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INFORMATION

「秋の川越」
「潮騒の町」
好評発売中！

高齢者や障害をお持ちの人への支援が必
要なとき、子育てや介護での心配ごとや
不安といった困ったことがあるときは、
民生委員・児童委員、主任児童委員へお
気軽にご相談ください。
※民生委員・児童委員、主任児童委員に
は守秘義務があり、相談した
人の秘密は守られます。
問 福祉課福祉担当内 173

「民生委員・児童委員」
ご存じですか？地域の身近な相談相手

民生委員・児童委員のマーク

病後児保育事業とは
入院の必要はないが、病気の回復期にあ
るため集団保育が困難な児童を、保護者が
保育できない場合に、保育所に併設され
た専用の部屋で一時的にお預かりする事
業です。利用には、事前に登録が必要です。
▶実施施設
　針ヶ谷保育園（富士見市針ヶ谷 1-16-5）
▶ 利用できる児童
　 町内に住所があり、保護者の勤務の都

合、傷病、冠婚葬祭等のやむを得ない
理由で家庭において保育が困難な、保
育所・幼稚園・家庭保育室・学童保育
室に在籍している、病気の回復期にあ
る１才から小学校４年生の児童。

▶利用料金　１日2,000円（当日施設へ支払い）
▶利用時間　月曜日～金曜日　8:30 ～ 17:30
　　　　　　　（祝祭日等を除きます。）
▶利用方法
① 利用希望日の前日までに、針ヶ谷保育園

又はこども支援課に、登録申請書を提出
② 針ヶ谷保育園に電話等で利用日を予約

し、針ヶ谷保育園に利用申込書を提出。
利用する際は、医師が作成した「児童
連絡票」が必要。※「登録申請書」「児
童連絡票」「利用申込書」は、針ヶ谷保
育園やこども支援課窓口で配布するほ
か、町 HP からもダウンロードできます。

③  利用日当日に、針ヶ谷保育園へ児童
を連れて行き、病後児保育専用の入り口
からお入りください。当日の持ち物や注
意事項等は、針ヶ谷保育園へご確認くだ
さい。なお、児童の体調によっては、利
用できない場合があります。

問こども支援課保育担当内 253 ～ 255
　針ヶ谷保育園　☎ 275-0077

病後児保育事業が利用でき
ます（平成 26年 5月から）

広報みよしの掲載写真で映写機のマーク
がついているものはスマホをかざすと動
画を見ることができます。

『ＡＲ　三芳町』で検索！

写真が動く広報みよし

5 月～ 9 月は光化学スモッグが発生し
やすい時期です。特に夏季多くなります。
①光化学スモッグとは
　 工場や自動車などから排出される窒素

酸化物や炭化水素に、太陽の紫外線が
あたることにより発生します。目や喉
の粘膜に刺激を与え、健康被害を引き
起こすことがあります。

②光化学スモッグが発生しやすい条件
　天気　晴れまたは薄曇り
　風向　 朝方に北よりの弱い陸風が吹

き、日中南よりの海風に変わる
　風速　日中の平均風速が 4m/s 以下
　気温　日最高気温が 25℃以上
③光化学スモッグ注意報が発令されたら
　健康被害にあわないために
　・屋外での激しい運動は避けましょう
　・ 目などに刺激を感じたらすぐ屋内に

入りましょう
　・ 乳幼児、お年寄り、病弱な人は、健

康な成人よりも被害をうけやすいの
で、特に注意しましょう。また、自動
車の使用を控えるようご協力ください

④光化学スモッグ発令情報入手方法
ﾊﾟｿｺﾝ http://www.taiki-kansi.pref.saitama.lg.jp/smog.html
携帯 http://www.taiki-kansi.pref.saitama.lg.jp/m/
問 埼玉県大気環境課企画監視担当
☎ 048-830-3051

a3050-05@pref.saitama.lg.jp

光化学スモッグに気をつけて

町では 2857 基の防犯灯を
町内に設置していますが、
これらの防犯灯には電柱番
号が表示されています。も
し、皆さんが防犯灯の故障
を見つけたら、その電柱番
号と設置場所を地域の防犯
担当者または道路交通課へ
お知らせください。
問 道路交通課道路整備・交通施設担当内 223

防犯灯の故障を見つけたら
すぐに連絡してください
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唐沢

（例）唐沢
123 の場合

子どもや家庭、子どもの健やかな成長に
ついて国民全体で考えることを目的に、
毎年 5 月 5 日の「こどもの日」から 1
週間を「児童福祉週間」と定めて児童福
祉の理念の普及・啓発のための各種事業
および行事を行っています。
平成 26 年度「児童福祉週間」の標語
「そのいっぽ　
　　　みらいにつづく　ゆめのみち」

中西愛美　7 歳　千葉県

問 こども支援課児童福祉担当内 242

児童福祉週間
（5月 5日～ 5月 11日）

▶ 対象　 現在受給者証をお持ちで引き続
き治療が必要な 20 歳未満の人

▶期間　5 月 9 日㈮～ 6 月 13 日㈮まで
　　　　　　　　（土・日曜日は除く）
▶場所　朝霞保健所（朝霞市青葉台 1-10-5）
▶ 必要書類　申請書、医療意見書、生計

中心者の所得税関係証明書など※お持
ちの受給者証に記載の住所地を管轄す
る保健所から申請に必要な書類が郵送
されます。

問 朝霞保健所☎ 048-461-0468

小児慢性特定疾患医療給付
の継続申請の受付開始

自分の健康状態を知り、生活習慣を見直
す機会にぜひ特定健診を受診しましょう。
国民健康保険加入者と 75 歳以上の人に
5 月中に「受診案内・受診券・実施医療
機関一覧表」を送付します。どちらにも
該当しない 40 歳以上の人は、被扶養者

（家族）を含め、各医療保険者が指定する
健診機関での受診となりますので、加入
している医療保険者にお問合せください。

問住民課保険年金担当内 154

40 歳以上はぜひ受診を
特定健診と健康診査

基本健診項目 問診、身体測定、血圧測定、
尿検査、血液検査

町で独自で行う
健診項目 貧血検査、心電図検査

その他 眼底検査

老人福祉センター「ふれあいセンター」
の入浴設備は、5 月 31 日で終了予定で
す。これまでご利用いただきまして、あ
りがとうございました。なお、施設は引
き続きご利用いただけます。
問 ふれあいセンター☎ 258-7211

ふれあいセンター入浴設備
「終了」のお知らせ

▶ 日時　5 月 22 日㈭　13:30 ～ 15:30
 ▶内容　介護者同士の交流会
▶ 対象　義理の親を介護している人
▶ 会場　藤久保公民館　２階視聴覚室
▶ 費用　無料
▶ 共催　三芳町地域包括支援センター　

　　　在宅介護支援センターはなまる
問 ･ 申   在宅介護支援センターみずほ苑
☎ 258-9488

介護者交流会を開催します

桑の実三芳保育園
子育て支援センター

▶開園日　月～金曜日　9:30 ～ 14:30           
　　　　   （12:00 以降は園庭開放のみ）
▶ イベント　
　5 月 30 日㈮　発育測定　詳細は下記
問 桑の実三芳保育園　子育て支援センター
　住所 : 藤久保 855-90( ｳﾆｸｽ裏）☎ 257-1051

▶ 日 時　6 月 2 日 ㈪　13:00 ～ 16:00
（受付 12:10 ～）事前申込不要・参加費無料

▶場所　大宮ソニックシティ　地下展示場
▶ 対象者　高校、大学（院）・短大・高専・

専門学校の卒業後概ね 3 年以内の人
▶ 内容　企業人事担当による企業説明会
　 ハローワークジョブサポーターによる

就職相談コーナー
▶ 持ち物　履歴書、自己 PR 書等複数枚

ハローワークに登録がある人は、ハ
ローワークカードもお持ちください

▶ 参加企業　80 社（予定）5 月中旬に
埼玉労働局のホームページへ掲載します
http://saitama-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/

問 埼玉新卒応援ハローワーク☎ 048-650-2234
　または、最寄りのハローワーク

「既卒3年以内の人対象就職
面接会」が開催されます

5月は自動車税の納期です
忘れずに納めましょう！

自動車税は車をお持ちの人にかかる県の
税金です。6 月 2 日㈪の納期限までに
忘れずに納めてください。埼玉県の自動
車税は金融機関・郵便局のほか、コンビ
ニエンスストアでも納められます。ご利
用ください。
なお、納税通知書は 5 月 7 日以降お手
元に届く予定です。
※自動車税全般に関すること、住所変更・
納付書紛失などの連絡、納付状況の確認
などについては、自動車税コールセン
ターにご連絡ください。自動車税収入額
の一部は、「彩の国みどりの基金」に積
み立て、県内のみどりの保全や創出など
に活用させていただいています。
問自動車税：自動車税コールセンター
　☎ 050-3786-1222
　彩の国みどりの基金：県環境部みどり自然課
　☎ 048-830-3140


