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社会福祉協議会臨時介護職員募集について 

福祉灯油助成事業について 

本年度、福祉灯油助成事業を実施しないことでお知らせしておりましたが、灯油価格が高騰し
ていることをふまえ、緊急対応として、助成事業を実施することと致しましたので、対象者の方
は内容等ご確認の上申請してください。 
 
■助成内容 平成３０年１月１日現在の灯油単価（８７円／ℓ）を基準として、灯油１００ℓ 

相当額を一括で支給します。 
■申請期間 平成３０年１月２２日（月）～平成３０年３月１６日（金）まで 
■申請方法 以下の要件を満たす方は、印鑑と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。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
■お問合せ 保健福祉課 福祉グループ ☎３５－２１２０ 

暮らしの安心センター 臨時職員（カフェ業務等）の募集について 

我が国固有の領土である択捉島、国後島、色丹島及び歯舞諸島 

の北方四島の早期返還実現に向け、毎年２月７日の「北方領土の 

日」を中心に、１月２１日から２月２０日を「北方領土の日特別 

啓発期間」として、全国各地において北方領土講演会やパネル展、 

キャラバン活動などが行われています。 

本町でも１月２１日から２月２０日の期間中、健康福祉総合セ 

ンター「ふれあい」１階ラウンジにおいて北方領土返還要求の署 

名コーナーを設置しておりますので、署名にご協力下さいますよ 

うお願いします。 

 

■お問合せ 総務財政課 総務グループ ☎３５－２１１１ 

  北方領土返還要求運動の 

シンボルの花「千島桜」 

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。 
 

※１月１日（基準日）現在、沼田町に居住している世帯（入院者を除く） 
●『世帯主７０歳以上で同居親族６５歳以上の世帯』又は『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』 
●『生活保護法による被保護世帯』 

「北方領土の日」特別啓発期間における署名のご協力について 

■募集人員  １名 
■業務内容  沼田町暮らしの安心センター内において、主に「カフェ」の調理業務及び「ラ 

イブラリー」（寄贈本）の受付貸出業務など。 
※詳しい業務内容は、下記までお問合せください。 

■応募資格  ①調理が得意な方又は調理業務等の経験のある方で、食品衛生管理者養成講習 
会を受講済もしくは受講を確約できる方 
（次回講習会 2/20 ※受講料は個人負担となります） 

       ②初歩的なパソコン操作ができる健康な方 
■応募方法  履歴書（市販の物で可・写真添付）を下記まで郵送又は持参してください。 
■選考方法  履歴書審査及び面接（面接日は追って通知します） 
■雇用期間  平成３０年２月１日～平成３０年３月３１日（雇用期間更新あり） 
       ※２月中はスポット勤務（短時間）が中心、３月から通常勤務の予定です。 
■勤務時間  １０：００～１６：００（カフェ営業時間）  

開閉店準備も含め１日あたり６～７時間勤務 
毎週月・水・金・土曜日及び第２・第４木曜日を通常営業日としており、月に 
すると１８日間程度となります。 

■給  与  時間給  ８１０円／時間 
■社会保険等 社会保険、雇用保険等対応 
■勤務場所  沼田町暮らしの安心センター 「なかみちカフェ」 
■応募期限  平成３０年１月２６日（金）必着 
■応募先・お問合せ 
       〒078-2202 沼田町南１条１丁目８番２５号 
       沼田町暮らしの安心センター ☎３５－２０５５ 担当：赤井   

■募集人員  デイサービス臨時介護職員 若干名 
■応募資格  ①介護福祉士または介護職員初任者研修（旧ヘルパー2 級）修了者 
       ②普通自動車運転免許所持 
■応募方法  履歴書（市販の物で可・写真添付）を下記まで郵送又は持参してください。 
■選考方法  履歴書審査及び面接（面接日は追って通知します） 
■雇用期間  平成３０年２月 1 日～平成３０年３月３１日（雇用期間更新あり） 
■勤務場所  沼田町デイサービスセンター（沼田町暮らしの安心センター） 

沼田町南 1 条 1 丁目 8 番 25 号 
■勤務時間   ８：４５～１７：１５ 7 時間 30 分 
       ※勤務日数、勤務形態は相談に応じます。 
■給  与  月 額 １４５,０００円 
       日 額   ６,９００円 
■手  当  ①資格手当 介護福祉士取得者     ４,０００円（月額） 
             介護職員初任者研修修了者 ２,０００円（ 〃 ） 
       ②処遇改善一時金（経験年数に応じて） 
■休  日  週休２日（日曜日以外はシフト制） 
■提出書類  ･履歴書（市販の物で可・写真添付） 
        ･資格を証明するもの 
■社会保険等 社会保険、厚生年金、雇用保険加入 
■応募期限  平成３０年２月１５日（木）必着  
■応募先・お問合せ    

〒078-2202 沼田町南 1 条１丁目８番２５号 
沼田町社会福祉協議会 ☎３５－１９９８ 担当：谷口 



キップ・定期券は、ＪＲ石狩沼田駅で 
お買い求め下さい。 

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あります。 

                                                    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

  

 

 

今まで 

屋根から落ちる雪や氷による事故の防止について 
北海道開発局・北海道・北海道警察・沼田町 

毎年、冬になると、屋根に積もった雪や氷、つららなどが落ちて、歩行者がケガをしたり、

死亡したりする事故が起こっています。 

 冬期間の通行を円滑にし、事故をなくすため、特に次のことに注意してください。 

 

  屋根の雪や氷、つららなどが道路に落ちる構造の建物には、事故を防ぐため、丈夫な雪止

めなどを付けるようにしてください。また、雪止めが付いていても、強さが足りなかったり、

針金などの錆や老朽化による破損が原因で落ちることもあるため、必ず点検・修繕してくだ

さい。 

  屋根の雪や氷、つららなどは、気温がマイナス 3度からプラス 3 度程度のときに落ちやす

くなります。落ちるおそれのある軒下では子どもたちを絶対に遊ばせないようにし、こまめ

に雪や氷、つららなどを落とすようにしてください。 

また、屋根から雪が落ちたときは、直ちに人が巻き込まれていないか注意し、確かめてく

ださい。 

  歩行者や車の通行に支障となりますので、屋根から落ちた雪や敷地内の雪や敷地内の雪は

絶対に道路へ出さないでください。 

 

■お問合せ 建設課 ☎３５－２１１６ 

■主  催  北海道道立札幌高等技術専門学院 

■募集科目  板金科および電気工事科 

■訓練期間  平成３０年４月２０日～平成３１年３月１４日(１年間) 

■応募資格  平成３０年３月に中学校以上を卒業する方(見込含む)または一般求職者 

■募集定員  各科とも１０名 

■訓練場所  スキルアップセンター空知（中空知地域職業訓練センター） 

       滝川市流通団地 3 丁目 6 番 23 号 

■授 業 料  各科とも無料（入学諸経費として５５，０００円予定） 

■申込期限  平成３０年３月２０日（火） 

■そ の 他  訓練の見学も可能です（電話でお問合せください） 

■お問合せ  最寄りの公共職業安定所または、 

       スキルアップセンター空知 ☎０１２５－２４－１８８０ 

平成３０年度公共職業訓練生募集(第３次) 

日曜・祝日当番医のお知らせ 

◆１月２１日（日） 

歯   科   系…杉村歯科医院(滝川市)      ☎０１２５－２４－１３５４ 

内科・外科系…深川市立病院        ☎２２－１１０１ 

◆１月２８日（日） 

歯   科   系…スマイル歯科(滝川市)       ☎０１２５－７４－５０２８ 

内科・外科系…深川市立病院             ☎２２－１１０１ 

◆２月 ４日（日） 

歯   科   系…中澤歯科整形外科医院(深川市)  ☎２２－６３８２ 

内科・外科系…深川市立病院        ☎２２－１１０１ 

◆２月１１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 

◆２月１２日（月） 

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

内科・外科系…深川市立病院      ☎２２－１１０１ 

１月１８日から２月１１日までの行事予定 

行事名          時 間   場 所 

１月１８日（木） スポーツクラブ定期利用   １９：００～ 町民体育館 

１９日（金） フロアカーリング      １０：００～ ふれあい 

雪合戦教室         １９：００～ 町民体育館 

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 

２５日（木） 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 

       ほっとママ         １０：００～ ふれあい 

       雪合戦教室         １９：００～ 町民体育館 

２８日（日） ぬまた女性フェスタ     １１：００～ 暮らしの安心センター 

２月 １日（木） スポーツクラブ定期利用   １９：００～ 町民体育館 

    ２日（金） 雪合戦教室         １９：００～ 町民体育館 

    ５日（月） のぞみ会          １３：００～ ふれあい 

８日（木） スポーツクラブ定期利用   １９：００～ 町民体育館 

９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 

１１日（日） 第１９回高穂スキー場まつり   ９：００～ 高穂スキー場 

輝け雪のまちフェスタ      ９：００～ 高穂スキー場 


