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ゆめっくる及び図書館休館のお知らせ 
 

令和５年１月８日（ 日）は、「沼田町２０歳を祝う会」を開催することから、ゆめっくる及び図

書館を休館させていただきます。なお、本の返却は、ゆめっくる正面入口横にある返却ポストに

お願いいたします。 

■お問合せ 教育課社会教育グループ ☎３５－２１３２ 

 

 罠や網、銃を使用して鳥獣類 特定外来生物除く）を捕獲するには「狩猟免許」の取得が必要

となります。 

農作物被害に遭われている方、被害防止に協力して頂ける方は、是非この機会に狩猟免許を取

得頂き、有害鳥獣による被害防止にご協力下さい。 

【狩猟免許試験予備講習】 

■日  時 令和５年１月２９日(日) 午前９時～午後４時３０分 

■会  場 岩見沢市民会館「まなみ～る」 岩見沢市 9条西 4丁目１－１） 

■受 講 料 ・第１種銃猟、第２種銃猟 １１，０００円(税込み・テキスト代込み) 

      （・わな猟 ８，２５０円 ・網猟 ８，２５０円 

・わな猟及び網猟を同時に受講 １１，０００円 

      （・第１種銃猟または第２種銃猟と同時にわな猟か網猟を受講 １３，７５０円 

・第１種銃猟または第２種銃猟・わな・網 ３種類）を受講 １６，５００円 

■受付期間 令和４年１２月２０日 火）～令和５年１月２０日 金） 

【狩猟免許試験】 

■日  時 令和５年２月５日(日) 午前９時～午後５時 午前筆記試験・午後実地試験） 

■会  場 空知総合振興局 岩見沢市８条西５丁目） 

■定  員 ４０名 

■受付期間 令和４年１２月２０日 火）～令和５年１月２０日 金） 

※沼田町有害鳥獣対策委員会では、試験受験に係る経費の助成をしています。 

狩猟免許試験を受験希望の方は、下記までお問合せください。 

■お問合せ 農業推進課農業振興グループ ☎３５－２１１４ 

 

 

令和５年狩猟免許試験の実施について 

 

固定資産税に関する家屋（住宅・納屋・車庫等）の届出について 
 次のような場合は、忘れずに住民生活課税務グループまで届け出をして下さい。 

 届出の対象は、住宅のほか車庫や物置、格納庫、納屋など建物全般です。 

 ①建物を新築中また増築中の場合 → ご連絡下さい。建物の評価に伺います。 

 ②建物を取り壊したとき     → 家屋滅失の届出が必要です。 

 ③建物の所有者が変わったとき  → 所有者変更の届出が必要です。 

 ②と③については、登記をされた方は不要です。） 

■お問合せ 住民生活課税務グループ ☎３５－２１１５ 

福祉灯油の助成について 

町では、高齢者等の原油価格・物価高騰による暖房に係る経費の負担軽減を図る観点から、福

祉灯油代の助成を実施いたします。 

■助 成 内 容  1 万円を助成します。 

■申請受付期間  令和５年２月２８日 火）まで 

■申 請 方 法  以下の要件を満たす方は、振込口座の預金通帳を持参の上、保健福祉課で申

請して下さい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■お問い合わせ 保健福祉課福祉グループ ☎３５－２１２０ 

 

 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 

 

※１２月１日 基準日）現在、町に居住している世帯 入院者を除く） 

●『６５歳以上の方で構成される世帯で、７０歳以上の方が１名以上いる世帯』 

●『７０歳以上の独居世帯』 

●『身障手帳１・２級所持者の収入で生計を営んでいる世帯』 

●『義務教育期間終了前のお子さんを養育している母子・父子世帯』 

●『６５歳以上の世帯員で構成されている世帯で、７０歳以上の世帯員が１名以上

いる世帯、かつ義務教育期間終了前の子を養育する母子又は父子がいる世帯』 

●『生活保護法による被保護世帯』 

 ※年齢要件は、令和５年３月３１日現在の年齢とします。 

対象 
世帯 

『町民税非課税世帯』又は『町民税均等割課税世帯』で 
次のいずれかに該当する世帯です。 

 



                                                    
 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

冬の道路を快適にしましょう！ 

 

 
１．道路に雪を出さないこと！ 

道路に雪を押し出すことにより、交通渋滞し直接交通事故の原因になることがあり極めて危

険です。場合によっては道路交通法違反となることがあります。また、大型機械等で道路わきに

雪を積み上げないようご協力ください。 

２．道路敷地に物を放置しないこと！ 

除雪車も一般車両も雪の下の物は見えにくく、事故につながる恐れがありますので、道路敷地

に物を放置しないようご協力ください。 

ごみ等は指定場所に出して下さい。また収集日以外の日は出さないようにしましょう。 

３．除雪作業車は危険ですから近寄らないこと！ 

除雪車は作業のため前進後退が繰返されることが多いと共に、雪煙等で視界が悪く、事故につ

ながる恐れがありますので、絶対に近寄らないでください。また、道路のセンターライン付近を

除雪する際に、センターラインを越えて作業する場合がありますので、ご注意ください。 

４．除雪作業に支障になる駐車はしないこと！ 

夜間に路上駐車されると作業能率を低下させるばかりでなく、その路線の除雪が不可能とな

ります。場合によっては放置物件として強制撤去し、また状況によっては道路交通法違反となる

場合があります。 

５．雨水桝及びマンホールに雪の投入はしないこと！ 

道路側溝の雨水桝やマンホールを開けて雪を投入する事は、人が落ちる危険性や交通事故に

もつながる危険な行為です。蓋をあけての雪の投入は絶対やめましょう。 

６．路上でのスキー、そり遊びはさせないこと！ 

道路や道路際の雪山でスキーやそり遊びをする事は、事故を誘発する原因となります。そのよ

うな行為を見かけたときには、みんなで注意し事故の防止に努めましょう。 

７．異常気象のときは車を使用しないようご協力を！ 

近年、大雪や猛吹雪等の異常気象で交通障害に見舞われることが多くなっています。通行不能

で路上に置いた車が支障となり除雪できない区間が出て町民生活にも支障がでてきます。気象

情報に注意し豪雪、暴風雪の日はできるだけ車を使用しないようにしましょう。 

８．間口除雪を業者委託されている方へお願い！ 

個人宅の間口除雪をした雪を私有地 空地）や公共用地へ無断で搬入することは、近隣トラブ

ルの原因となりますので、必ず土地の所有者や管理者に許可を得てから搬入するようお願いい

たします。 

９．道路沿線に農地等の土地を所有している方へお願い！ 

 郊外の道路では道路幅員や視認性を確保するため、路肩に溜まった雪を路外に投雪する拡幅

除雪を行っています。道路確保のため敷地内で処理しきれない箇所については沿道の民有地に

投雪させていただく場合がありますので、所有者等の皆様のご理解とご協力をよろしくお願い

いたします。 

■お問合せ 建設課 技術グループ ☎３５－２１１６ 

 平成３０年６月から乗合タクシーを運行し、多くの皆さまにご利用いただいています。冬期間、

利用が増えることも予想されますので、スムーズな乗合タクシーのご利用に向け、事前予約の方

法や普通のタクシーとの違いなど、ご利用方法についてお知らせしますので、皆さまのご理解と

ご協力をよろしくお願いします。 

★ご注意★ 乗合タクシーは、普通のタクシーと違い、事前予約で運行しています。同じ時間帯

で近隣地域から予約があった場合には、他の方と乗り合いになります。また、ほろしん温泉に

は行けませんので、町営バス又は普通のタクシーをご利用下さい。 

■乗合タクシーご利用対象者（登録制） 

  １）次の①～③に該当する方は、登録することで利用することができます。 

    ①市街地に住む６０歳以上の方で沼田町に住所を有している方 

    ②市街地に住む６０歳未満の方で自己所有の自動車等交通手段のない方 

    ③碧水市街、多度志市街方面からの予約バス利用者 

  ２）郊外地区の方は、年齢制限なしで登録不要でご利用できます。 

■乗合タクシー事前予約の方法 

  １）「利用したい日の前日に予約」するか「利用したい便 １便・２便以外）の１時間前まで

に予約」して下さい。 

  ２）事前予約の受付時間は、午前８時００分から午後５時００分までです。 

     ※年末年始 １２/３１～１/２）を除く土日も受付可能です。） 

  ３）明日萌観光ハイヤー（電話：３５－２２５２に電話して「①お名前（②利用日と時間（③乗

車場所（④目的地（⑤連絡先」をお伝え下さい。 

便数 運行時間 
受付（予約）時間 

便数 運行時間 
受付（予約）時間 

前日受付 当日受付 前日受付 当日受付 

１便 8:00～9:00 

17：00 まで 

出来ません。 ６便 13:00～14:00 

17：00 まで 

12：00 まで 

２便 9:00～10:00 出来ません。 ７便 14:00～15:00 13：00 まで 

３便 10:00～11:00 9：00 まで ８便 15:00～16:00 14：00 まで 

４便 11:00～12:00 10：00 まで ９便 16:00～17:00 15：00 まで 

５便 12:00～13:00 11：00 まで     

■乗合タクシー利用（乗降）の方法 

  １）事前予約した時間に合わせて乗合タクシーをお待ち下さい。 

  ２）乗車時に「①お名前 ②目的地」を乗務員にお伝え下さい。 

  ３）目的地での降車時に料金をお支払下さい。※登録者は必ず登録証をご提示下さい。 

■乗合タクシー利用（乗降）の例 

  良い例○）「自宅⇔指定停留所」、「まちなか 指定停留所）⇔厚生クリニック 指定停留所）」 

  対象外×）「自宅⇔友達の家」「友達の家⇔指定停留所」などは対象になりません。 

■お問合せ 建設課管理グループ ☎３５－２１１６ 

沼田町乗合タクシーのご利用方法について 

 



                      

    

 

  

 

 

 

 

  
 

 
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

  

  

 

 

  

 

生活をする中で、困りごとや心配なことがあっても「どこに相談したらよいかわからない」ま

たは「相談とまではいかないが、少し話を聞いてほしい」という時のために、皆さんに安心して

利用できる機会として「人権心配ごと相談所」を開設いたします。秘密は厳守しますので、一人

で悩まずにご相談ください。 

■日  時 令和４年１２月２３日 金） 午後１時～午後３時 

■場  所 沼田町健康福祉総合センター「ふれあい」１階相談室 

■相 談 員 人権擁護委員・民生委員 

■そ の 他 当日は電話相談も可能です。 

■お問合せ 保健福祉課福祉グループ ☎３５－２１２０ 

 

 

「人権心配ごと相談所」を開設します 

 
 

 

ライフパートナー探し応援事業について 

 町では、結婚について前向きに取り組む意欲のある方に、民間の結婚相談所など専門機関へ支

払う費用、又は婚活イベント参加料等の一部を助成しておりますので、是非ご活用下さい。 

■対象者 ※以下の２項目をすべて満たしていることが必要です 

①結婚に対して前向きに取り組む意欲のある２０歳以上の独身の方 

②結婚相談所へ入会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、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 

 ④町内外の団体に関係なく、本町の住民が参加し行われる婚活イベント等の開催負担金 

■助成額 

○申請者一人につき６０,０００円を上限として助成 上限に達するまで何回でも申請できます

が、イベントの参加助成については以下の範囲内とします） 

・婚活イベント参加料については、１回につき３,０００円を上限とします 

  ・交通費等の旅費については、１回につき１０,０００円を上限とします 

○イベント開催に伴う団体への負担金 上記④）については、本町からの参加者１人に 

つき５,０００円を上限として助成します 

■申請方法 

 ○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 

○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 

も出来ます 

■お問合せ 住民生活課移住定住応援室 ☎３５－２１１５ 

 

 沼田町孫ターン奨励事業について 

 沼田町にゆかりのあるお孫さん世代に転入し定住していただくため、町内にお住まいの方のお

孫さん世帯などが転入された場合に奨励金を交付いたします。 

■対象世帯 

 令和２年４月１日以降に沼田町に転入し生活実態がある世帯で、次の要件をすべて満たしてい

ることが必要です。 

 ①世帯主またはその配偶者の祖父母の何れかが沼田町に居住していること 

 ②世帯主またはその配偶者の父母の何れも沼田町に居住していないこと 

③世帯に公務員が含まれていないこと 

④申請日に沼田町に住民票を有していること 

 ⑤沼田町に住民票を有してから５年以上沼田町に住む意思があること 

 ⑥転勤、出向等や進学等による一時的な転入ではないこと 

 ⑦世帯及び、祖父母世帯に町税等の滞納がないこと 

■奨励額 

 ・２人以上の世帯 １００，０００円 祖父母世帯と同居 ５０，０００円加算） 

・単身の世帯    ５０，０００円 祖父母世帯と同居 ２５，０００円加算） 

■申請に必要なもの 

 ・印鑑 

 ・申請世帯の住民票謄本 

 ・祖父母世帯の住民票謄本 

 ・祖父母との関係が証明できる書類 申請者と祖父母の戸籍謄本など） 

 ・申請世帯及び、祖父母世帯の納税状況確認同意書 

■お問合せ 住民生活課 移住定住応援室 ☎３５－２１１５ 

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４年１２月８日発行 第１１２６号（２/２） 
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拉致に関する情報提供のお願い 

 
毎年１２月１０日から１６日まで、政府は「北朝鮮人権侵害問題啓発週間」を設け、拉致問題

について広報活動を実施しています。 

 拉致問題の解決を始めとする、北朝鮮による人権侵害問題への関心と認識を深めていくことが

大切です。 

 拉致に関する情報をお持ちの方は、どんな些細なことでも構いませんので深川警察署まで連絡

お願いします。 

■お問合せ 深川警察署 ☎２３－０１１０ 

◆１２月１１日 日） 

内科・外科系…深川市立病院 担当医：成田医院 院長 成田昭彦）           

☎２２－１１０１ 

歯   科   系…みやこし歯科診療所 滝川市）    ☎０１２５－７５－５３３０ 

◆１２月１８日 日） 

内科・外科系…深川市立病院 担当医：深川第一病院 小松英樹） 

☎２２－１１０１ 

歯   科   系…定岡歯科医院 妹背牛町）      ☎３２－４１１８ 

◆１２月２５日 日） 

内科・外科系…深川市立病院            ☎２２－１１０１ 

歯   科   系…田中歯科医院 芦別市）       ☎０１２４－２２－８７００ 

１２月８日から１２月３１日までの行事予定 

日 付        行事名           時 間    場 所 

１２月１０日 土） かとうまふみ絵本原画展 ～１２/１９） （      

９：３０～ ゆめっくる 

ASHIMOI KANKO高穂スキー場ロッジ内覧会 

                ①１０：００～ 高穂スキー場 

                ②１３：００～  

   １２日 月） 高齢者体力測定会         １０：００～ ふれあい 

   １６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 

   １７日 土） 令和４年沼田町ファミリーコンサート ９：３０～ 町民会館 

   ２０日 火） 旭町サロン            １０：００～ 旭町コミセン 

          月例行政相談所          １２：００～ 町民会館 

   ２１日 水） 乳幼児健診            １１：００～ ふれあい 

   ２４日 土） 明日萌駅クリスマスフェスタ ～２５日）     

１１：００～ 明日萌駅 

  ２６日 月） 脳トレ教室            １０：００～ ふれあい 

  ２７日 火） 緑町サロン            １０：００～ 緑町コミセン 

※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。 

日曜・祝日当番医のお知らせ 

■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 １月試験日程：２２日 日）・２３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 

「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。 

平成３０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、情報配信に役立ちました。登録がお済みでない方は、随時受

け付けており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。また、ご不明

な点がございましたら下記までお問合せください。 

■お問合せ 総務財政課総務グループ ☎３５－２１１１ 

 

 


