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相談種類 と　き ところ 相談員 連絡先

教育相談 毎週月～金曜日（祝日除）
総合体育館4階教育相談室
電話相談は274-1023

常任相談員
教育委員会学校教育課指
導係（H522）

消費生活相談

毎週火・金曜日（年末年始・祝日除）
午前10時～午後4時

役場2階環境産業課隣
消費生活相談室

専任の消費生活相談員
消費生活相談室
（H292）

毎週月・水・木曜日（年末年始・
祝日除）午前10時～午後4時

環境産業課 行政職員
環境産業課商工観光係
（H214）

内職相談
毎週水曜日（年末年始・祝日除）
午前10時～午後4時

役場2階環境産業課隣
内職相談室

専任の内職相談員
環境産業課商工観光係
（H214）

女性相談
毎月第2・第4金曜日（年末年始・
祝日除）午前11時～午後3時30分

役場1階住民相談室
（予約制）

専門の心理カウンセラー
総務課人権推進係
（H404・405）

外国人生活相談
毎週月曜日午前10時～午後1時
毎週木曜日午後1時～4時

ふじみの国際交流センター
電話相談は 269-6450

専門の相談員
総務課人権推進係
（H404・405）

成人健康相談
毎月第1月曜日
午前9時30分～11時（予約制）

保健センター 管理栄養士、保健師
保健センター
（258-1236）

住民相談
毎月第1・第3木曜日（祝日の場
合翌週）午後1時～5時

役場1階住民相談室
（予約制）

弁護士、人権擁護委員、
行政相談委員

総務課人権推進係
（H404・405）

子育て相談
毎週月～金曜日
随時受付

各保育所・
子育て支援センター

各保育所所長・専任の
相談員

第1保育所258-0512

第2保育所258-6858

第3保育所258-9961

子育て支援センター258-5106

こども家庭
　　何でも相談

毎週月～金曜日（祝日除）
午前9時～午後5時

役場1階こども支援課 家庭児童相談員
こども支援課
258-0055

こころの
　　　健康相談

毎月第3火曜日
午後1時～3時30分（予約制）

地域生活支援センター
（予約制）

保健師・精神保健福祉士
・（医師）

地域生活支援センター
 274-3472

介護・認知症相談

月～土曜日  午前9時～午後5時
※緊急時は随時対応、電話相談可

在宅介護支援センター
みずほ苑 専任の相談員（介護支

援専門員、社会福祉士
等）

在宅介護支援センター
みずほ苑 258-9488

火～土曜日  午前9時～午後5時
※緊急時は随時対応、電話相談可

在宅介護支援センター
はなまる

在宅介護支援センター
はなまる 258-7067

リハビリ相談
（対象：65才以上）

毎月第4水曜日 午前10時～正午
（予約制・個別相談）

藤久保公民館2階図書室 理学療法士・作業療法士
地域包括支援センター
 （H188・189）

福祉・生活相談
生活なんでも相談

毎週月～金曜日（年末年始･祝日除）
午前8時30分～午後5時15分

社会福祉協議会 社会福祉士
三芳町社会福祉協議会
 258-0122
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その他

術雑誌があり、研究調査の相談に応

じる他、館外貸出も行っています。

利用詳細は、下記に問い合わせください。

Z淑徳大学みずほ台図書館

274-1508 F274-1522

Elibrary2@ccb.shukutoku.ac.jp

Ghttp://library.ccb.shukutoku.ac.jp

※自家用車での来学が出来ません。み

ずほ台からのスクールバスを利用くだ

さい。自転車での来学は可能です。

町と社会福祉協議会に、次の寄附が寄せられ

ました。貴重な財源として役立たせていただ

きます。ありがとうございました。（敬称略）

【愛の福祉基金】匿名／3 ,000円、荻島

詔／3 ,985円、ふれあいセンター募金箱

／6,441円、ＮＰＯ法人生活支援グループ

パラソル2,000円、正賢寺ふじみ野霊園／

9,240円、荒田光男／1,500円、寺尾雅治／

1,500円、匿名／1,500円、早川徹／1,500円、

社会福祉協議会窓口募金箱／4,568円、匿

名／1,500円、ソリッソ／7,000円

体験型交通安全教室「第１回シルバー

ドライバードック」を開催します。

P４月15日午前８時30分～正午

Qセイコーモータースクール

（富士見市上沢３－７－37）

V65歳以上の人　S無料　W60人

X参加・体験型の講習を通じて、自分

の運転能力について学ぶ体験型の安全

運転教室です。

Z東入間警察署交通課

269-0110（H411）

シルバードライバー
ドッグの開催
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寄　付

不用品情報を紹介しています。モノを

買う前、捨てる前に、ぜひご利用くださ

い。モノを大切に長く使って、資源の節

約やごみの減量に取り組みましょう。

■ゆずります

藤久保小学校体操着サイズ130／チャ

イルドシート／地デジチューナー

■ゆずってください

みふじ幼稚園制服・体操着・くつ ／

富士見台幼稚園女児制服／自転車用

子供補助席／家庭保育室の教材／小学

校使用済教科書／みふじ幼稚園女子制

服・体操着

【投稿・問い合わせ】環境産業課環境

対策係（H216～218）F274-1052

Ekankyo@town.saitama-miyoshi.lg.jp

リサイクル

ツイッター配信中！
イベント情報やお知らせ、みらいくん
とのぞみちゃんのつぶやき配信中！

G twitter.com/miyoshi_machi

Z住民課保険年金係（H156） F274-1101

　20歳以上の人は、学生であっても国民年金に加入しな
ければなりません。しかし、学生の人は一般的に所得が
少ないため、本人の所得が一定額以下の場合、国民年金
保険料の納付が猶予される「学生納付特例制度」があり
ます。
　対象となる学生は、学校教育法に規定する大学（大学
院）、短期大学、高等学校、高等専門学校、専修学校及
び各種学校（修業年限１年以上である課程）、一部の海
外大学の日本分校に在学する人です。また夜間・定時制

課程や通信制課程の人も含まれますので、ほとんどの学
生の人が対象となります。
　平成23年度において学生納付特例制度により、保険料
納付を猶予されている人で、平成24年度も引き続き在学
予定の人へ、３月下旬に基礎年金番号等の印字されたハ
ガキ形式の学生納付特例申請書が送付されます。同一の
学校に在学する場合は、このハガキに必要事項を記入す
るだけで申請ができます。この場合は、在学証明書又は
学生証は不要です。
　また、平成24年度は学生納付特例制度を利用せず、保
険料の納付を希望される場合は納付書を送付しますので、
お手数ですがお近くの年金事務所にご連絡ください。

学生納付特例制度

年金情報
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淑徳大学図書館を
ご利用ください

19

淑徳大学では、地域にお住まいの皆さ

んに大学図書館を公開しています。

図書館には約17万冊の学術図書・学


