令和４年度 生涯学習総合センター「ゆめっくる」
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４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。
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※ただし、本町の住民であり、原則として町外者は含まない。

町民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。
町長ほか、担当課長が出席しますので、是非ご参加いただき町民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。

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
①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。
②ゆめっくるの使用料が６割減額となります。

程

開 催

①生涯学習活動を行う団体であること。
②５名程度から構成されている団体であること。

ふるさと創造懇談会を開催します

■日

■定期利用登録団体承認基準

日

時 間

場

所

３月２３日（水）

１８：３０～

恵比島地区活性化センター（恵比島第１・幌比里）

３月２４日（木）

１８：３０～

北竜地区活性化センター（北竜１・２・３）

３月２５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２６日（土）

９：３０～
１８：３０～

■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

令和 4 年３月２２日（火）

■提 出 先 教育委員会
■お問合せ

☎３５－２１３２

FAX３５－１２１０

令和４年度 沼田町奨学資金貸付奨学生の募集について
生涯学習総合センター「ゆめっくる」（注１）

（注１）対象行政区は、市内１～７、南町、旭町、西町、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。

町では、下記のとおり令和４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

■懇談内容
○令和 4 年度の主な事業について

■提 出

書

類

○その他
■お問合せ

社会教育グループ

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
①奨学生願書
②奨学生推薦書（在学している学校長からの推薦書）

総務財政課

広報情報グループ

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）

☎３５－２１１１

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。
※不在となる場合もございますので、ご確認願います。
■お問合せ ＪＲ石狩沼田駅 ☎３５－２２１０

※用紙は教育委員会にあります。
■申 込 締 切 日

令和４年３月３１日（木）

■選考・決定時期

令和４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。
■申込先・お問合せ

教育委員会

学務グループ

☎３５－２１３２

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、
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
次の物をご持参の上、保健福祉課窓口までお越しください。
①印鑑
②通帳（振込先が分かるもの）
③難病患者通院証明書（町様式）又は、医療機関の領収書
④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
■申 請 期 限
下期分（１０～３月診療分）を４月中旬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

（１）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。
（２）通院費助成を受けるためには、受給資格登録が必要となります。
町の受給資格登録がお済でない方は、指定難病又は小児慢性特定
疾患の受給証をお持ち頂き、保健福祉課窓口にて登録申請を行っ
てください。
（３）ご不明な点がございましたら、お気軽にお問合せください。
■お 問 合 せ

保健福祉課

福祉グループ

☎３５－２１２０

沼田町の定住奨励制度や暮らしの情報が満載です。
ぜひ一度移住定住情報公式サイトを訪問してみて下さい。

移住定住情報公式サイト

https://teiju.com/

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、住民生活課へ
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
（https://www.keikenkyo.or.jp/）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
住民生活課 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４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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ＪＲ留萌本線のダイヤ改正について
ＪＲ北海道が 3 月１２日（土）にダイヤ改正を実施いたします。ダイヤ改正に伴い、
石狩沼田駅発午前 9 時４３分の列車が「深川」から「旭川」に行き先が変更となります。
なお、行き先のみの変更であり、石狩沼田駅からの出発時刻並びに深川駅の出発時刻
（旭川行）に変更はございません。
■ダ イ ヤ 改 正 日 令和４年３月１２日（土）
■ダイヤ改正内容
（3/11 まで）

（3/12 改正後）

沼田駅発

行き先

沼田駅発

行き先

（午前）９：４３

深川

（午前）９：４３

旭川

※その他、道内各方面の列車の時刻変更や土日休日運転が変更となりますので、
ご利用の際はご注意ください。
■お問合せ

産業創出課

ＪＲ留萌本線対策室

☎３５－２１５５

行政相談所の電話相談の受付について
北海道の新型コロナウイルス感染症「まん延防止等重点措置」の延長に伴い、対面によ
る相談を中止とさせて頂きます。
なお、電話相談は下記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 令和４年３月１５日（火） 正午～午後３時及び午後５時～午後６時迄
■そ の 他 お急ぎの場合、委員在宅時は随時電話相談をお受けします
■相談・お問合せ 総務省行政相談委員（沼田町地区）野々宮 宏 ☎３５－１１６７

沼田町では求職者と求人者をつなぐために、無料職業紹介所
「ぬまわーくサポートデスク」を開設しています。

ぬまわーくサポートデスク

https://numasapo-desk.com/

■お問合せ 産業創出課 ☎３５-２１５５

日曜・祝日当番医のお知らせ
◆３月１３日（日）
内科・外科系…深川市立病院〔担当医：北竜町立診療所

所長

浦本

幸彦〕

☎２２－１１０１
歯

科

系…深川第一病院歯科口腔外科（深川市）

☎２３－３５１６

◆３月２０日（日）
内科・外科系…深川市立病院

☎２２－１１０１

歯

☎０１２５－２２－８５００

科

系…あい歯科クリニック（滝川市）

◆３月２１日（祝日・月）
内科・外科系…深川市立病院

☎２２－１１０１

歯

☎０１２５－６５－５５５４

科

系…山中歯科医院（奈井江町）

◆３月２７日（日）
内科・外科系…斎藤整形外科病院（深川市）

☎２３－３７３７

歯

☎３５－２５３８

科

系…近藤歯科医院（沼田町）

３月１０日から３月２７日までの行事予定
行事名
３月１０日（木）
１２日（土）

時

間

第１回議会定例会（１７日まで）１０：００～

所

役場３階議場

沼田学園沼田中学校第 54 回卒業証書授与式
９：２０～

１５日（火）

高齢者サロン

１８日（金）

沼田学園沼田小学校第 11２回卒業証書授与式

１９日（土）

場

古着市

１０：００～

沼田中学校
旭町コミセン

９：３０～

沼田小学校

９：００～

ふれあい

ヌマタネズミイルカ復元骨格完成記念講演
１１：００～

ゆめっくる

小型家電回収

１１：００～

ふれあい

２２日（火）

高齢者サロン

１０：００～

緑町コミセン

２３日（水）

ふるさと創造懇談会

１８：３０～

恵比島活性化センター

２４日（木）

ふるさと創造懇談会

１８：３０～

北竜活性化センター

２５日（金）

元気１００倍！教室

１０：００～

ふれあい

ふるさと創造懇談会

１８：３０～

共成活性化センター

２６日（土）

沼田寒中フェスティバル

９：００～

とむとむ広場

ふるさと創造懇談会

９：３０～

ゆめっくる

ふるさと創造懇談会

１８：３０～

ゆめっくる

※新型コロナウイルスの影響で中止、延期される場合がございます。

