨時窓⼝
９︓００〜 住⺠⽣活課窓⼝
１６⽇（⽕） ⾼齢者サロン
１０︓００〜 旭町コミセン
１９⽇（⾦） 沼学園沼⽥⼩学校第 111 回卒業証書授与式
１０︓００〜 沼⽥⼩学校
元気１００倍︕教室
１０︓００〜 ふれあい
あったまーる
１２︓００〜 安⼼センター
２０⽇（⼟） 沼⽥寒中フェスティバル
９︓００〜 とむとむ広場
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
２７⽇（⼟） マイナンバーカード臨時窓⼝
９︓００〜 住⺠⽣活課窓⼝
※新型コロナウイルス感染予防のため中⽌、延期される場合がございます。

