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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！

第 3保育所〈保育士〉4人　
▶任期　平成28年 4月 1日～ 9月 30日
　　　　（半年毎に更新）
▶�勤務　月～金の週5日�7:00～19:15
の間の 7時間 45分（行事による土曜
勤務有）

▶資格　保育士の資格を有する人
▶賃金　日給 8,400 円
▶�申込み　臨時職員登録申込書を総務課
へ提出。申込書は町HP�でダウンロード、
総務課、こども支援課で入手できます。

問こども支援課保育担当内 253�～�255

平成 28年度
保育所臨時職員募集

病児・病後児保育事業

病気または病気回復期の集団保育ができ
ない児童を保育所に併設された専用の部
屋で一時的に保育を行います。
【病児保育対応型】
　亀久保ひまわり保育園　☎264-5515
　ふじみ野市亀久保 4-12-33
【病後児保育対応型】
　針ヶ谷保育園　☎ 275-0077
　富士見市針ヶ谷 1-16-5
▶�対象� 入院治療の必要がなく、病気ま
たは病気回復期のため登園ができず、
保護者の就労等で家庭での保育ができ
ない満1歳から小学6年生までの児童

▶日時　月～金曜日　8:30～ 17:30
▶料金� 1日 2,000円
▶�申込み　事前登録が必要です。
　�利用に際し状況の確認ができる、医師
作成の児童状況書の提出が必要です。

※詳細はＨＰで確認してください
問�こども支援課保育担当内 253～ 255

臨時職員募集
【介護認定調査員】

介護保険の認定調査員を募集します。
▶勤務時間�
　9:00～ 12:00または13:00～ 16:00
　1調査約 3時間�週 2～ 3日勤務
▶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　町内または近隣市在住の人
　　　　（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

厚生年金に加入していた人が退職（失業）
されると、市区役所・町村役場で国民
年金の加入手続きを行い、月額 15,590
円（平成 27年度の金額）の保険料を納
めることになります。ただし、保険料を
納めることが経済的に困難な人には、申
請によって保険料の納付を免除される制
度があります。
特例免除制度は、退職（失業）した年度
および翌年度に限り利用できます。通常、
保険料が免除されるためには、申請者本
人・配偶者・世帯主が、所得基準の範囲
内である必要がありますが、特例免除で
は審査の対象となる申請者本人の所得を
除外して審査を行います。
特例免除を申請される場合は、雇用保険
受給資格者証や雇用保険被保険者離職票
等の公的機関の証明書の写しを添付して
住所地の市区役所・町村役場国民年金担
当窓口へ提出してください。
なお、学生で国民年金保険料を納付する
ことが困難な場合は、学生納付特例制度
をご利用ください。
問�住民課保険年金担当内 156

退職（失業）による特例免
除制度をご利用ください

在宅で、家族を介護している人同士、気
軽に集い、リフレッシュをしませんか ?
▶�日時　10月 22日㈭　13:00～ 15:30
▶�内容　介護者同士の交流会
▶会場　藤久保公民館　和室
▶費用　参加費 100円（茶菓子代）
問 ･ 申�協働のまちづくりネットワーク
☎・FAX 258-2178（代表 : 柄澤）
健康増進課地域包括支援センター内 188

家族介護者の憩いのサロン

出前講習会の開催
（運転免許更新時講習会）

▶日時　10月 21日㈬ 17:30 ～ 19:30
▶�場所　ふじみ野市商工会館
　ふじみ野市上福岡1-5-14☎ 261-3156
▶�対象者　平成 28年 4月 18日㈪まで
　　　　に免許更新を予定している人

▶受講料　１人　1,500 円
▶�内容　安全運転の知識・技能・運転適
性に関する講義及びビデオによる研修

▶定員　40人（先着順）
▶�申込み　三芳町商工会窓口に、10月
15 日㈭までに運転免許証・受講料を
持参の上、直接商工会に申し込み。

�問 ･ 申�����三芳町商工会☎ 274-1110

三芳町では、「手話は言語である」との
考えのもと、手話への理解と普及を図る
ことを目的に意思疎通支援事業などを共
同で実施している富士見市とともに、手
話言語条例の素案を作成しました。この
素案について、ご意見を募集します。
▶募集期間　10月 1日㈭～ 30日㈮
▶対象　町内在住、在勤、在学者
▶条例（案）の閲覧および用紙の配布
　役場福祉課（１階）、情報資料室（４階）、
　各公民館、図書館、町ホームページ
▶�提出方法　10 月 30 日までに直接福
祉課に提出するか、郵送、ファックス
またはメールで提出してください。※
町ホームページからも用紙の入手と意
見の提出ができます。

※�注意点　意見の提出の際は、住所・氏
名などは公表しませんが、住所・氏名
など必ず記入してください。匿名での
意見は受付けません。また、提出され
た意見に個別回答は行いませんが、提
出された意見に対して町の検討結果と
その理由を町ホームページ等にて公表
します。

問��福祉課障がい者支援担当内 178
〒 354-8555 三芳町役場福祉課FAX 274-1051

fukushi@town.saitama-miyoshi.lg.jp

手話言語条例（案）について
パブリックコメントの実施

『手話言語条例を考える
シンポジウム』の開催

▶日時　10 月 6 日㈫ 19:00 ～ 21:00
　　　　（開場 18:45）
▶場所　富士見市立鶴瀬西交流センター
※�手話通訳・要約筆記・磁気ループあり
【内容】
第 1部　基調講演　講師（一財）全日本ろ
　うあ連盟事務局長　久松三二氏
第 2部　シンポジウム
　�パネリストに障がい当事者、教育関係
者、行政関係者等を招き、手話言語条
例制定後にめざす地域について考える
シンポジウムを開催します。聴覚障が
い者が地域で安心して生活するため
に、それぞれの立場で住民ができる身
近なことについて話し合います。

問　福祉課障がい者支援担当内 178

あいサポーター研修

「あいサポーター」になりませんか。
▶日時　10月 8日㈭ 13:30 ～ 15:00
▶場所� 中央公民館　ホール
▶対象　どなたでも
▶申込み　直接会場にお越しください。
問　福祉課障がい者支援担当内 176

�平成 28年４月に障害者差別解消法が施
行されます。そこで町では、今回、法律
の施行に向けて、「どのようなことが障
害者差別になりうるのか」また、「障害
のある人にとってどのような配慮が必要
なのか」を多くの人々に知っていただき、
みんなで考えていくために、障害者差別
を受けたと思った事例や、障害のある人
への配慮に関する事例を広く募集するこ
とにしました。
寄せられた事例は、障害者差別解消の今
後の具体的な取組の検討資料にします。
詳しくは、福祉課で配布する募集案内
をご覧ください。町のHPからもダウン
ロードできます。
■�応募方法：応募用紙（指定）を募集期
間内に下記窓口に提出してください。

■募集期間　10月１日㈭～ 30日㈮
問福祉課障がい者支援担当内 176～ 178
〒354-8555三芳町役場福祉課FAX 274-1051

fukushi@town.saitama-miyoshi.lg.jp

「障害者差別を受けたと思った」
「障害のある人への配慮」の事例募集

障害者手帳が変わります

①�障害者手帳（身体(赤色)・療育(緑色)・
精神 ( 水色 )）のカバーの色が紺色（文
字は金色）に統一になります。

②�精神障害者保健福祉手帳の様式がかわ
ります。

▶実施時期　10月１日から
▶交付対象
①障害者手帳を新規に取得する人
②�障害者手帳の再認定、再判定、更新が
必要となった人

③�障害者手帳を紛失、破損等により再交
付が必要となった人

④�統一した障害者手帳の交付を希望する人
※�現在お持ちの障害者手帳は統一したあ
とも使用できます。

問福祉課障がい者庶務・支援担当内 174～ 178

ふれあいセンター集会室・
和室の利用受付

【集会室】舞台付き72畳和室（70人程度）
通信カラオケが利用できます。
【和室】24畳和室（15 人程度）中庭を
見ながら少人数でゆっくりくつろげます。
【その他】ヘルストロン、マッサージチェア、
卓球などが無料で利用できます。予約等は
ありませんので、気軽にお越しください。
問みよしふれあいセンター☎258-7211

三芳町教育委員会委員が
任命されました

議会の同意を得て、10月 1日付けで教
育委員が任命されました。
(敬省略 )　氏名　池上善一
問　教育総務課施設庶務担当内 533


