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　冬を迎え、ノロウイルスが流行する時期になりました。ノロウイルスは、「食品から人」だけでなく「人

から人」にも感染します。抵抗力の弱い乳幼児や高齢者は重症化することもありますので、まずは感染

症予防の基本である「手洗い」を徹底しましょう。

【消毒液は簡単に作れます！】

　ペットボトルに水を入れ、漂白剤を加えると消毒液を作ることもできます。用途に

応じて濃度が違いますので、下記を参考にぜひご活用ください。

　毅便や吐物が付着した床やトイレ

　　500悪のペットボトルに、ペットボトルのキャップ２杯分の漂白剤を加える。

　毅普段のお掃除用

　　２渥のペットボトルに、ペットボトルのキャップ２杯分の漂白剤を加える。

　南幌消防団では女性消防団員を募集しています。１１月現在数名の入団希望者がいますが引き続き女性

消防団員を募集しています。仕事をされている方、主婦の方、子育てをされている方、地域の防災にあ

なたの力をお貸しください！

■活 動 内 容　毅平常時　火災予防啓発・広報活動、消防団行事への参加、応急手当普及活動

　　　 　 　 　毅災害時　火災等の災害現場へは出動しません。

■応 募 資 格　南幌町に住む18歳以上45歳未満の健康な女性

■募 集 期 間　12月10日(土)まで

■採用予定日　平成29年４月１日(土)

■お問い合わせ　詳しくは南空知消防組合南幌支署まで

　消費税の軽減税率導入・税率引上げに備える販路開拓・売上アップ対策にかかる事業計画策定セミナ

ー＆個別相談会を無料で開催します。

■内　容　事業計画策定の意義、考え方、進め方、経営環境分析・自社の事業構造分析方法について　

　　　　　行います。顧客ニーズと市場の動向、自社や自社の提供する商品、サービスの強み、経営　

　　　　　方針、目標と今後のプラン作成を行います。

　　　　　※金融機関への融資申込みや各種補助事業等に活用できます。

　　　　　※平成28年度第２次補正予算「小規模事業者持続化補助金」の申請に活用できます。　

■開催日　12月14日(水)14時～16時　終了後、個別相談会16時～18時予定（１社30分）

■場　所　南幌町商工会館研修室Ａ

■講　師　中小企業診断士　網野征樹氏（主な専門分野～農商工連携、新分野進出その他事業計画策　

　　　　　定、創業支援、マーケティング戦略など）

■主催・お問い合わせ　南幌町商工会（緯３７８～２７２８）

　新聞広告等で健康食品を１回限りと思って購入しても、新聞広告の中に購入条件が書いてあり気が付

かないうちに定期購入になっている場合があります。通信販売を利用する際は、価格だけでなく、購入

や返品の条件、送られてきた商品に同封された書類などについてもしっかり確認しましょう。困ったと

きは消費生活相談室にご相談ください。

■お問い合わせ　毅南空知消費生活相談室 (緯０１２３～７２～３５８１)毎週月・木曜日13時～16時

　　　　　　　　毅産業振興課商工観光Ｇ

南空知消防組合南幌支署
緯３７８～２６１９女性消防団員を募集していますtopics 02

あいくる保健福祉課
健康子育てＧノロウイルスによる感染症を防ぎましょう！topics 01

南幌町商工会
緯３７８～２７２８消費税軽減税率対策窓口相談等事業topics 03

産業振興課
商工観光Ｇ通信販売購入の際はしっかり内容の確認を！topics 04
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　子どもの教育に係る経済的負担を軽減するため、高校生の通学費を一部補助しています。忘れずに申

請してください。

■対　象　者　南幌町に住所を有し、自宅から高校に通学する生徒の保護者（町税等の滞納がないこと）

■補　助　額　公共交通機関の定期購入額の２分の１（月額上限１万円）

　　　　　　※公共交通機関にはバス事業者が営む有償スクールバスを含みます。

■申請方法　申請書に、学生証・通学定期券のコピーをつけて、定期券の有効期間内または購入日から

　　　　　　３ヵ月以内に教育委員会へ提出してください。申請書は教育委員会にあります。

　　　　　　※町ホームページからもダウンロードできます。

　　　　　　※学生証コピーの提出は、各学年１回目の申請時のみで結構です。２回目以降は不要です。

■注意事項　通学定期券を更新する前にコピーを取っておいてください。

■お問い合わせ　教育委員会生涯学習課学校教育Ｇ（緯３７８～６６２０）

【正看護師、理学療法士】（正職員）

■資　　　　格　正看護師：看護師免許を有し、経験年数２年以上の者

　　　　　　　理学療法士：理学療法士免許を有し、経験年数２年以上の者

■年　　　　齢　正看護師：40歳位まで　理学療法士：30歳位まで

■採用予定日　平成29年４月１日　

■募 集 人 員　正看護師：２名　理学療法士：１名

■応 募 締 切　12月21日(水)

■選 考 方 法　面接（後日、本人に通知）

■提 出 書 類　履歴書（写真貼付）、看護師免許の写しまたは理学療法士免許の写し

■給与・待遇　南幌町職員の給与に関する条例等による

【臨時看護補助者】

■資　　　　格　資格不要、経験不問

■採用予定日　随時

■募 集 人 員　１名

■応 募 締 切　随時（履歴書を提出）

■選 考 方 法　面接（後日、本人に通知）

■提 出 書 類　履歴書（写真貼付）

■業 務 内 容　入院患者の介護等

■勤 務 形 態　シフト制（夜勤月３～４回）

■賃　　　　金　時給1,000円以上　夜勤１回17,750円以上

　　　　　　

ぽろろ生涯学習課
学校教育Ｇ忘れていませんか？「高校生通学費補助申請」topics 05

町立南幌病院
緯３７８～２１１１町立南幌病院では職員を募集します。topics 06

広 告

《酒酔い運転》言語動作が正常でない酩酊状態で運

　　　　　　　  転する行為

違反点35点免許取消し・100万円以下の罰金

《酒気帯び運転》吸気１渥中アルコール濃度0.15㎎

　　　　　　　　  以上0.25㎎未満の場合

違反点13点免許停止90日・50万円以下の罰金

鞄南幌町交通安全運動推進協議会鞄

飲酒運転は犯罪です概

みんなで根絶、飲酒運転!!
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■農業者年金は、次の要件を満たす方ならどなたでも加入できます。

　毅国民年金第１号被保険者（国民年金保険料納付免除者を除く）

　毅年間60日以上農業に従事　毅20歳以上60歳未満

　あなたの老後生活への備えは十分ですか？お金は家族一人ひとりについて準備することが大切です。

老後の蓄えは国民年金プラス農業者年金が基本です。

　詳しくは、農業者年金基金ホームページ（http://www.nounen.go.jp）でご確認ください。

　農業者年金の内容やご相談は、ＪＡなんぽろ農業振興課または南幌町農業委員会、農業者年金基金に

お問い合わせください。

■お問い合わせ　毅ＪＡなんぽろ（緯３７８～２２７４）　毅南幌町農業委員会（緯３７８～２１２１）

　　　　　　　　毅独立法人農業者年金基金（緯０３～３５０２～３１９９）

　民生委員・児童委員は、「民生委員法」及び「児童福祉法」により厚生労働大臣に委嘱されたボランテ

ィアとして、ひとり暮らしの高齢者、障がい者がいるお宅への訪問や見守り、登下校時の児童・生徒に

対する声かけ活動をはじめ、暮らしに関すること、育児や教育に関することなどにおいて、皆さんの立

場に立って相談・支援を行い、内容に応じて、町や関係機関への橋渡しをするなど身近な地域福祉の担

い手として大きな役割を果たしています。

　また、子どものことを専門に担当する「主任児童委員」も２名います。日常生活や教育・子育てなど

で困ったことや悩みごとがありましたら、お住まいの地区担当委員までお気軽にご相談ください。

■民生委員児童委員・主任児童委員名簿（平成28年12月１日現在：委嘱期間３年間）

農業委員会事務局農業者年金で生涯所得の確保を！topics 07

あいくる保健福祉課
福祉障がいＧ民生委員児童委員・主任児童委員の委嘱topics 08

住　　所氏　　名担当地区住　　所氏　　名担当地区

中央１丁目８－15横井　和子15区・中央南11西５大串　照子三重・中樹林

栄町１丁目２－27内田寿美子15区・中央南14西５林　　　仁青葉・13区

西町３丁目９－13川口　幸一西　町南12西１熊木　清二青葉・13区

西町２丁目３－９佐藤　順子西　町元町４丁目３－13原田　一子６　区

北町５丁目４－16加藤　　修北　町元町４丁目１－16藤田美知子６　区

北町２丁目７－２磯野　　薫北　町南１７西９岡山　敏幸７区・８区

緑町５丁目５－１小林　市男緑　町南12西15岩城　勝道９区・10区

緑町４丁目２－15太田　重雄緑　町南16西19岡部　洋幸11区・12区

東町１丁目２－12西川志津子東町・美園南17西20千成　勝治11区・12区

南11西９中鉢須美子主任児童委員稲穂３丁目３－16門田　雅彦稲　穂

西町２丁目１－５佐藤　純子主任児童委員北町２丁目２－７岩野　博子14　区

栄町１丁目１－26木村　修治14　区

広 告 広 告
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　町では、町税等の滞納対策を重要な行政課題の一つと位置付け、12月に収納業務を担当する職員によ

り集中的に電話・訪問催告を行い、納付を促すとともに、勤務先への給与調査や預金差押を実施します。

　今後も理由なく滞納を続ける方に対しては、預貯金の調査や勤務先への照会を行い、財産を差し押さ

えるなど、滞納処分を積極的に実施していきます。

　納期限内に納めていただくことが原則ですが、事情により納期限までに納付ができない場合は納税相

談に応じますので、担当までお問い合わせください。

　これからも、納付されている皆さんの立場に立って、公平・公正の確保に向けた取り組みを行ってい

きますので、皆さんのご理解とご協力をお願いします。

　町では、路線バスが運行していない地域の交通手段として、毎週火・木曜日に町内巡回バスを運行し

ています。アンケートは、町内巡回バスの利用の有無にかかわらず、皆さんから認知度や利用状況、ま

たはご意見等をお聞きし、町内巡回バスのあり方について参考とさせていただきますので、ご協力をお

願いします。

■アンケート用紙　広報12月号に折込しています。

■回 答 方 法　役場への持参、郵送、ＦＡＸ、町民意見箱への投函

■回 答 期 間　12月28日(水)まで

■お問い合わせ　まちづくり課企画情報Ｇ

　姉妹町である熊本県多良木町への研修旅行など５名以上の経費の一部を助成します。

■対象者　毅各種団体及びグループ並びに家族の場合は、構成する方のうち南幌町の住民 　

　　　　　毅法人及び会社などの場合は南幌町の住民である社員

■補助額　１人につき１回を限度に２万円（12歳未満については１万円）

■申込書　研修旅行などを実施する日の30日前までに次の書類を持参してください。

　　　　　毅研修計画書

　　　　　毅研修参加者名簿

■お問い合わせ　まちづくり課企画情報Ｇ

町では、協働のまちづくりを推進するため、地域の課題解決などに取り組む活動を積極的に応援しま

す。この事業は、町内の団体（５名以上）が自主的に取り組む公益的で非営利かつ特色ある活動に対し

て助成します。

なお、団体が円滑な事業推進のために町でサポートすることもできます。また、既存の団体活動事業

であっても、この補助金を活用して新たな工夫が加えられる事業も対象となります。今年度より、本町

から団体運営に関する補助金を受けている団体も要件を満たせば申請できるようになりました。

■実施事業期限　平成29年２月15日(水)までに完了する事業

■申 込 締 切　12月16日(金)

■補助メニュー　毅協働のまちづくり事業（補助率10分の８以内・補助上限額50万円）

　　　　　　　　毅地域コミュニティ活性化事業（補助率10分の７以内・補助上限額30万円）

　　　　　　　　毅地域交流推進事業（補助率10分の５以内・補助上限額30万円）

※申請をお考えの団体は、必ず事前にご相談ください

■お問い合わせ　まちづくり課企画情報Ｇ

税務課
収納対策Ｇ「年末一斉差押強化」を実施します！topics 09

まちづくり課
企画情報Ｇ「町内巡回バス」のアンケート調査についてtopics 10

まちづくり課
企画情報Ｇ姉妹町交流研修補助金topics 11

まちづくり課
企画情報Ｇまちづくり活動支援事業補助金topics 12
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　町内の中小企業者が商工会の｢あっせん申込｣を受けて、北海道の中小企業総合資金制度の融資を受け

た場合、町では利子の一部助成を行っています。該当となる事業者は所定の様式に必要事項を記入の上、

添付書類と一緒に平成29年１月20日(金)までに商工会へ提出してください。

■利子補給率　融資利子額の２分の１を助成します。

　　　　　　　※一事業所の年度合計利子補給額は上限50万円

■対 象 期 間　平成28年１月～12月までの融資返済金　※商工会未加入期間は対象外です。

■提 出 書 類　毅利子補給申請書｢様式第１号｣　毅証明書（金融機関）｢様式第２号｣

　　　　　　　※各書類は、融資毎に作成してください。　　　　　　

■添付書類　毅町税納税証明書　毅融資返済明細書の写し(全期分)　

　　　　　　　※初回申請のみ。但し新規融資、条件変更があった場合は必要です。

■お問い合わせ　詳しくは、町のホームページまたは産業振興課商工観光Ｇ、南幌町商工会（緯３７８～　

　　　　　　　　２７２８）までお問い合わせください。

　　　　　　　　

　　　　　　

　職業訓練指導員として必要な指導・訓練方法等の能力を短期間に習得してもらうため、職業能力開発

促進法に基づいて実施します。

■資　　格　技能検定試験の１級及び単一等級の合格者

■受付期間　12月１日(木)～14日(水)

■実施期間　平成29年１月16日(月)～３月３日(金)の内、10日間程度（48時間）

■実 施 地　岩見沢、旭川、札幌　他

■受 講 料　14,040円（消費税込み）※テキスト及び問題集等、別途経費がかかります。

■定　　員　全道で100名を予定

■申込・お問い合わせ　空知地方技能訓練協会（緯０１２５～２４～１８８０）

　フリーター等に対する就職支援として、気軽にフリーター等の正規雇用に向けた相談ができるよう、

厚生労働省では平日の夜間と土日・祝日に、就職や転職のことを質問できる電話・メールサービスを行

っています。質問、相談は下記までお気軽にご相談ください。

■実 施 期 間　平成29年３月31日(金)まで

■お問い合わせ　厚生労働省｢おしごとアドバイザー｣（緯０１２０～９８７～７５４）

　　　　　　　　※平日：17時～22時　土・日曜日、祝日：10時～17時

　　　　　　　　ホームページ（http://oshigoto.mhlw.go.jp）

　　　　　　　　メールアドレス（shitsumon@oshigoto.mhlw.go.jp）

　町民の皆さんと新年の挨拶を交わすことを目的として新年交礼会を開催します。参加は自由ですので皆

さんの参加をお待ちしています。

■日　　時　１月12日(木)16時～（１時間程度）

■場　　所　農村環境改善センター

■会　　費　2,000円

■申込期限　12月22日(木)まで

■申込・お問い合わせ　総務課総務Ｇ

産業振興課課
商工観光Ｇ

南幌町中小企業総合振興資金利子補給制度の申請
手続きについて

topics 13

空知地方技能訓練協会
緯０１２５～２４～１８８０職業訓練指導員講習（48時間講習）受講者募集topics 14

厚生労働省
緯０１２０～９８７～７５４

就職や転職の質問・相談は「おしごとアドバイザ
ー」へ

topics 15

総務課
総務Ｇ新年交礼会を開催しますtopics 16


