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INFORMATION

環境センター整備・運営
事業者決定

三芳町とふじみ野市は、既存の清掃セン
ターの老朽化に対応するため、共同で新
施設の整備・運営事業者の選定を行い、
3月の議会を経て契約が成立し、平成
28年3月に竣工する予定です。なお、『ふ
れあい・交流・健康増進』の場である余
熱利用施設は、平成 26年 6月から先行
オープン予定です。
▶事業者　日立造船グループ（代表企業：
　日立造船㈱・構成員：鹿島建設㈱、
　日神サービス㈱、㈱クリーン工房）
▶契約金額　20,346,111,865 円（税込）
※契約金額は、平成 25 年度から平成
27 年度までの施設整備費と平成 28 年
度から平成 42 年度までの施設運営費
（平成 26 年度からの余熱利用施設の運
営費含む）の総額です
▶整備概要
【建設地】　ふじみ野市駒林字北伊佐島
1093番 3ほか約 35,400㎡
【施設内容】　熱回収施設（処理能力：
142 ｔ / 日）、リサイクルセンター（処
理能力：21ｔ / 日）、計量施設、管理・
啓発施設、余熱利用施設
問環境課環境対策係内 216・217

各種検討委員の募集

政策推進室では、今後の町の政策に関す
る事項を検討するため、次の機関を設置
します。設置に際して、住民の人から、
まちづくりに対し関心が有り、さまざま
な角度からご意見やご提案をいただける
委員を下記のとおり公募します。
▶募集人数　各委員 3人程度
▶任期　平成 25年度中任期
1. 三芳町総合振興計画審議会委員
　まちづくりの基本計画である「総合振
　興計画」について検討します
　レポート：「三芳町のあるべき姿、ま
　ちづくり」
2. 三芳町文化芸術懇談会委員
　未来に向けて文化の薫る活気に満ちた
　町を創造するため「文化のまちづくり」
　を研究調査します
　レポート：「三芳町の伝統・文化・芸術」
3. 三芳町行政評価外部評価委員
　三芳町の実施している事務事業に関す
　る評価を行います
　レポート：「三芳町の政策・施策・事
　業の問題点」
※募集に関する共通事項
▶応募資格　三芳町に在住の 20歳以上
▶応募申込書　役場 4階政策推進室に
　て配布・HＰよりダウンロード
▶応募方法　申込書とレポート（400　
　字程度）を役場4階政策推進室へ持参、
　またはメール・郵送
▶その他　応募人数が募集人数を超えた
　場合は書類選考。また、町の他の審議
　会等の委員に就かれていない人を優先
　する場合があります。
▶�申込締切　4月 26日㈮必着
※詳細は町ＨＰをご覧ください
問政策推進室内 422・423
seisaku@town.saitama-miyoshi.lg.jp

町の組織の一部を変更 
します

町では、情報発信力を高め、政策立案機
能やマネジメント体制を強化するため、
4月 1日より組織の一部を変更します。
政策秘書室　　　　秘書広報室
　　　　　　　　　政策推進室
◆秘書広報室
　秘書・儀式渉外・褒賞表彰
　広報広聴・イメージ戦略など
◆政策推進室
　基本計画・中期計画・行政改革
　行政評価・政策立案・政策調整
　地方分権・住民提案・補助金など
問政策推進室内 422・423

未熟児養育医療の
申請について

4 月 1 日より上記申請窓口が保健所か
ら市町村に変わりました。
『未熟児養育医療給付制度』
身体の発育が未熟な状態で生まれ、入院
を必要とする場合に、その治療に必要な
医療費を町が負担する制度です。養育医
療給付を受けることができるのは、全国
の指定養育医療機関での治療に限られま
す。また、世帯の所得税額に応じて、自
己負担金が生じます。
▶対象者
　出生体重2000ｇ以下のもの
　医師が特に必要と認めたもの
▶�申請方法　出生後 2週間以内に下記
書類を保健センターに提出

▶�必要書類
　1. 養育医療給付申請書 2. 養育医療意
　見書 3. 世帯調書 4. 認印 5. 健康保険�������������������
　証 6. 所得税等の関係証明書
　※詳細は町ＨＰをご覧ください
問保健センター☎ 258-1236

パソコンなんでも相談室

これからパソコンを買おうと思っている
人、パソコンを買ったけど使いこなせな
い人、もっと楽に使いたい人など、相談
室を開催しますのでご利用ください。
▶相談日���4 月　8日㈪・22日㈪
　　　　���5 月 20日㈪・27日㈪
　　　��　�6 月 10日㈪・24日㈪
▶時間　午前 10時～ 12時
　（講習会ではありませんので開催時間
　中であれば随時相談は可能です）
▶場所　竹間沢公民館　学習室
▶相談員　生涯学習アドバイザー他
▶費用　無料
▶定員　10人
▶申込み　人数の関係上、事前に予約し
　ていただくことをお勧めします
　※インターネット、電子メールは利用
　　できません
問竹間沢公民館☎259-8311 259-8345

むさしの作業所春まつり

季節の花販売、縁日コーナーやフリー
マーケットを開催します。
▶日時場所◆ 4 月 20 日㈯ 10:00 ～
14:30��カリヨン広場（イオン隣）
◆ 4月 27日㈯ 10:00 ～ 14:30�富士見
市文化の杜公園（体育館前）
【フリーマーケット参加者募集】
▶募集区画　50区画（申込順）
▶出店協力金　1,000 円
▶募集期間　4月 17日㈬まで
問障害福祉サービス事業所　　　　　　��������������
入間東部むさしの作業所☎ 252-5270�������

4 月 1 日より上記申請窓口が保健所か
ら市町村に変わりました。
『自立支援医療（育成医療）給付制度』
身体に障がいがあるか、現にある疾患に
対する治療を行わないと将来一定の障が
いを残すと認められる子ども（18歳未
満）で手術などの治療によりその症状が
軽くなり日常生活が容易に出来るように
なると認められる場合に医療費の一部を
町が負担する制度です。指定自立支援（育
成）医療機関での治療に限られます。原
則、保険診療の 1割の金額が自己負担
となり、所得に応じ給付および負担上限
額が変わります。
▶対象者　下記の全てに該当する子ども
　①18歳未満②子どもと保護者が町に　
居住③現在身体に障がいがあるか、現　
存する疾患があり放置すると将来一定　
の障がいを残すと認められる④手術な　
どの治療によって確実な治療効果が期　
待できる
　※詳細は町ＨＰをご覧ください
問福祉課障がい者支援係内 177・178

自立支援医療「育成医療」
の申請について

三芳町では、町、住民及び事業者が一体
となって暴力団の排除を推進するため、
基本理念や基本施策・事項を定め、住民
生活の安全と平穏を確保することを目的
として、暴力団排除条例を制定しました。
【条例基本理念】
　◆暴力団を恐れない
　◆暴力団に資金を提供しない
　◆暴力団を利用しない
　◆暴力団と不適切な関係をもたない
【条例内容】
　◆町および住民・事業者の責務（排除
　　の取組みや警察等との連携）
　◆町の公共工事その他事業における暴
　　力団排除
　◆生徒に対する暴力団被害の防止教育等
　※条例の詳細は町ＨＰをご覧ください
問自治安心課防犯防災係内 265・266

三芳町暴力団排除条例が
4 月 1 日から施行されました

町の水道用水である地下水（1～5号井）
の安全性を確認するためダイオキシン類
調査をH24年12月21日実施しました。
【調査結果】
　ダイオキシン類 0.0059pg-TEQ/ℓ
【参考】　国の基準値　1pg-TEQ/ℓ
【所見】　以上の結果からダイオキシン類
は国の基準に適合（指針値の約 1/170）
しており、安全面の観点から問題のない
値であることが確認されました。
【調査方法】
水道原水及び浄水中のダイオキシン類調
査マニュアルに準拠（平成 19年 11 月
厚生労働省健康局水道課）
問上下水道課内 252・253

ダイオキシン類に関する
調査結果

普通救命講習

▶�日時� 4 月 21日㈰9：00～12：00
▶場所� 消防本部大会議室
▶対象� �三芳町・富士見市・ふじみ野

市在住、在勤、在学者
▶�申込方法…4月 8日㈪～ 12日㈮の間
に下記へ連絡し予約

問入間東部地区消防組合消防本部救急課
☎261-6673（平日のみ8:30～ 17:00)

保健センター嘱託職員募集

▶勤務場所　保健センター
▶�募集内容　
　◆保健師・管理栄養士：乳幼児健診の
　問診、相談および国民健康保険加入者
　に対する特定健康指導◆看護師：乳幼
　児検診身体測定・診察介助
▶募集人数　若干名
▶勤務時間10時～15時30分（月5回）
▶報償費　看護師 7,500 円（1日）
　保健師・管理栄養士 8,000 円（1日）
問保健センター☎258-1236


