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■募集人員  １名 
■勤務内容  旭寿園・デイサービス利用者の食事調理 
■応募資格  概ね６５歳までの方 
■応募方法  履歴書（市販のもの）に写真を添付し、下記まで提出してください。（郵送可） 
■選考方法  履歴書審査と簡単な面接（面接日は追って連絡します。） 
■雇用・待遇   
・【雇用期間】 平成２８年３月１日～平成２８年３月３１日 
        （１カ月試用期間あり、雇用期間更新あり） 
・【勤務時間】 ① ５時３５分～１４時００分 
        ② ７時３０分～１６時００分 
        ③１０時４５分～１９時１５分 
        ④１５時１５分～１９時１５分 
・【勤務日数】 月に１４日～１８日（雇用保険の加入有り） 
・【賃  金】 月額１１０，０００円・日額５，９００円 
■応募先・お問合せ先 特別養護老人ホーム旭寿園 （担当：谷口・森田） 

沼田町旭町３丁目５番２５号 ☎３５－２６１１ 

特別養護老人ホーム旭寿園臨時職員（介護員）を募集します 
■募集人員  若干名 
■勤務内容  介護業務（食事・入浴等）、及び日常生活支援 
■応募資格  概ね６５歳までの方（介護経験は問いません） 
■応募方法  履歴書（市販のもの）に写真を添付し、下記まで提出してください。（郵送可） 
■選考方法  書類選考後、面接 
■雇用・待遇   
・【雇用期間】 平成２８年３月１日～平成２８年３月３１日 
        （１カ月試用期間あり、雇用期間更新あり） 
・【勤務時間】 ５：３０～１９：３０の中で交代勤務 
        １日：７時間３０分 
        勤務日数及び時間は相談に応じます。 
・【賃  金】 賃金・資格手当を増額改定しました。 

月  額 １４５，０００円（月２０日程度、社会保険等加入あり） 
        資格手当   ４，０００円/月 

日  額   ７，０００円（日数は要相談） 
介護福祉士の方７，２００円 

        賞与：１年以上勤務の介護員には勤務年数に応じて支給します。 
■応募先・お問合せ先 特別養護老人ホーム旭寿園 （担当：谷口・森田） 

沼田町旭町３丁目５番２５号 ☎３５－２６１１ 

特別養護老人ホーム旭寿園臨時職員（調理員）を募集します 
 

里親とは色々な事情により家庭で養育できない子どもたちを、その家庭に代わって温かい
愛情をもって養育してくださる方のことで、児童福祉法に定められている公的な制度です。 
里親になるためには特別な資格は必要ありませんが、里親になる方とその同居人とが一定

の要件を満たしていることが必要となります。里親さんに望まれることは、子どもが大好き
であること、健康的で明るい家庭であることです。 
また、子どもを養育すると、里親手当、子どもの生活費、学校教育費、医療費などが支給

されます。 
もっと詳しいことを聞いてみたい、里親になってみたいとお考えでしたら、次の問い合わ

せ先までお気軽にご連絡ください。 
 
■ お問合せ先 保健福祉課福祉グループ ☎３５－２１２０ 

北海道岩見沢児童相談所 ☎０１２６－２２－１１１９ 
  

里親になりませんか？ 
  

平成２８年度沼田町奨学資金貸付奨学生を募集します 
町では、次のとおり平成２８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３０，０００円以内 
■提出書類  ①奨学生願書 ②奨学生推薦書 
       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   平成２８年３月３１日（木） 
■選考・決定時期 平成２８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は、農
業委員会又は商工会の証明を得て、奨学資金返還免除の申請をすることができます。 
 
■申込・お問合せ先 教育委員会 ☎３５－２１３２ 



 

 
 
 

 

 

 

各種福祉手当について、法律に規定されている物価の変動に応じた改定ルールにより、平
成２８年４月１日から次のとおり引き上げられますので、お知らせいたします。 
なお、各手当を新規に受け取る場合は申請が必要となりますので、要件に該当し申請をさ

れていない方や、詳しく内容を知りたい方は、お問合せくださいますようお願いいたします。 
 
■各種手当の改定額 

手当の名称 Ｈ２８年３月まで Ｈ２８年４月から 差額 
児童扶養手当 ４２，０００円 ４２，３３０円 ＋３３０円 
特別児童扶養手当（１級） ５１，１００円 ５１，５００円 ＋４００円 
特別児童扶養手当（２級） ３４，０３０円 ３４，３００円 ＋２７０円 
特別障害者手当 ２６，６２０円 ２６，８３０円 ＋２１０円 
障害児福祉手当 １４，４８０円 １４，６００円 ＋１２０円 
経過的福祉手当 １４，４８０円 １４，６００円 ＋１２０円 

 
■各手当の内容 
・児童扶養手当 

  父母の離婚などで、父又は母と生計を同じくしていない児童を監護・養育している人に
支給される手当です。（１８歳に到達した後の最初の３月３１日まで（一定の障がいが
ある場合は２０歳未満）の児童が対象となります。） 

 ・特別児童扶養手当 
  身体又は精神に重度、中度の障がいのある２０歳未満の児童の父母などに支給されま

す。 
 ・特別障害者手当 
  精神又は身体に著しく重度の障害を有するため、日常生活において常時特別の介護を必

要とする状態にある在宅の２０歳以上の者に支給されます。 
 ・障害児福祉手当 
  精神又は身体に重度の障害を有するため、日常生活において常時の介護を必要とする状

態にある在宅の２０歳未満の者に支給されます。 
 ・経過的福祉手当 
  昭和６１年３月３１日において２０歳以上であり、現に従来の福祉手当の受給者であっ

た者のうち、特別障害者手当の支給要件に該当せず、かつ障害基礎年金も支給されない
者に支給されます。 

 
■お問合せ先 
 保健福祉課福祉グループ ☎３５－２１２０ 
空知総合振興局社会福祉課 ☎０１２６－２０－０１１１ 

各種福祉手当の手当額改定について 

【症状】 
主として軽度の発熱、頭痛、関節痛、筋肉痛、斑丘疹、結膜炎、疲労感、倦怠感などを呈し

ます。これらの症状は軽く、通常、2～7日続きます。 

【治療等】 
対症療法となります。通常は比較的症状が軽く、特別な治療を必要としません。 

【予防対策】 
海外の流行地域に渡航される際は、蚊に刺されないように注意しましょう。長袖、長ズボン

の着用が推奨されます。また蚊の忌避剤なども現地では利用されています。 
【流行地域】 
アフリカ、中央・南アメリカ、アジア太平洋地域で発生がありますが、近年は中南米で流行

が拡大しています。 
※平成 28年１月 15日時点流行地域（米国 CDC) ブラジル、コロンビア、エルサルバドル、

仏領ギアナ、グアテマラ、ハイチ、ホンジュラス、マルティニーク、メキシコ、パナマ、パラ
グアイ、プエルトリコ、スリナム、 ベネズエラ 
【妊婦の方へ】 
近年、ブラジルにおいて小頭症の新生児が増えており、ジカウイルスとの関連が示唆されて

います。このため、妊婦の方の流行地域への渡航を控えたほうが良いとされています。やむを
得ず渡航する場合は、厳密な防蚊対策を講じることが必要です。 
 
【流行地域に渡航される方へ】 
【渡航中】 
流行地域では、長袖、長ズボンの着用、蚊の忌避剤を使用し、蚊に刺されないように注意し

ましょう 。  
【帰国時、帰国後】 
すべての蚊がジカウイルスを保有している訳ではないので、蚊にさされたことだけで過分に

心配する必要はありませんが、心配な方や発熱等の症状のある方は、帰国された際に検疫所で
ご相談ください。 
また、 帰国後に心配なことがある場合は、最寄りの保健所等にご相談ください。 
 

■お問い合わせ先 北海道深川保健所 ☎２２－１４２１ 
          
 

中南米地域で「ジカ熱」が流行しています！！ 
～特に妊婦の方はご注意ください～ 
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北空知圏学校給食組合 
臨時職員（調理員・パート調理員）の募集について 

■募集人員  ・調理員      ２名 
・パート調理員  若干名 

■勤務内容  給食調理・食器具の洗浄等 
■応募資格  １８歳から概ね６０歳までの健康な方 
■応募方法  組合指定の履歴書 (３カ月以内に撮影した写真を添付) 

      ※組合指定の履歴書様式は教育委員会（ゆめっくる）窓口にございます。 
       または、北空知圏学校給食組合ホームページにて指定履歴書をダウンロード 

下さい。 
■勤務場所  深川市開西町１丁目６番４号  北空知圏学校給食センター 
■採用予定  平成２８年４月６日（水）～ 
■勤務時間  ・調理員      午前８時３０分～午後４時４５分 

                午前８時００分～午後４時１５分 (早出) 
・パート調理員   原則：午前８時３０分～午後４時４５分 

■勤務条件  ・調理員      平日勤務  
      ・パート調理員   平日勤務（１カ月に７日程度） 

■賃  金  ・調理員       日額  ７，１４０円 (社会保険等加入) 
・パート調理員   時給  午前９５６円 (労災保険のみ加入) 

            午後８８４円 (    〃    ) 
      ※パート調理員は、諸手当・社会保険は適用になりません。 

■募集期限  平成２８年３月１８日 (金) 午後５時必着 
■面接日時  平成２８年３月２５日 (金) (時間については、別途本人に通知) 
■面接場所  北空知圏学校給食センター研修室 
■応募・お問合せ先  北空知圏学校給食組合 ☎２３－５５３３ 

「ことばと支援の教室」幼児指導員を募集します！！ 
沼田町では、沼田小学校内に設置している『ことばと支援の教室』の幼児指導員を、次のと

おり募集します。 
 
■募集人員  １名 
■勤務内容  『ことばと支援の教室』幼児指導員としての業務 
■応募資格  保育士、幼稚園教諭、教員、言語聴覚士、いずれかの免許取得者 
■応募方法  市販の履歴書（６か月以内に撮影した写真を添付）に免許状の写しを添えて郵

送または持参してください。 
■勤務場所  沼田小学校内『ことばと支援の教室』 
■選考方法  書類審査後、面接審査 
■雇用・待遇 ①雇用期間：平成２８年４月１日から平成２９年３月３１日まで 

②勤務時間：午前８時００分から午後４時４５分 
③賃金日額：６,８００円（社会保険・雇用保険加入） 

■募集期限  平成２８年３月１５日 (火) 必着 
■応募・お問合せ先 保健福祉課健康グループ（担当：吉田） ☎３５－２１２０ 

自動車税の住所変更をお忘れなく！！ 
自動車税は、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） 
平成２８年度の自動車税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しま
す。 
■変更登録が間に合わないときは… 
札幌道税事務所にご連絡いただくか、道税ホームページから自動車税の住所変更手続きが可能
です。 
 
■お問合せ先 札幌道税事務所自動車税部【☎０１１－７４６－１１９７】 
 



   

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

 町では、今年度より近隣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又は保
護者の方に対し、自家用車での通勤に係る費用の一部として、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」を実施しております。 
後期の受付を３月１日から開始いたしますので、対象となる方は必要な書類を添えて申請

をお願いします。 
 
■対象者 
（１）沼田町内に居住し、中学生までを扶養する世帯主又は保護者で町外の職場に勤務す

る方。 
 （２）町税等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すること。 
 （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。 
   ※上記５項目をすべて満たしていることが必要です。 
 
■対象地域及び助成額 
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 
２）本町より往復２０㎞以上４９㎞以下の地域  月額 3,000円 年額 36,000円相当 

（深川市・北竜町・妹背牛町・雨竜町） 
３）本町より往復５０㎞以上９９㎞以下の地域  月額 5,000円 年額 60,000円相当 

（旭川市・留萌市・滝川市・小平町・幌加内町・新十津川町） 
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 
   ※前期・後期の２回にわけて交付のため上記年額の１/２の交付となります。 
 
■申請方法 
 ○年２回申請 
  下記、様式をダウンロード又は住民生活課総合窓口にて受取、申請期間内に住民生活課
総合窓口で申請して下さい。 

  交付決定後、町内商品券を農業商工課窓口でお渡しします。 
 ・申請期間：3月 1日～３１日 
 ・受取期間：4月 1日～３０日 
○受付時間 
   月曜日から金曜日 ８時４５分～１７時１５分（土・日・祝日を除く） 
 
■お問合せ先 農業商工課商工観光グループ ☎ ３５－２１１４ 

子育て世帯応援通勤支援事業後期分の受付開始のお知らせ 

 

２月２５日から３月１０日までの行事予定 
行事名              時 間   場 所 

 ２月２５日（木） 心配ごと相談          １３：００ ふれあい 

 スポーツクラブ定期利用     １９：００ 町民体育館 

   ２６日（金） フロアカーリング        １０：００ ふれあい 

   ２７日（土） 沼田幼稚園閉園式        １０：００ 幼稚園 

   ２８日（日） おんがくの集い         １３：３０ 町民会館 

   ２９日（月） 脳トレ教室           １０：００ ふれあい 

 ３月 １日（火） つながる塾つくる編       １８：３０ ふれあい 

３日（木） スポーツクラブ定期利用     １９：００ 町民体育館 

４日（金） 高齢者元気１００倍！教室    １０：００ ふれあい 

      雪合戦教室           １９：００ 町民体育館 

５日（土） 萌の丘ハイキング（軽スポーツ）  ９：３０ 町民体育館 

７日（月） Kikkakeづくり講座       １８：３０ ゆめっくる 

１０日（木） スポーツクラブ定期利用     １９：００ 町民体育館 

◆２月２８日（日） 
歯   科   系…杉澤歯科クリニック ☎３２－２８３２ 
内科・外科系…深川市立病院    ☎２２－１１０１ 

◆３月６日（日） 
歯   科   系…近藤歯科医院    ☎３５－２５３８ 
内科・外科系…深川市立病院    ☎２２－１１０１ 

◆３月１３日（日） 
歯   科   系…たなか歯科医院   ☎２３－５５４５ 
内科・外科系…深川市立病院    ☎２２－１１０１ 

日曜・祝日当番医のお知らせ 

ほろしん温泉「特別優待券」をご利用ください 
昨年５月に、ご家庭にお配りしました『ほろしん温泉特別ご優待券（入浴・レストラン・そ

ば処・岩盤浴共通利用券）』は、もうご利用になりましたか？ 
有効期限がせまっています。まだご利用になられていないご家庭は、是非ご利用下さい。 

◆有効期限 平成２８年３月３１日まで 
※「特別ご優待券」の色は黄色です。 
◆お問合せ先 住民生活課生活環境グループ ☎３５－２１１５ 
 


