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広報みよし

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

新しいごみ処理施設を
建設します
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その他

三芳町とふじみ野市では平成28年度の

施設稼働を目標に、新しいごみ処理施

設の整備に向けた準備を進めています。

【建設予定地】ふじみ野市駒林字北伊

佐島 1093-3他（現・上福岡清掃セン

ター南側）

建設に伴う説明公聴会を開催します。

P２月25日　午前10時から　Qふじ

み野市役所５階第会議室　Z広域ごみ

処理施設建設室　262-9027

義援金のご報告
町に次の東日本大震災義援金が寄せら

れました。いただいた義援金は日本赤

十字社埼玉支部を通じて被災地へ送り

ます。（敬称略）

三芳町赤十字奉仕団／10,000円　

つくし会／20,000円

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 500,000円／老人クラ

ブ連合会婦人部 10,000円／埼玉コープ西部

地区エリア会 10,000円／クックＶ 10,000円

／三芳町赤十字奉仕団 10,000円／ソリッ

ソ 7,000円／ふれあいセンター募金箱 5,960

円／更生保護女性会三芳支部 5,100円／す

くすくネットワークぽけっと 5,000円／三芳

手話サークル 5,000円／傾聴ボランティア

「なごみ」2,422円【物品】小寺登美／抗菌

マスク 500セット 匿名／車いす１台

寄　付
開館以来46年間にわたり、地域・サーク

ル・団体等の皆さんにご利用いただきま

したが、建物の老朽化のため平成24年３

月31日をもって閉館となります。長い間

ご利用いただきまして、ありがとうござ

いました。中央公民館　Z258-0050

中央公民館閉館

軽自動車や二輪車などにかかる軽自動車税は、

４月１日の基準日に登録していると税金がか

かります。廃車（登録を抹消）する場合は、

基準日前までに税務課（役場庁舎１階）で手

続きしてください。 　

■原動機付自転車（125cc以下）・小型特殊

自動車　Yナンバープレート・印鑑・標識交

付証明書

※次の車種は各窓口で手続きしてくだ

さい。

■２輪の軽自動車（125ccを超え250cc以

下）・２輪の小型自動車（250ccを超える）

→埼玉運輸支局所沢自動車検査登録事務所

所沢市牛沼688-1 050-5540-2029

■軽自動車（３輪・４輪）→軽自動車検査

協会埼玉事務所所沢支所　三芳町大字北永

井360-3 258-8011　Z税務課住民税係

（H132～134）　F274-1050

廃車手続きはお早めに28

2月２９日の納期限は次のとおりです。
納期限内に納付してください。
■固定資産税（第４期）
■国民健康保険税（第８期）
■介護保険料（第８期）
■後期高齢者医療保険料（第８期）
収納は藤久保・竹間沢出張所でも行っ
ています。

納期限にご注意ください

国民年金保険料の納付は、口座振替がおトクです

Z住民課保険年金係（H156）
F274-1101

国民年金保険料の納付には、口座振
替がご利用になれます。
口座振替をご利用されますと、保険
料が自動的に引き落とされるので金
融機関などに行く手間が省けるうえ、
納め忘れもなくとても便利です。
また、口座振替には、当月分保険料
を当月末に引き落とされることによ
り月々50円割引される早割制度や、

現金納付よりも割引額が多い６か月
前納・１年前納もあり、大変お得です。
口座振替をご希望の方は、納付書又
は年金手帳、通帳、金融機関届出印を
ご持参のうえ、ご希望の金融機関ま
たは年金事務所へお申し出ください。
※４月に口座振替で1年前納を希望
する人は、２月中に申し込みが必要
です。

年金情報
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