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相談種類 曜日（祝日除） 時間 相談場所 連絡先
住民相談（弁護士等が
相談を受けます） 第 1・3 木曜 13：00 ～ 17：00 役場 1 階住民相談室（要予約） 総務課（内線 404・405）

女性相談 第 2・4 金曜 11：00 ～ 15：30 役場 1 階住民相談室（要予約） 総務課（内線 404・405）

外国人生活相談 ①毎週月曜
②毎週木曜

① 10：00 ～ 13：00
② 13：00 ～ 16：00

ふじみの国際交流センター
( ☎相談は 269-6450） 総務課（内線 404・405）

内職相談 毎週水曜 10：00 ～ 16：00 役場 2 階内職相談室 内職相談室（内線 292）

消費生活相談 ①毎週火 ･ 金曜
②毎週月・水・木曜 10：00 ～ 16：00 ①役場 2 階消費生活相談室

②観光産業課
①消費生活相談室（内線 292）
②観光産業課（内線 214）

子育て相談 毎週月～金曜 随時受付 各保育所・子育て支援センター

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 9：00 ～ 17：00 役場 1 階こども支援課 こども支援課☎ 258-0055

教育相談 毎週月～金曜 10:00 ～ 16：00 総合体育館 4 階教育相談室
電話相談は☎ 274-1023 学校教育課（内線 522）

大人の健康相談 第 3 木曜 9：00 ～ 15：30 保健センター（要予約） 保健センター☎ 258-1236

こころの健康相談 第 2 火曜 14：00 ～ 16：00 地域生活支援センター（要予約） 福祉課障がい者支援係
（内線 176 ～ 178）

高齢者相談
（介護・認知症相談）

①月～金曜
②月～土曜
③火～土曜

① 8：30 ～ 17：15
②･③9：00～17：00

①地域包括支援センター
②みずほ苑
③はなまる

①地域包括支援センター（内線188･189）
②みずほ苑☎ 258-9488
③はなまる☎ 258-7067

リハビリ相談
(65 歳以上対象 ) 第 2 水曜 10：00 ～ 12：00 藤久保公民館 2 階図書室（要予約） 地域包括支援センター

（内線 188・189）
福祉・生活相談
生活なんでも相談 毎週月～金曜 8：30 ～ 17：15 社会福祉協議会 社会福祉協議会☎ 258-0122

不動産相談 第 3 水曜 13：00 ～ 16：00 役場 1 階相談室（要予約） 都市計画課（内線 238）
マンション管理相談 第 3 月曜 13：30 ～ 16：30 役場 1 階相談室（要予約） 都市計画課（内線 238）

庁舎内 FAX番号内訳表
フロア 内線番号 FAX番号

1階
120～ 138 274-1050
140 ～ 158 274-1101
上記以外の 100番台 274-1051

2 階 242～ 256 274-1053
上記以外の 200番台 274-1052

4 階 300～ 424 274-1054
上記以外の 400番台 274-1055

5 階 500番台 274-1056
6 階 600番台 274-1057無料相談

問住民課住民係 内 142 ～ 146

町では毎月第１土曜日を役場（本庁）の
住民・福祉・税務などの一部窓口と各出
張所を開庁していますので、ぜひご活用
ください。本庁、出張所ともに午前８時
30分から正午まで開庁しています。

INFORMATION

2 月の土曜開庁は2日です

国民年金保険料の納付は
口座振替がお得です

国民年金保険料の納付を、口座振替にす
ると、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、納
め忘れもなく便利です。また、当月分保
険料を当月末に引き落とすことにより、
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（申込期限は２月末まで）もあり、
大変お得です。口座振替を希望する人は、
納付書または年金手帳、通帳、金融機関
届出印を持参し、金融機関または年金事
務所にお申し出ください。

いまだ約 2,200 万件の持ち主が確認で
きていない記録が残っています。
年金記録に「もれ」や「誤り」があるの
ではと心配な人は、年金事務所にご相談
ください。詳細は日本年金機構のホーム
ページ（http://www.nenkin.go.jp) で
ご覧ください。
問ねんきん定期便・ねんきんネット専用
ダイヤル☎ 0570-058-555
電話受付　 月～金（9：00 ～ 20：00)

第２土（9：00 ～ 17：00）
問住民課保険年金係内 156

あなたの気になる年金記録
もう一度、ご確認を

ゆずります
ゆずってください

モノを買う前、捨てる前に、ぜひご利用
ください。モノを長く大切につかって、
節約やごみの減量に取り組みましょう。
▶�ゆずります
➊ B 型ベビーカー　➋ふみ台兼用補助
便座おまる　➌ひな人形（ガラスケース
入り・相込み人形）　➍健康器具（乗馬）
➎ピコの本体とソフト（ゲーム）　➏健
康器具（ボート漕ぎ）　➐冷蔵庫（１人
用 137㍑）　➑幼児用ビデオ
▶�ゆずってください
①ノートパソコン　②ベビーカー　　　
③一輪車　④ 24 インチ自転車（男児）
⑤ガスコンロ（プロパン）　⑥双子用乳
母車　⑦ベビーベッド
kankyo@town.saitama-miyoshi.lg.jp
問環境課環境対策係内 216・217

工事名 完成予定 工事個所 距離
町道藤久保 122 号線
配水管布設替工事 平成 25 年３月 11 日 藤久保第２区地内 80.00m

町道藤久保 54 号線
道路後退分改良工事 平成 25 年３月 11 日 藤久保第２区地内 43.80m

藤久保第６区地内
浸透井設置工事 平成 25 年３月 08 日 藤久保第６区地内 １基

（公共）江川第１処理分
区枝線工事（24-1) 平成 25 年３月 15 日 藤久保第５区地内 138.90m

町では昨年９月 25 日から 12 月 24 日
の間、県から特別対策地域の指定を受
け、各種団体の皆さんとともに、まちぐ
るみで交通安全活動を展開しました。今
後も高齢者や子どもを交通事故から守り
ましょう。

人身事故
物件数年 件数 死者数 負傷者数

2012 56 0 67 229
2011 61 0 71 193
増減 △５ ０ △４ 36

表： 期間中の交通事故発生状況

交通事故防止
特別対策実施の結果報告

町と社会福祉協議会に
寄付が寄せられました

次の寄付が寄せられました。ありがとう
ございました。（敬称略）
【愛の福祉基金】▽傾聴ボランティア
「なごみ」/1,799 円▽生き生きサロン
ごいっしょに !!/5,000 円▽㈲ソリッソ
/7,000 円▽すくすくネットワークぽ
けっと /5,000 円▽三芳地区更生保護
女性会 /5,100 円▽三芳町こころの健
康づくりをすすめる会 /2,000 円▽グ
ループパラソル /1,000 円▽グループ花
絆 /5,000 円▽福祉まつり福祉バザー
実行委員会展示部会 /7,000 円▽匿名
/4,500 円

問自治安心課防犯防災係内 265・266

活動日 活動内容
９ 月 30 日
11 月 17 日

交通安全関係団体等による
交通事故防止街頭活動

10 月 16 日
12 月 10 日

町職員による
交通事故防止街頭活動

10 月４日～
12 月 21 日

広報車による
交通安全啓発

交通事故防止特別対策本部による
実施期間中の活動

�町内工事予定一覧

そのほか、各行政区、交通安全協会、交
通安全母の会、シルバー人材センターな
どの関係団体でも交通安全運動を実施し
ました。


