
運転免許更新時講習
■優良運転者（30分）
○日時　2月 20 日（木）18 時～
○場所　文化ホール
※事前に警察署での手続きが必要
です。
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　地方公務員法の改正により、町
で働く臨時職員の制度が大きく変
わり、令和 2年度から「会計年度
任用職員」として任用されます。
　身分は、一般職の地方公務員と
なり、期末手当の支給や、休暇制
度など勤務条件が改善されます。
○募集の職種　事務職（役場・図
　書館・病院等）、看護職、介護職、
　児童館厚生員、放課後児童支援
　員、保育士（又は幼稚園教諭）
○応募資格　次の要件を満たす方
・町内在住者、又は通勤可能な方
・専門職は国家資格等の免許取得者
○任用期間　最長 1年間（勤務成
　績が良好な場合、再任用あり）
※町ホームページに会計年度任用
　職員募集の詳細を掲載していま
　す。
○給料・報酬（例）
・事務職　時給者 898 円～
　　　　　月額者 146,100 円～
・看護師　月額 192,400 円～
・准看護師　月額 165,300 円～
・介護福祉士、介護助手　
　月額 141,900 円～
・児童館厚生員　時給 898 円～
・放課後児童支援員　
　（有資格者）　時給 952 円～
　（無資格者）　時給 898 円～
・保育士（幼稚園教諭）
　　　　　　　　時給 952 円～
※勤務時間等の条件を満たす場合
　には期末手当が支給されます。
○勤務時間　原則、平日の 8時　
　30 分～ 17 時まで（職種、勤務
　場所によって異なる）
○社会保険等
　雇用期間に応じ、社会保険等に
加入します。
○休暇　勤務日数に応じ有給休
暇・特別休暇等が付与されます。
※詳しい雇用条件などは、面接を
実施する段階で説明します。
※空知中部広域連合等へ紹介する

ことがあります。
○応募方法　窓口で配布する申込
書か市販の履歴書に所定事項を
記入し、提出してください。
○募集期間　登録受付は随時です
が、4月 1日からの勤務を希望
する方は 2月 14 日（金）までに
申し込んでください。
○申込み・問い合わせ　総務課総
務係（窓口⑯）　☎ 65 － 2111
※奈井江町では、障がいのある方
の雇用に努めています。積極的
にご登録ください。

　町交通安全協会では、会員で令
和元年 12 月 31 日現在、10 年以
上無事故の方を表彰します。
　詳しい表彰要件は、下記までお
問い合わせください。
○受付期間
　2月 28 日（金）まで
○問い合わせ　総務課防災交通係
　（窓口⑭）　☎ 65 － 2111

　小学生が冬休みの自由研究で製
作した作品を展示してますので、
ぜひご覧ください。
○展示場所　公民館 1階ロビー
○展示期間　
　1月 28 日（火）～ 2月 17 日（月）
○問い合わせ　教育委員会
　文化振興係　☎ 65 － 5311

　毎年、建物からの落雪による事
故が各地で発生し、死傷者が増え
ています。次の点に注意して、事故
を防止しましょう。
①落雪の危険がある屋根には、雪
止めを設置しましょう。（壊れそ
うな雪止めは、速やかに修繕し
ましょう）
②屋根の雪下ろしは早めに行って
ください。（雪下ろしの際の事故
にも注意しましょう）
③落雪があったときは、人が巻き

込まれていないか確認し、速や
かに除雪してください。
④軒下を通行する際には、落雪に
注意し、子どもを軒下で遊ばせ
るのは絶対に止めましょう。
⑤交通事故や交通障害防止のため、
建物から落雪した雪や敷地の雪
を道路に出すのは止めましょう。
○問い合わせ　建設環境課土木管
理係（窓口⑨）　☎ 65 － 2116

　中皮腫や肺がんなどを発症し、
それが労働者として石綿ばく露作
業に従事していたことが原因であ
ると認められた場合には、労働者
災害補償保険法に基づく各種保険
給付や石綿による健康被害の救済
に関する法律に基づく特別遺族給
付金が支給されます。
　石綿による疾病は、石綿を吸っ
てから非常に長い年月を経て発症
することが大きな特徴です。
　中皮腫などでお亡くなりになら
れた方が過去に石綿業務に従事さ
れていた場合には、労災保険給付
等の支給対象となる可能性があり
ますので、最寄りの都道府県労働
局又は労働基準監督署にご相談く
ださい。
○問い合わせ　北海道労働局労働
　基準部労災補償課　
　☎ 011 － 709 － 2311

　令和元年度に新たに開発した花
や野菜の最新技術、現場の活動事
例を紹介します。どなたでも参加
可能。入場無料。
○日時　2月 26 日（水）
　　　　13 時～ 15 時
○場所　新十津川町総合健康福祉
　センターゆめりあホール
○問い合わせ　地方独立行政法人
　北海道立総合研究機構農業研究
　本部　花・野菜技術センター
　☎ 28 － 2211

優良運転者表彰の推薦

会計年度任用職員
（町の臨時職員）募集

冬休み子ども作品展

落雪事故の防止を

石綿による疾病の
補償・救済について

花・野菜新技術セミナー



2 月 行 事 予 定 

日 月 火 水 木 金 土
1

ないえ冬まつ
り（駅前広場等）
11 時～ 15 時

子ども豆まき
大会（文ホ）
11 時～

2 3 4 5 6 7 8
内科
武市内科
☎ 65 － 5444

歯科（芦別市）
あむデンタル
クリニック歯
科口腔外科
☎（0124）
27 － 7313

なかよし広場
（子セ）
10 時 30 分～

家族介護を語
ろう会（保セ）
13 時～
対象：町民

行政相談・心
配ごと相談・
介護保険住民
相談（文ホ）
9 時～ 12 時

移動図書
（みなクル）
13 時 30 分～

移動図書
（住電精密）
12 時～

9 10 11 12 13 14 15
内科
町立国保病院

歯科
山中歯科医院
☎ 65 － 5554

内科
町立国保病院

歯科（滝川市）
とくだ歯科医
院
☎ 75 － 2056

乳児健診・ブッ
クスタート
（保セ）
受付：12 時 45 分
～ 13 時 30 分
対象：3、4、6、7、9、
10 ヶ月の児

16 17 18 19 20 21 22
内科
町立国保病院

歯科（滝川市）
押尾歯科医院
☎ 52 － 2811

ひまわりクラブ
（東町生活館）
10 時 00 分～
11 時 30 分
対象：65 歳以
上の町民

無料弁護士相談
（文ホ）
13 時 30 分～
15 時 30 分

移動図書
（みなクル）
13 時 30 分～

移動図書
（健寿苑・やす
らぎの家）
13 時 30 分～

移動図書
（住電精密）
12 時～

23 24 25 26 27 28 29

内科
町立国保病院

歯科（芦別市）
よりもと歯科
医院
☎（0124）
22 － 4618

内科
町立国保病院

歯科（滝川市）
あい歯科クリ
ニック
☎ 22 － 8500

いきいきチェ
アビクス教室
（保セ）
10 時～

移動図書
（南町・東町
児童館）
13 時 30 分～

移動図書
（北町児童館）
13 時 30 分～

移動図書
（向ヶ丘生活館）
10 時～

☆東町児童館 豆まき ２月 2日（日）
☆南町児童館 豆まき ２月 2日（日）
☆北町児童館 豆まき ２月 2日（日）

（役）役場代表 ☎ 65 － 2111
（図）図書館・公民館 ☎ 65 － 5311
（文ホ）文化ホール ☎ 65 － 6066
（保セ）保健センター ☎ 65 － 2131
（病）国保病院 ☎ 65 － 2221
（子セ）子育て支援センター ☎ 74 － 6117
みなクル ☎ 74 － 5574

【毎週水・金曜日】
健康運動フロア（保健センター）
対象：20 歳以上の町民

受付： 9時30分～17時（水曜日）
  9時30分～12時（金曜日）

2 月 7日は
北方領土の日北方領土の日

　北方 4島は、わが国固有の領土　北方 4島は、わが国固有の領土
です。です。
　「北方領土の日」は、日露通好条　「北方領土の日」は、日露通好条
約（1855 年）締結の日を記念して約（1855 年）締結の日を記念して
定められています。定められています。


