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INFORMATION

「秋の川越」
「潮騒の町」
好評発売中！ 電気工事業･管工事業/埼玉県知事（般-24）第45897号

三芳町上富1552

☎（049）258-0470（代）　FAX（049）258-9828

快適空間の創造　　エアコンのことなら！

市町村ごとに設置するブースで、市町村
の特色や仕事の内容、職員の募集内容、
勤務条件などを、気になる市町村の人事
担当者等から直接聞くことができます。
さらに今回から、採用間もない若手職員
による相談ブースも設置します。受験に
当たってのアドバイスや公務員になる上
での心構え、実際に入庁してからの感想
等、貴重なアドバイスを受けることがで
きます。入場無料、予約不要、入退場自
由となっておりますのでお気軽にお立ち
寄りください。
※�三芳町は合同説明会においてブースを
設置する予定です。
▶日時　７月９日㈭　13:00 ～ 18:00
　　　　（入場は 17:00 まで）
▶会場　さいたまスーパーアリーナ　
問　彩の国さいたま人づくり広域連合
　人材開発部　市町村職員担当
☎ 048-664-6681 FAX 048-664-6667
http://www.hitozukuri.or.jp/navi/event/

埼玉県内市町村職員採用
合同説明会

今までは、介護サービスを利用した場合、
利用料の１割負担でしたが、今年の 8月
から一定以上の所得の人は、２割負担に
変更になります。担当から、介護認定者
全員に 1割か 2割の認定証の交付を 7月
中旬に予定しています。※特別な手続きの
必要はありませんが、平成 26年中の収入
について、住民税の申告をお願いします。
問健康増進課介護保険担当内 184～ 187

介護保険利用者負担割合
の変更に伴う認定証の発行

介護保険負担限度額
対象者の条件が変わります

今年度の申請から、介護保険の負担限度
額認定の条件が変更となります。
①�住民票上世帯が異なる (世帯分離してい
る )配偶者の所得も含めて判断します。
②�預貯金が単身者 1,000 万円・夫婦
2,000 万円以下であることが条件。

③�預貯金のほかに、信託・現金 ( タンス
預金 )・有価証券も対象となります。

※�申請には全ての通帳のコピー等が必要
となります。

問健康増進課介護保険担当内 184～ 187

地域で活動する団体の自主的、自発的な活
動や自立に対し、町が補助金を交付します。
■対象事業
　�公益上必要がある事業およびそれを行
う団体（補助金交付基準による）
■�対象団体　営利を目的としない、公益の
増進に寄与する任意団体又はNPO法人
■補助額　�補助対象経費総額の 100 分

の 10から 100分の 50
■応募方法　①～⑥を政策推進室へ提出
　①三芳町公募補助金申請書
　②申請内容の概要書③収支予算決算資料
　④団体規約　⑤構成員の名簿
　⑥活動内容を確認できる資料
※�希望団体には公募補助金制度の申請手
続き、採択基準等を個別に説明します。
■応募受付期間�
　7月 1日㈬～ 7月 31日㈮
※�書式及びパンフレット・要綱等は町
ホームページに掲載のほか、役場 4階
政策推進室、公民館で配布しています。

問�政策推進室政策推進担当内 422～ 424

団体活動補助金の募集
～三芳町公募補助金～

■�　募集事業…�提案型事業委託制度には
　　　　　　2つの形があります。
・�住民提案型
　�地域課題や社会的課題の解決や地域活性
化につながり、住民にとってプラスとな
る、創意工夫あふれるアイデア事業

･�行政提案型
　�現在町が行っている事業を、よりよい
事業として実施するもの

　対象事業等、詳しくは、パンフレット
　をご覧ください
■�対象者：市民活動団体、民間企業、そ
の他法人、地域の団体等の任意団体

※提案した事業を実施できる団体に限る
■委託料
　住民提案型…1事業 50万円を限度
　行政提案型…�要領内、事業シートに掲

載の額を上限とした額
■�応募方法
　�申請書に記入の上、持参または郵送に
より政策推進室へ提出してください。

■応募期間　7月 1日㈬～ 7月 31日㈮
※�書式およびパンフレット・要綱等は町
ホームページに掲載のほか、役場 4階
政策推進室、公民館で配布しています。

問�政策推進室政策推進担当内 422～ 424

提案型事業委託制度
～住民による住民のためのまちづくり～

　臨時職員募集
【介護認定調査員】

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。
勤務時間 9:00 ～ 12:00�13:00 ～ 16:00

1 調査約 3時間週 2～ 3日勤務
内容 介護認定調査
募集人数 若干名
必要資格 介護支援専門員または看護師
賃金 介護支援専門員　時給 1,500 円

看護師　時給 1,400 円
その他 町内又は近隣市在住の人

（通勤手当は距離に応じて支給）

問健康増進課介護保険担当内 184

「水道週間」6 月１日～ 7 日
 ～カラカラで 蛇口に飛び込む 僕の口～

毎日の生活に欠かせない「水」は、決し
て豊富にあるわけではなく、限りある貴
重な資源です。大切に使いましょう。
また、町では地震災害に備え、揺れに強
い水道施設の改築等、安全でおいしい水
をお届けできるよう努力していきます。
問上下水道課　274-1014

糖尿病は、心筋梗塞や脳卒中のリスクを
高め、腎症、網膜症、神経障害などの合
併症にかかると日常生活に大きな影響を
及ぼします。糖尿病になっても質の高い
生活を送るためには、糖尿病の早期発見
と継続的な治療、そして食事や運動面で
の生活習慣の改善が重要です。
このため、町では東入間医師会の協力を
得て、糖尿病治療のため医療機関を受診
している国民健康保険の被保険者のう
ち、糖尿病性腎症（※）の重症化リスク
が高い対象者に、適切な食事の摂り方や
適度な運動の実践など、生活習慣を改善
するための生活指導を実施します。
対象者には７月から８月にかけて「生活
習慣改善支援プログラムの御案内」を送
付しますので、積極的な申し込みをお願
いします。
※糖尿病性腎症…糖尿病の合併症の１つ
で高血糖状態が続くことにより、腎臓の
機能が損なわれ、血液中の老廃物を尿と
して排出できなくなり、最終的には腎不
全となる危険な病気です。
問住民課保険年金担当内 154

糖尿病重症化予防について
のお知らせ 平成 27 年度第１回

里親入門講座

里親制度について理解していただくため
に「第１回里親入門講座」を開催します。
▶日時　７月５日㈰　14:00 ～ 16:00
▶会場　川越児童相談所大会議室
　　　　川越市宮元町 33- １
▶内容　
　里親養育体験談・制度説明・個別相談
▶対象　�埼玉県内にお住まいで、里親制

度に関心のある人
▶定員　40人（申込み順）
▶申込み　川越児童相談所へ電話申し込み
※�里親制度の詳細については、埼玉県の

http://www.pref.saitama.lg.jp/
a0608/satooya/でご覧いただけます。

問川越児童相談所☎ 223-4152

所沢おおぞら特別支援学校見学
▶日時　全日程とも 9:30 ～ 12:00
　７月３日㈮ 9月 17日㈭ 10月 30日㈮
▶公開学部
　肢体不自由教育部門・知的障害教育部門
　問・申�埼玉県立おおぞら特別支援学校
☎ 04-2951-1102 FAX 04-2951-1105

デマンド交通
追加利用者登録開始

昨年 9月から 11 月末まで試行運転を
行った、デマンド交通の運行を再開しま
す。デマンド交通の利用には事前の登録
が必要です。
昨年度、登録した人は改めて登録する必
要はありません。未登録者の追加申請受
付を開始します。
デマンド交通再開時期、運行方法等詳細
は広報および町ホームページに掲載します。
▶申請受付　6月 1日㈪から
▶申込み
　�役場 4階政策推進室・藤久保出張所・
竹間沢出張所の各窓口
□�氏名・郵便番号・住所・電話番号・生
年月日・性別等を記入し申請書を提出
□�申請後、登録完了通知を送付します
□ �1 枚の申請で同居家族などは同時に
登録することができます

問　政策推進室政策推進担当内 422～424

東入間交通安全協会では、東入間警察署
の協力を得て、平成 27年６月１日現在
で、優良運転者（過去５年以上で、各 5
年間隔 45 年間までの無事故・無違反）
該当者で、かつ、東入間交通安全協会会
員の表彰を行います。申請に必要な申請
書類、無事故・無違反証明申請用紙は当
協会事務局等に用意してあります。
申請期間は、６月８日㈪から８月７日㈮
まで（土日祝日および執務時間外の受け
付けはしません。）
問�東入間交通安全協会・事務局
（東入間警察署内）☎ 049-264-0991

優良運転者表彰のお知らせ
東入間交通安全協会

参加・体験型の講習を通じて、自分の運
転能力について学ぶ安全運転教室です。
▶日時　７月 19日㈰　９:00 ～ 12:00
▶場所　セイコーモータースクール
▶定員　60人　　▶料金　無料
▶対象�　東入間警察署管内に居住する　

　65歳以上の普通免許所持者
問・申　東入間警察署交通課
☎ 269-0110 内 411（平日のみ8:30～ 17:00)

体験型交通安全教室第２回
シルバードライバードック


