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 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。 

    ※不在となる時間帯もございますので、ご確認願います。 

   ■お問合せ ＪＲ石狩沼田駅 ☎３５－２２１０ 

７月は、“第７２回社会を明るくする運動”協調月間 

～犯罪や非行を防止し、立ち直りを支える地域のチカラ～ 

町営バス等回数券及びシルバーパスポートの販売場所について 
 

 町営バス及び乗合タクシーで利用できる回数券及びシルバーパスポートの販売場所をお知らせ

します。 

 各施設や事務所などの開所や営業時間のみの販売ですのでご確認ください。（時間外の販売はで

きません。） 

■町営バス及び乗り合いタクシーで利用できる回数券（１１枚綴） 

販売場所 （１）沼田町役場 総合窓口 

       （２）販売協力窓口（４ヵ所） 

           暮らしの安心センター・ほろしん温泉ほたる館 

           沼田町商工会・㈱まちづくりぬまた 

販売種別 中学生以上     １，０００円 

       小学生又は障がい者   ５００円 

■シルバーパスポート 

[６５歳以上の方が１カ月間、町営バス及び乗り合いタクシーを利用できる券] 

販売場所 （１）沼田町役場 総合窓口 

       （２）販売協力窓口（４ヵ所） 

           暮らしの安心センター・ほろしん温泉ほたる館 

           沼田町商工会・㈱まちづくりぬまた 

           ※販売協力窓口での販売は、発行済みのシルバーパスポートを持参した

方で、「継続」又は「再購入」される場合に限りますのでご注意ください。 

販売種別 町内居住６５歳以上      １，０００円 

       町内居住６５歳以上の障がい者   ５００円 

■注意事項 （１） 本人の年齢や障がい者であることを確認できる証明書（保険証・障がい者

手帳・運転免許証・発行済みシルバーパスポート等）を必ず持参し、販売窓

口で提示してください。 

      （２） 回数券に有効期限はありません。シルバーパスポートは、券に記載された

期間の１ヶ月間のみ有効です。 

      （３） 回数券及びシルバーパスポートは、町営バス（幌新線・東予線）と乗合タ

クシー（ほろしん温泉発着不可）で使用できます。 

■お問合せ 建設課管理グループ ☎３５－２１１６ 

すべての国民が、犯罪や非行の防止とその方々の更生について理解を深め、それぞれの立場に

おいて力を合わせ、犯罪や非行のない安全で安心な明るい地域社会を築くため、次の活動を推進

します。 

■この運動が目指すこと 

 ①犯罪や非行を防止し、安全で安心して暮らすことのできる明るい地域社会を築くこと 

 ②犯罪や非行をした人が再び犯罪や非行をしないように、その立ち直りを支えること 

■この運動において力を入れて取り組むこと 

 ① 犯罪や非行をした人の立ち直りを支え、再犯を防止することの大切さや、更生保護の活動

について、デジタルツールなどを活用して広く周知し、理解を深めてもらうための取り組み 

 ② 犯罪や非行の防止や、犯罪や非行をした人の立ち直りには様々な協力の方法があることを

示し、多くの人に協力者として気軽に参加してもらうための取り組み 

③ 保護司、更生保護女性会会員、BBS 会員、協力雇用主等の更生保護ボランティアのなり手

を増やすための取り組み 

④ 民間協力者と地方公共団体と国との連携を強化しつつ、犯罪や非行をした人が、仕事、住

居、教育、保健医療・福祉サービスなどに関し必要な支援を受けやすくするためのネットワ

ークをつくる取り組み 

 ⑤ 犯罪や非行が起こらないよう、若い人たちの健やかな成長を期する取り組み 

■お問合せ 深川地区保護司会沼田支部 

保健福祉課福祉グループ ☎３５－２１２０ 

 

「ぬまた町元気応援商品券【第５弾】」の有効期限について 
 

本年４月下旬に皆様へお配りしました「ぬまた町元気応援商品券【第５弾】」の有効期限が７月

３１日（日）までとなっておりますので、まだご利用していない商品券がございましたら、お早

めにご利用ください。 

■お問合せ 役場産業創出課商工観光グループ ☎３５－２１５５ 



                                                    
 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

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/ 
 

現在ご使用の保険証は、７月３１日（日）をもって有効期限が切れるため、８月１日（月）以

降は使用できなくなります。 

 つきましては、７月２５日（月）から新しい保険証を交付しますので、今まで使っていた保険

証（被保険者証）をご持参のうえ７月２９日（金）までに手続きをお済ませください。 

 なお、限度額適用認定証をお持ちの場合、保険証と一緒に更新しますので、保険証と限度額適

用認定証の両方をご持参ください。 

■持参するもの ・保険証（被保険者証） 

        ・限度額適用認定証 ※お持ちの方のみ 

■更新手続き  下記日程で更新手続きを行います。７月２７日(水)と２８日(木)は各地区で

更新手続きを行いますので、役場では更新できません。  

 

日  程 時  間 場        所 

７月２５日（月）～ 

７月２６日（火）～ 
午前８時４５分～午後５時１５分 役場保健福祉課（ふれあい１階） 

７月２７日（水） 

午前９時３０分～午前１１時 旭町コミュニティセンター 

午後１時３０分～午後３時 高穂地区コミュニティセンター 

午後３時３０分～午後５時 共成地区活性化センター 

７月２８日（木） 

午前９時～午前１０時 恵比島地区活性化センター 

午前１０時３０分～正午 北竜地区活性化センター 

午後１時３０分～午後３時 緑町コミュニティセンター 

７月２９日（金）～ 午前８時４５分～午後５時１５分 役場保健福祉課（ふれあい１階） 

■注 意 

１．他の健康保険に加入した場合は、忘れずに役場で手続きをしてください。 

社会保険などの国保以外の保険に加入したときは、資格喪失の届出をお願いします。 

届出をしなければ国保の資格は喪失されず、国保税が課税されます。 

２．更新手続きを行わずに医療機関を受診すると、医療費を１０割請求される場合があります。 

■お問合せ 保健福祉課保険グループ ☎３５－２１２０ 

保険証（被保険者証）・限度額適用認定証の更新について 
～ 国民健康保険・後期高齢者医療 ～ 

 

令和５年度空知管内町職員採用資格試験について 

 
 

令和５年度空知管内町職員採用資格試験が下記のとおり実施されます。 

沼田町においても、上級・初級ともに若干名採用予定ですのでお知らせいたします。 

■試験区分及び受験資格 

 ●一般事務職【上級】（大学卒業程度） 

   平成７年４月２日から平成１３年４月１日までに生まれた方。 

 ●一般事務職【初級】（高校卒業程度） 

   平成１３年４月２日から平成１７年４月１日までに生まれた方。 

■試験方法及び内容 

●第１次試験  教養試験、論文試験（初級は作文試験） 

 ●第２次試験  第１次試験合格者は、採用資格候補者名簿に登録され、就職希望町ごとに

第２次試験（面接）を行います。 

■試験日時・場所 

 ●令和４年９月１８日（日）午前９時～ 岩見沢平安閣（岩見沢市５条東２丁目） 

■受付期間及び受験手続 

 ●受付期間    令和４年８月５日（金）まで 

          ※郵送の場合は８月５日（金）までの消印のあるものに限ります。 

 ●申込書の請求先 総務財政課へご請求ください。 

■請求・お問合せ 総務財政課総務グループ ☎３５－２１１１ 

■自衛官候補生 

 資  格 日本国籍を有し、採用予定月の１日現在１８歳以上３３歳未満の男女 

 受付期間 年度を通じて受付を行っています 

 試験期日  ７月試験日程：１０日（日）・１１日（月）いずれか 1 日（来月以降は別途お知

らせします。） 

 試験会場 陸上自衛隊旭川駐屯地（旭川市春光町） 

■そ の 他  コロナの状況により、変更となる場合があります。 

■お問合せ 自衛隊旭川地方協力本部 南地区隊 ☎０１６６－５５－０１００ 

総務財政課 広報情報グループ   ☎３５－２１１１ 

令和４年度自衛官募集案内について 
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神奈川県横浜市での沼田町特産品アンテナショップの開設について 

 沼田町では、沼田町特産品の PR と販路拡大を目的に、下記の期間、横浜市内にてアンテナ

ショップを開設いたします。 

ぜひ首都圏在住のご家族、知人、ご親戚等に周知いただき、多くの方にご来店いただきま

すよう、町民の皆様のご協力をお願いいたします。 

■開設場所 スーパー生鮮館 TAIGA 岡津店（神奈川県横浜市泉区岡津町２００-３） 

■開設日時 ７月１８日（月）～７月２０日（水） 午前１０時～午後５時３０分 

■お問合せ 農業推進課新農業対策室 ☎３５－２１１４ 

 

第２１回町民パークゴルフ大会を開催します 
 

 
■日  程 令和４年８月６日（土） 小雨決行 

      ・受  付 午前８時３０分 

      ・開 会 式 午前９時００分 

      ・競技開始 開会式終了後 

■開催場所 町民パークゴルフ場 

■試合方法 男女別個人戦１８ホールストロークプレー 

（ほたる・明日萌コース） 

      ※優勝～複数の場合はカウントバック方式 

■表  彰 ①男女別 Ａ・Ｂフライト制を採用 

      ②男女別 入賞１位～５位、飛び賞、ＢＢ賞、ＢＭ賞、ホールインワン賞 

      ※参加賞（入賞者以外） 

■参加資格 沼田町内の男女（小中学生は除く） 

■参 加 料 １人５００円（プレー代無料）※貸クラブは各自負担 

      ※当日受付にて、お支払いください 

■参加締切 令和４年８月１日（月）まで 

■申込み・お問合せ 

町民パークゴルフ場 ☎３５－２９００ 

教育委員会教育課  ☎３５－２１３２ 

 

沼田町がんばる高校生応援手当の申請受付について 

町では、独自の施策として、がんばる高校生を応援し、未来の沼田を担う人材育成を進める

とともに、子育て環境の向上を図るため、高等学校または高等専門学校等に就学する生徒の保

護者等に対して「がんばる高校生応援手当」の交付を行いますので、該当の方は下記により申

請手続をお願いいたします。 

■対 象 者 高校１～３年生（高等専門学校等も含む）の保護者 

（沼田町に住所を有する方） 

※昨年申請された方も、高校等在学中３年間は毎年申請が必要になります。 

※４年以上在学されても３年間が限度です。 

■交 付 額 高校生等一人あたり月額 10,000 円 

■交付方法 年 2 回交付（口座振込） 

（4 月～9 月分（60,000 円/人）を 9 月末日まで、10 月～3 月分（60,000 円/ 

人）を 3 月末日までにそれぞれ交付します。） 

■申請場所 住民生活課 移住定住応援室（役場１階）までお越し下さい。 

      （備え付けの申請書に記入していただきます。） 

■受付時間 月～金曜日（祝日を除く） 午前８時４５分～午後５時１５分まで 

■申請に必要なもの 

      ・印鑑 

      ・在学証明書（在学する高等学校等から証明書の交付を受けてください） 

・通帳（名義人のフリガナ、金融機関・支店名、口座番号が記載されている面の 

コピー可） 

※口座は保護者（申請者）名義のものに限ります。 

■受付期間 令和４年７月７日（木）～令和４年 8 月３１日（水）まで 

■お問合せ 住民生活課移住定住応援室 ☎３５－２１１５ 

 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 



                                                    
 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

◆７月１０日（日） 

内科・外科系…深川市立病院（担当医：深川内科クリニック 院長 山崎充） 

                          ☎２２－１１０１ 

歯   科   系…なかむらファミリー歯科（滝川市）    ☎０１２５－２６－２２８２ 

◆７月１７日（日） 

内科・外科系…深川市立病院             ☎２２－１１０１ 

歯   科   系…いち花歯科クリニック（芦別市）    ☎０１２４－２２－２２０７ 

◆７月１８日（月・祝） 

内科・外科系…深川第一病院             ☎２３－３５１１ 

歯   科   系…木村きよし歯科（深川市）        ☎２３－３８８６ 

◆７月２４日（日） 

内科・外科系…北海道中央病院（深川市）       ☎２２－２１３５ 

歯   科   系…さとう歯科医院（砂川市）        ☎０１２５－５３－３７１０ 

日曜・祝日当番医のお知らせ 

７月７日から７月２４日までの行事予定 
 

行事名           時 間    場 所 

7 月 ７日（木） ふれあい総合健診          ６：３０～ ふれあい 

         沼田町長杯争奪パークゴルフ大会  ８：３０～ 町民ﾊﾟｰｸｺﾞﾙﾌ場 

   ８日（金） ふれあい総合健診         ６：３０～ ふれあい 

１０日（日） 第２６回参議院議員通常選挙投票日 ７：００～ ふれあい 

 招魂祭             １０：００～ 沼田神社忠魂碑前 

 木育フェスタ in 沼田       １０：００～ ほろしんの森 

１２日（火） 沼田消防演習          １３：３０～ 役場前駐車場ほか 

  １５日（金） 雪の市民会議 in 沼田        １３：３０～ 町民会館 

  １６日（土） 雪の市民会議 in 沼田        ９：３０～ 役場 

         ほたる祭り           １７：３０～ ほたる館 

  １７日（日） ほたる祭り           １７：３０～ ほたる館 

１８日（月） ほたる祭り           １７：３０～ ほたる館 

１９日（火） 旭町サロン           １０：００～ 旭町コミュセン 

       月例行政相談所         １３：００～ 町民会館 

２２日（金） 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 

２３日（土） グランピング教室         ９：３０～ ほたる学習館前 

       ほたる祭り           １７：３０～ ほたる館 

２４日（日） マイナンバーカード臨時窓口    ９：００～ 役場 

       ほたる祭り           １７：３０～ ほたる館 

※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。 

住宅の取得等をお考えの方はご相談ください！ 

多くの方々に移住や定住をしていただくため、令和４年度まで住宅の新築や中古住宅の購入、
リフォームなどを行う際にご利用できる奨励金制度を設けております。 
なお、持ち家リフォームへの助成については、平成３１年３月３１日までに限度額に達した

方でも申請可能ですので、お気軽にご相談下さい。 

新築住宅 

 基本額（自己所有地での新築含む） 

 ２０歳代 １７０万円 

３０歳代 １３０万円 

４０歳代以上 ８０万円 

加算額 

 土地購入（２００㎡以上で３年以内に新築の場合） ３０万円 

町内業者での建設 ７０万円 

融雪溝設置路線に新築 １５０万円 

購入した土地にある中古住宅を取り壊して新築住宅
を建設する場合、町内業者で２０万円以上の取壊し、
撤去、処分費用の２/３以内 

限度額 １００万円 

子育て世帯（中学生以下の子どもを養育する世帯）
が新築する場合 

子ども一人につき 
５０万円 

婚姻してから３年以内に住宅を新築する場合 ５０万円 

 

中古住宅（６５㎡以上） 

 基本額（購入価格の１/２以内） 限度額  ５０万円 

加算額 

  リフォー
ム 

中古住宅購入後３年以内に町内業者によ
り修繕した費用の１/４以内 

限度額  ５０万円 

リノベー
ション 

３年以内に町内業者により定められた改
修（リノベーション）工事をする場合で
改修費用の１/４以内 

限度額 １００万円 

子育て世
帯 

上記リフォーム又はリノベーション加算
を受ける場合 

子ども一人につき 
２５万円 

新婚世帯 
婚姻してから１年以内に中古住宅を購入
した費用（土地・家屋）の１/２以内 

２０万円 

持ち家リフォーム（※平成 31 年 3 月 31 日までの修繕履歴をリセット） 

 町内業者で施工した修繕（リフォーム）費用の１/４以内 
（平成 31 年 3 月 31 日までに修繕助成を受け、限度額に
達した方でも申請可） 

限度額  ２５万円 

耐震改修 

 昭和５６年５月３１日以前に着工された住宅で、耐震診断
等を行った後に町内業者により耐震改修を行った場合に
おける費用の１/４以内 

限度額  ５０万円 

太陽光発電設備設置 

 自らの居住する持家や新築する住宅、又はその同一敷地内
に、町内業者により新たに住宅用太陽光発電システムを設
置する場合における費用の１/４以内 

限度額  ２５万円 

■お問合せ 住民生活課移住定住応援室 ☎３５－２１１５ 

 


