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INFORMATION

「秋の川越」
「潮騒の町」
好評発売中！

この制度は、一定の障がいがある人（重
度心身障害者）に対し、保険診療に係る医
療費の一部負担金を助成する制度です。
この度、埼玉県の同制度の改正にともな
い、平成 27年１月１日から、受給対象
者が次のとおり変更になります。
①�新たに精神障害者保健福祉手帳１級所持
者を対象者とします。ただし、精神病床
への入院費用は助成対象外となります。
② �65 歳以上で新たに重度心身障害者と
なった人は受給対象ではなくなります。
※�平成 27年１月１日以前に重度心身障害
者医療費支給制度の受給対象者の人は
年齢を問わず引き続き対象になります。
※�平成 27 年１月１日以前に後期高齢者
医療制度の障害認定要件を満たし、65
歳到達後に後期高齢者医療制度の障害
認定を受ける人も対象になります。
※�そのほかの支給対象要件は変更ありま
せん。詳しくは、問い合わせください。

問�福祉課障がい者庶務担当内 175

重度心身障害者医療費支給
制度が変更になります

�固定資産税は、土地や家屋のほか、償却
資産をお持ちの人にも課税されます。
1月 1日現在、三芳町に償却資産を所
有している人は、1月末日までに申告を
お願いします。償却資産とは、法人や個
人事業が、その事業のために使用してい
る機械、器具、備品等をいいます。
①構築物…�門、塀、広告塔、舗装路面、

内装工事等
②機械および装置…印刷機、工作機等
③車両および運搬具…フォークリフト等
④�工具器具および備品…机、いす、パソ
コン、陳列ケース、冷暖房機等

問�税務課資産税担当内 137

償却資産申告のお願い

国税庁ホームページの「確定申告書等作
成コーナー」で「書面提出」を選択し、
確定申告書を作成・印刷すると、郵送等
で税務署に提出できます。
パソコン操作に関するお問い合わせは、
ｅ - Ｔａｘ・作成コーナーヘルプデスク
（☎ 0570-01-5901）まで。
【ヘルプデスクの受付時間】
１月中旬～３月16日㈪は9:00～20:00、
それ以外は９:00 ～ 17:00 です。
（土日および祝日等並びに 12 月 29 日
～１月３日はご利用になれません。※受
付時間は変更になる場合があります。）
問�　川越税務署
　☎ 049-235-9411( 自動音声案内 )

�確定申告書が、自宅で作成・
印刷できます！

ふれあいセンター
利用方法のご案内

平成 27年４月～９月の利用申請を開始
します。
【集会室】舞台付き 72畳の和室、踊り、
　���歌（通信カラオケ）等が楽しめます。
送迎バス有。町内のおおむね 60歳以
上で構成される団体・サークル・同好
会・自治会等で、25人以上。月・水・
木曜日の利用が可能です。

▶�申請期間　12月 15日㈪～１月 29日㈭
▶�申請方法　ふれあいセンターに申請
　　　　　　申請多数の場合は抽選
【和室】12畳２間。４～ 20人位で親睦
　�会・同窓会等に利用できます。ＣＤカ
ラオケも利用可。15人以上バス応相談。

　�申込みは随時受け付けています。ご相
談ください。

問みよしふれあいセンター☎ 258-7211

聴こえとコミュニケーション
に関する講演会

身近な問題である「聴こえ」に関する講
演会を開催します。「聴こえない」「聴こ
えにくい」とはどういうことか？「手話
通訳」「要約筆記」とは何か？当事者の
話を聞いて、コミュニケーションの障が
いについて考えます。（手話通訳・要約
筆記・磁気ループ有り）
▶日時　12月２日㈫ 19:15 ～ 20:45
▶会場　�富士見市立鶴瀬西交流センター
▶定員　100 人（先着順・申込不要）
▶参加費　無料
▶内容
第１部【聴こえない世界とコミュニケーション】
　【講師】埼玉聴覚障害者福祉会理事長
　　　　永井紀世彦氏
第２部【中途失聴者・難聴者のコミュニケーション】
　【講師】埼玉聴覚障害者情報センター
　　　　佐々木美奈子氏
問�福祉課障がい者支援担当 177

埼玉県では、インターネットを活用して
県政の課題について意見を聴き、皆さん
の声を県政に反映させるため、「埼玉県
政サポーター」を募集しています。
▶対象　満 16歳以上でホームページの
　�閲覧や Eメールの利用が日本語でで
きる人（議員、首長、常勤の埼玉県職
員は除く）
▶�申込み　 http://www.pref.saitama.
lg.jp/site/supporter/ をご覧いただき応
募してください

問��埼玉県広聴広報課☎ 048-830-2850

埼玉県政サポーター募集

雑木林を若返らせて生物多様な森にする
手入れをします。
▶日時　12月 21日㈰
　10:00 ～ 12:00　（受付 9:30 ～）
▶会場　「くぬぎ山・駒ケ原の森」
　　　　所沢市大字下富 1456-1
▶服装　長袖・長ズボン・帽子
▶持ち物　水筒・軍手・タオル
▶定員　130人
▶申込み　�12 月 16 日㈫までに電話で

申し込みください
問��くぬぎ山地区自然再生協議会
　埼玉県みどり自然課☎ 048-830-3150

雑木林の若返り大作戦
くぬぎ山保全活動

三芳町地域防災計画(改訂素案)ついて、
住民の皆さんからのご意見（パブリック
コメント）を募集します。
▶募集期間　12月 8日～ 1月 7日
▶資料閲覧・場所
　�自治安心課、情報資料室、藤久保公民館、
竹間沢公民館、町ホームページ

▶�提出方法　電子メール、郵便、または
役場 2階自治安心課へお持ちください。

問 ･ 申�自治安心課防犯防災担当
〒 354-8555　三芳町藤久保 1100-1
☎ 258-0019 内 265　FAX 274-1009
chiiki@town.saitama-miyoshi.lg.jp

三芳町地域防災計画 (改訂
素案 )に関する意見募集

�町ではごみの減量化と地球温暖化防止を
推進するため、生ごみの水切り器具『水
切りダイエット』を 12 月 1 日㈪より無
料配布します。生ごみの水をよく切って
ごみの減量化にご協力ください。まずは、
１人１日大さじ１杯（約 15 ｇ）の水切り
をめざしましょう！
▶場所　環境課窓口にて配布
▶費用　無料
▶対象　町内在住者　先着 150個／世帯
問　環境課環境対策担当内 216・217

水切り大作戦！

引き続きご覧いただくために地デジの準
備をお急ぎください。
問　総務省　地デジコールセンター（ナビダイヤル）
　☎ 0570-07-0101
　毎日（年末年始は除く。）　9:00 ～ 18:00

　　　　　　ケーブルテレビのデジアナ変
換サービスは2015年3月まで
に終了します

平成26年
工業統計調査の実施

工業統計調査は国の工業実態を明らかに
することを目的とした統計法に基づく報
告義務がある重要な統計です。調査結果
は中小企業施策や地域振興などの基礎資
料として利活用されます。調査時点は
12 月 31 日です。調査へのご回答をお
願いします。
問��財務課電算統計担当内 413

ノロウイルスに
気をつけましょう

ノロウイルスによる食中毒は、一年を通
して発生していますが、特に冬季を中心
に流行し、集団発生も増加します。ノロ
ウイルスは口から体内に入ることで感染
し、感染すると１～２日の潜伏期間の後、
下痢、嘔吐、腹痛等の症状が現れます。
予防するために次の点に注意しましょう。
①�調理や食事の前、トイレのあとには手
洗いを十分に行いましょう。
②�調理器具は十分に洗浄、消毒しましょう。
③�食品は中心部まで十分な加熱処理をし
ましょう。
④�便や嘔吐物からの感染を予防するため
に、汚染した場所はマスクや手袋をし
てから消毒しましょう。

問��朝霞保健所生活衛生・薬事担当
　☎ 048-461-0468

介護保険の認定調査を行う調査員を下記
のとおり募集します。
▶内容　介護認定調査
▶勤務時間
　９:00～ 12:00または13:00～ 16:00
　１調査約３時間 (週２日勤務 )
▶調査場所　三芳町内および近隣の市
▶賃金　
　介護支援専門員　時給 1,500 円　　
　看護師　時給 1,400 円
　通勤手当は、距離に応じて支給
▶資格　介護支援専門員、看護師
▶募集人数　若干名
▶�申込み　�三芳町臨時職員登録申込書を

総務課へ提出
問�健康増進課介護保険担当内 184

臨時職員募集


