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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！

町内業者の受注機会を拡大すると共に地
域経済の活性化を図るため、町が発注す
る 130 万円未満の小規模な工事・修繕
等について、町の競争入札参加申請をし
ていない町内業者を対象に登録を受け付
けています。なお、前回登録した人も、
平成 27年 12 月末日で期限切れとなり
ますので、改めて申請してください。詳
細は、町ホームページをご覧ください。
登録資格　
【�法人の場合】
　主たる事業所が町内にあること。
【�個人の場合】
　代表者の住民登録が町内にあること。
▶申込み　随時受付（土・日、祝日は除く）
　�指定の登録申請書を提出（町HPより
申請書ダウンロード可）

問　財務課管財契約担当内 416

小規模契約希望者の
登録受付

老齢年金は、所得税法上の雑所得として
課税の対象となっています。そのため、
老齢年金を受けている人には、１年間の
年金の支払総額などを記載した「源泉徴
収票」が１月下旬に送付されますので、
確定申告の際に提出してください。　
紛失したときなどは再発行できますの
で、お近くの年金事務所にお問い合わせ
ください。
なお、障害年金・遺族年金は、課税の対
象となっていないため、源泉徴収票は送
付されません。
問�住民課保険年金担当内 156

源泉徴収票が送付されます

パソコンなんでも相談室

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
を開催していますのでご利用ください。
▶�相談日　�１月 18 日㈪・25 ㈪　　　

２月８日㈪・22 日㈪　　　
３月 14日㈪・28日㈪

▶�時間　�10:00 ～ 12:00（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　15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。
※�インターネットは無料のものについて
は閲覧することができます。

問��竹間沢公民館☎ 259-8311

都市計画に関する公聴会

埼玉県が決定する次の都市計画の変更案
を作成するにあたり、住民の皆さんから
ご意見をいただくため、公聴会を開催し
ます。
▶日時　２月 16日㈫　14:00 ～
▶場所　富士見市役所　全員協議会室
▶�内容　富士見都市計画都市計画区域の
整備、開発及び保全の方針の変更

　富士見都市計画区域区分の変更
【都市計画の変更の構想（原案）の閲覧】
▶期間　１月 15日㈮～ 29日㈮
　8:30 ～ 17:15 ※土・日・祝日を除く
▶�場所　埼玉県都市計画課、三芳町都市
計画課、埼玉県川越県土整備事務所

▶�内容　富士見都市計画都市計画区域の整
備、開発および保全の方針の変更（原案）
富士見都市計画区域区分の変更（原案）

【公述（公聴会で意見を述べること）の申し出】
▶�対象　三芳町、富士見市およびふじみ
野市に住所を有する個人および法人

▶�提出方法　１月 29日㈮ 17:15 までに
閲覧場所にある公述申出書に必要事項
を記入の上、持参または郵送（必着）で、
三芳町都市計画課（〒 354-8555 所在
地記入不要）または埼玉県都市計画課
（〒 330-9301 所在地記入不要）まで。
�※�公述希望者が多い場合は、公述人を選
定します。（一人 10分程度）

※�申し出がない場合は、公聴会は中止と
なります。

※�傍聴の希望者は、２月５日㈮以降に三
芳町都市計画課に問い合わせください。
※�変更原案は、１月 15日㈮から埼玉県
都市計画課HPまたは三芳町HPでも
ご覧になれます。

問埼玉県都市計画課☎ 048-830-5341
　三芳町都市計画課内 235

事業者・法人のためのマイナンバーの実務
（公社）川越法人会三芳地区会

平成 28年１月からマイナンバー制度の
運用が開始されます。企業は、制度の内
容をよく理解し、的確でスムーズな運用
が求められています。
今回は経験豊富な野口邦雄税理士をお迎
えし、ユーモアを交えてわかりやすく説
明していただきます。
▶日時　２月８日㈪　19:00 ～ 21:00
▶場所　三芳町商工会館３階会議室
　　　　三芳町藤久保 185-4
▶定員　40人（１企業２人まで）
▶参加費　無料
▶�申込み　２月１日㈪までに申込書によ
り FAX または電話で申し込み。定員
になり次第締切。

問 ･ 申����（公社）川越法人会三芳地区会事務局
☎ 274-1110 FAX 258-2815

智謀と勇猛で戦国時代に挑んだ幸綱・昌
幸・信繁 ( 幸村 ) が活躍した時代につい
て、大河ドラマ『真田丸』の時代考証を
務める歴史学者平山優氏が、わかりやす
く語ります。
▶日時　2月 7日㈰　13:30 ～ 15:30
▶場所� 藤久保公民館　ホール　
※�駐車場が狭いため、車での来場はご遠
慮ください。
▶料金　無料
▶対象　中学生以上
▶定員　100人（事前申込み制・先着順）
▶申込み　�1 月 12 日㈫ 9:00 より電話

にて申し込み
問歴史民俗資料館☎ 258-6655

資料館歴史講座
「真田丸の時代を語る」

ファミリーサポートセンター
ステップアップ講座「幼児応急手当」

ファミリー・サポート・センターではス
テップアップ講座として日本赤十字社に
よる【幼児応急手当】講習会を行います。
お子さんがケガをされた時や、災害の時
三角巾・ハンカチなど身近にあるもので
応急処置が出来たら。そんな時お役に
立つ情報満載の講習です。会員、ファミ
リー・サポート・センターに興味があり、
講習を受けてみたい人は、ぜひご参加く
ださい。
▶�日時　２月19日㈮10:00～ 11:30
▶�場所� 藤久保公民館　和室
▶�料金� 無料
▶�対象� ファミリー・サポート・センター
会員及びファミリー・サポート・セン
ター事業に興味のある人
▶�定員　15人
▶�申込み　電話にて申し込み
�問�ファミリーサポートセンター☎ 258-0075

町では、今年度子育て支援対策のひとつ
として、保護者の経済的負担を軽減する
ため、学校給食費の一部補助を行いま
す。町内に住所があり、同一世帯に小中
学校等に通学している児童生徒を同時に
3人以上養育している保護者に対して、
第 3子以降 1人につき月額 2,000 円（8
月を除く）を補助します。
詳細はHPをご覧ください。
※町内小中学校に通う児童生徒の保護者
へは、学校から通知します。
問　学校教育課学務担当内 525

学校給食費補助制度を
はじめます

（仮称）大和田二・三丁目地区土地区画整理
事業　環境影響評価準備書の縦覧及び説明会

新座市都市計画事業（仮称）大和田二・三丁
目地区土地区画整理事業に係る環境影響評価
準備書の縦覧を行います。また、縦覧期間中
に、準備書について説明会を行います。
【環境影響評価準備書の縦覧】
▶期間　1月 15日㈮～ 2月 15日㈪
　9:00 ～ 16:30（平日のみ）
▶�場所　三芳町都市計画課、県環境政策
課、県西部環境管理事務所ほか

　�準備書は新座市 http://www.city.
niiza.lg.jp/soshiki/85/ および中央
図書館でもご覧になれます。

【準備書説明会】
▶日時　2月 12日㈮　19:00 から
▶場所　中央公民館ホール
問三芳町都市計画課内 235
新座市（仮称）大和田二・三丁目地区土地
区画整理事業推進室☎ 048-424-4852
または県環境政策課☎ 048-830-3041

看護師等の人材確保の促進に関する法律
の改正により、看護職の資格をお持ちで
就業してない人は届け出をしてくださ
い。転居や出産育児等で離職した人はお
問い合わせください。
問�埼玉県ナースセンター☎ 048-824-7220

看護職の届出制度が
始まりました

2 月 1 日の納期限は次のとおりです。
納期限内に納付してください。
■町県民税（第 4期）
■国民健康保険税（第 7期）
■介護保険料（第 7期）
■後期高齢者医療保険料（第 7期）

納期にご注意ください

▶日時　�2 月 2日㈫　13:30 ～ 16:00�
▶�場所　さいたま市文化センター
▶講演　
①防災食備蓄のポイントとコツ　今泉マユ子氏
②いま求められる地域防災　片田敏孝氏
▶�その他　防災関連企業・団体の展示
ブース、地震資料の展示・説明、建築
職員無料耐震診断、大学生ボランティ
ア団体による東北復興支援活動の報告

▶定員　1,558 人
※入場無料、事前申込不要、当日先着順
問埼玉県地震対策セミナー実行委員会事務局
　（県危機管理課）☎ 048-830-8141

埼玉県地震対策セミナー


