
55555555555 NANPORO２０１５.１１

■職 種 正看護師（正職員）

■資 格 看護師免許を有し、経験年数２年以上の方

■年 齢 40歳位まで

■採用予定日 ①平成28年２月１日・②平成28年４月１日

■募 集 人 員 ２名（①１名・②１名）

■応 募 締 切 11月30日(月)

■選 考 方 法 面接（後日、本人に通知）

■提 出 書 類 履歴書（写真貼付）、看護師免許の写し

■給与・待遇 南幌町職員の給与に関する条例等による

■申込・問合せ 町立南幌病院総務担当

■採用予定人数 企業職員１名

■受 付 期 間 11月13日(金)まで ※郵送の場合は、11月13日以前の消印があるものに限り受付。

■受 験 資 格 ・昭和58年４月２日～平成６年４月１日生まれの方

・学校教育法に基づく大学（短期大学を除く）を卒業した方、または平成28年３月

までに卒業する見込みの方

■試験日時・場所

猿第１次試験 ・日時：11月29日(日) ９時30分 受付開始

10時 試験開始（２時間30分程度）

・場所：南幌町ふるさと物産館ビューロー [住所：南幌町中央１丁目２番22号]

猿第２次試験 12月中旬から12月下旬を予定

（日時、場所については第１次試験合格者に対して文書で通知します。）

■お問い合わせ 長幌上水道企業団総務課総務係（緯０１２３～８２～５７００）

※詳しくは、長幌上水道企業団ホームページ（http://www.nagahoro.jp/）をご覧ください。

【冬の交通安全運動が始まります】

11月11日からの10日間「冬の交通安全運動」が実施されます。これからの時期は、さらに日没も早ま

り、交差点での歩行者などの事故や、積雪・路面凍結によるスリップ事故・衝突事故の多発が懸念され

ます。路面状況を読んだ安全運転や交通マナーについてご確認いただき「交通事故を起さない」、「交通事

故に遭わない」よう交通安全意識の徹底をお願いします。

■運動の重点

猿凍結路面等のスリップによる交通事故防止

猿高齢者の交通事故防止

猿飲酒運転の根絶

【夜光反射材を配布します】

「出かける時は光らせて」運転者に自分の存在をアピールして事故防止概

・配布期間：11月２日(月)より ※なくなり次第終了

・配布場所：住民課環境交通Ｇ（４番窓口）

・配布個数：１人２個まで（数に限りがありますのでお早めに！）

【地域交通安全活動「交通安全指導員」を募集】

交通事故のない明るいまちづくりに貢献したい、子どもや高齢者を交通事故から守りたいという熱意

あふれた方々の活動参加をお待ちしています。

町立南幌病院
緯３７８～２１１１町立南幌病院では看護師を募集しますtopics ０１

長幌上水道企業団
緯０１２３～８２～５７００

「平成28年度 職員採用試験」を実施します
～長幌上水道企業団～

topics ０２

住民課
環境交通Ｇ交通事故の防止に努めよう！topics ０３
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■出し方の注意

猿指定袋に入る大きさのものは、粗大ごみで収集されません。

猿車両部品、機械部品、家電製品（テレビ、洗濯機、冷蔵（凍）庫、エアコン、パソコン）は収集さ

れません。

猿ごみをダンボールやビニール袋、発砲スチロールの中に入れたものは収集できません。きちんと分

別をし、指定袋に入れて通常のごみ収集日に出してください。

猿野菜の茎、草花の茎をひもでしばっても粗大ごみで収集されません。可燃ごみ指定袋（赤色）に入

る大きさに切って通常のごみ収集日に出してください。

猿詳しくは「平成27年度版ごみの分け方・出し方のしおり」をご確認ください。

■日程

猿11月９日(月)

６区の一部（市街地区）、７区の一部（市街地区）、14区、15区、西町

猿11月10日(火)

北町、中央（旧ＨＫハイム）、緑町、東町、美園

猿11月13日(金)

三重、６区の一部（市街地区を除く）、７区の一部（市街地区を除く）、８区、９区、10区、11区、

12区、13区、中樹林、稲穂、晩翠工業団地居住地区

■地域の皆さんでルール・マナーを守り、きれいな町づくりを！

猿残されたごみは、出した方が責任をもって、持ち帰りましょう。

猿収集日の当日、朝８時30分までに指定のステーションに出しましょう。

※８時30分以降に出したごみは収集されません。

■お問い合わせ

南空知公衆衛生組合（緯０１２３～８８～３９００）または役場住民課環境交通Ｇ

マイナンバー制度を悪用した不審電話に注意しましょう。

■詐欺の手口

例１：あなたのマイナンバー情報が流出しています。流出を止めるため、キャッシュカード、暗証番

号をお預かりします。

例２：あなたのマイナンバーを調査したら、未払いの料金が判明しました。料金を支払ってください。

マイナンバー制度に関して、公的機関等が電話で個人情報を質問することは絶対にありません。

マイナンバー制度に絡む現金要求は詐欺です！このような電話を受けたら警察に通報を！

■お問い合わせ 栗山警察署南幌駐在所（緯３７８～２６１０）または役場住民課環境交通Ｇ

11月にロイトン札幌で南幌町の食材を使ったランチメニューが登場します。

なんぽろセミナーに参加した札幌市在住の子育て中のお母さん方とロイトン札幌の料理長がプロジェ

クトチームを作り、南幌らしいメニューを考案しています。

■期 間 11月１日(日)～11月30日(月)

■場 所 ロイトン札幌 地下１階「中国料理 万里」

札幌市中央区北１条西11丁目

■時 間 11時30分～14時

■そ の 他 ランチメニューは決まり次第、町ホームページやfacebookペ

ージでお知らせします。

住民課
環境交通Ｇ本年度最後の粗大ごみの収集となります！topics ０４

住民課
環境交通Ｇ「マイナンバー詐欺」に注意！topics ０５

まちづくり課
企画情報Ｇ

「なんぽろ」知名度高揚事業
～なんぽろランチフェアを開催～

topics ０６
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町では、稲わらをバイオマス燃料として、なんぽろ温泉ハート＆ハートのペレットボイラーまた役場、

ビューロー、ＪＡ等のペレットストーブで木質ペレットと混ぜながら燃焼をしています。

この取組により、地域エネルギーの多様化、地域環境の保全、循環型社会の構築を目指すことから、

稲わらペレット・木質ペレットへの理解、また、地域一体となり推進されるようセミナーを開催します。

■日 時 11月14日(土) 13時30分～16時

■場 所 なんぽろ温泉ハート＆ハート

■内 容 ・情報提供 北海道環境財団 環境教育推進課 山本泰志氏

・基調講演 北海道大学大学院 准教授 石井一英氏

・ペレットボイラー見学会

・ペレットストーブ実用展示会

■参加人数 30名 ※定員になり次第締切

■申込方法 電話または、住所、氏名、電話番号を記入のうえメール、ＦＡＸ等で申込みください。

■申 込 先 11月10日(火)までにまちづくり課企画情報Ｇに申込みください。

住宅等に太陽光発電システムを設置する場合やペレットストーブを購入する場合にその費用の一部を

補助します。

補助対象者や補助額等詳細については、町ホームページをご覧ください。なお、応募件数が多数の場

合は先着順として件数に達した時点で募集を終了します。

■募集件数

・太陽光発電システム設置費用５件

・ペレットストーブ購入費用４件

■募集期間 11月20日(金)まで

臨時福祉給付金の申請が11月17日をもって受付を終了します。

町では、対象と思われる方に申請書をお送りしていますが、関係書類が届き、まだ申請に来られてい

ない方は、あいくるまでお急ぎください。

■支給対象者

平成27年度分の住民税が課税されない方。ただし次に該当する方は除きます。

・住民税において、課税者の扶養になっている場合

・生活保護制度の被保護者となっている場合など

■支 給 額 １人につき 6,000円（支給は１回）

■申請期間 11月17日(火)まで ８時30分～17時 ※土・日曜日、祝日を除く

■ご持参いただくもの

・申請書 ・印鑑 ・対象と思われる世帯全員の本人確認書類の写し（保険証・免許証等）

※代理で申請される方は、代理人の本人確認書類の写し

・通帳の写し（金融機関及び支店名、口座番号、口座名義人（カナ）が

わかるもの）

■給付を装った詐欺にご注意ください！

南幌町がＡＴＭ（現金自動預払機）の操作をお願いしたり、給付金を

支給するために手数料を求めることは絶対にありません。

また、ＡＴＭを自分で操作して、他人からお金を振り込んでもらうこ

とは絶対にできません。

■お問い合わせ 保健福祉課福祉障がいＧ（緯３７８～５８８８）

まちづくり課
企画情報Ｇ稲わら・木質ペレット利活用セミナー参加者募集topics ０７

まちづくり課
企画情報Ｇ

住宅用太陽光発電システム設置及びペレットスト
ーブ購入補助

topics ０８

申請じゃ！

確認じゃ！

あいくる保健福祉課
福祉障がいＧ臨時福祉給付金の申請受付が終了します概topics ０９
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インターネットでの申し込みは対面での説明がないため、諸条件や規約などは自分で確認する必要が

あります。

・旅行業登録の有無を確認しましょう。（ウェブサイト上に記載された登録番号で確認）

・旅行の契約条件を確認しましょう。（利用規約、約款、キャンセル条件など）

■被害例 インターネットで格安旅行会社を検索し、大人２人分で計６万円を申し込んだ。

航空券は出発の３日前に届く約束だったが、旅行前日になっても届かず、旅行会社に何度

も電話しても誰も出ない。仕方なく、直接航空会社に確認したところ「予約はあるが業者か

らの入金がないため発券できない」と言われた。

■お問い合わせ 南空知消費生活相談室（緯０１２３～７２～３５８１）または役場産業振興課商工観光Ｇまで

ＰＣＢを使用している電気機器（変圧器、コンデンサ、蛍光灯安定器（家庭用除く）など）が廃棄物

となったＰＣＢ廃棄物は、その種類によって処理期限や処理施設が決められており、現在使用中の機器

であっても、処理期限までに使用を中止し、決められた処理施設で適正に処分する必要があります。

また、ＰＣＢ廃棄物を保管している場合は、ＰＣＢ特別措置法に基づき、届出を行う義務があります。

今一度、あなたが所属する事業所などで使用している電気機器や電気室、キュービクル、倉庫などに保

管されている電気機器にＰＣＢが使用されているものがないか点検を行い、届出されていないＰＣＢ使

用電気機器がある場合は、速やかに届出を行ってください。

なお、詳しくはホームページ（http://www.pref.hokkaido.lg.jp/ks/jss/top_page/pcb.htm）でご確

認いただくか、お問い合わせください。

■お問い合わせ 北海道環境生活部環境局循環型社会推進課廃棄物管理Ｇ（緯２０４～５１９６）

毎年、この時期にホームタンクの灯油漏洩事故や盗難被害が多発しています。

■灯油の漏洩事故防止！

灯油を給油される前にタンクや配管の点検を行いましょう。

・タンク脚部が損傷したり不安定になっていないか。

・配管やストレーナーに亀裂、損傷はないか。

■灯油盗難の被害防止！

ホームタンクからの盗難や灯油ポリタンクの盗難が発生しています。

・ホームタンクには盗難防止器具を取り付けましょう。

・ポリタンクは鍵のかかる場所に保管し、確実な施錠をしましょう。

■お問い合わせ 住民課環境交通Ｇ

産業振興課
商工観光Ｇ

インターネットでの旅行の申し込みは、よく確認
しましょう！

topics １０

住民課
環境交通Ｇ

ＰＣＢを使用している電気機器等を使用または保
管していないか点検願います！

topics １１

住民課
環境交通Ｇ

「自宅は大丈夫」と思い込みをしていませんか？
ホームタンクの点検を概

topics １２

まちづくり職員出前講座を活用してみませんか
町民皆さんの聞きたい、知りたい、学びたいという学習意欲を支援するために、職員を地域に派遣

しメニューに応じた講座を行います。町内会や団体、サークルの勉強会や研修会などにおいて活用し

てみてはいかがでしょうか。

まちづくり課企画情報Ｇ

・南幌町の農産物知っていますか （No.39）

・防災対策について （No.49）

・生活安全 （No.50） など

全56メニューがあります！

こんなメニューがあります！

※５名以上の団体から申し込みが可能です

※場所は申込者が確保してください(お困りの場合はご相談ください)

※費用は無料です(会場代等は負担していただきます)

※行政に対する苦情・要望等をお聞きする場ではありません

※政治・宗教・営利を目的とした場では実施できません

以下のことにご注意ください
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新成人を祝う「成人式」を次のとおり実施します。住民登

録をしている該当者には、はがきでご案内します。

■該当者 平成７年４月２日～平成８年４月１日生まれの方

■日 時 平成28年１月10日(日) 13時30分から

■会 場 農村環境改善センタ－

※親元が南幌町で学校や勤務先等の都合で住民登録がなく、

式典への参加を希望される方は教育委員会生涯学習課社会

教育Ｇ（緯３７８～６６２０）までご連絡ください。

消防では11月９日を「119番の日」と定め、住民の皆さんに消防業務に対する理解や防火、防災意識を

深めていただけるよう努めています。

■落ち着いて通報を

火事や救急の際は、いち早い通報が住民の生命や財産を守るための第一歩となります。119番通報をす

る時は、次のことを慌てずにはっきりと伝えてください。

・「火事です」「救急です」とはっきり伝える。

・住所は、正しく、詳しく伝え、目印となる建物や公園なども伝える。

・「○○宅が火災です。」など、何が（誰が）どうしたのかを正確にわかりやすく伝える。

・通報者の氏名や連絡先、今使用している電話番号を伝える。

・携帯電話による通報の場合は、通報後しばらくの間は電源を切らず現場近くの安全な場所にいてくだ

さい。（状況などを再確認する場合があります。）

■携帯電話からの119番通報について

携帯電話による119番通報は、南幌町で通報すると、まず栗山消防通信指令室で受信し、火災か救急か

及び住所を聞かれた後に南幌消防へと転送され、通報者と直接通話できるシステムとなっています。

南幌町の隣接区域付近では、管外の消防署（岩見沢、江別、北広島）につながる可能性がありますが、

管外の消防署から南幌消防へ転送されますので、慌てず正確に住所、現場の状況などを伝えてください。

■病院照会について

休日や夜間等、病院の診療時間が終了している場合などは、南幌消防にお問い合わせしていただけれ

ば、南幌町近郊の当番病院をお伝えします。

お問い合わせには119番通報はせずに、南幌消防の一般電話（緯３７８～２６１９）におかけください。さら

に詳しい情報が必要な方は救急情報案内センターをご利用ください。

■救急情報案内センター

・一般電話から 緯０１２０～２０～８６９９ ・携帯電話から 緯２２１～８６９９

※病院照会をする機関ですので医療相談はしておりません。

ぽろろ生涯学習課
社会教育Ｇ平成28年成人式topics １３

南空知消防組合南幌支署
緯３７８～２６１９ご存知ですか？ １１月９日は「１１９番の日」ですtopics １４

広告

平成27年10月８日から

最低賃金最低賃金はは

７７７７７７７７７７７７７７７７７７７７６６６６６６６６６６６６６６６６６６６６７６４４４４４４４４４４４４４４４４４４４４４円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円
北海道内で事業を営む使用者及びその

事業場で働くすべての労働者に（臨時、
パートタイマー、アルバイト等を含む。）
適用されます。

お問い合わせ 産業振興課商工観光Ｇ

成人式を皆さんの手で！

～成人式実行委員を募集します～

教育委員会では、成人該当者による成

人式の実行委員を募集します。

実行委員会では、成人式の運営や交流

会の企画を自分たちのアイディアで実施

していただきます。実行委員を希望され

る方はご連絡ください。


