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住民の皆様に耳よりな情報をお届けします 三芳町役場 049（258）0019
〒354-8555　三芳町大字藤久保1100番地1

広報みよし

有料広告募集中
問い合わせ：政策秘書室 秘書広報係

（H311～313）

2011年10月１日発行

相談種類 と　き ところ 相談員 連絡先

教育相談 毎週月～金曜日（祝日除）
総合体育館4階教育相談室
電話相談は274-1023

常任相談員
教育委員会学校教育課指
導係（H522）

消費生活相談

毎週火・金曜日（年末年始・祝日除）
午前10時～午後4時

役場2階環境産業課隣
消費生活相談室

専任の消費生活相談員
消費生活相談室
（H292）

毎週月・水曜日（年末年始・祝日除）
午前10時～午後4時

環境産業課 役場職員
環境産業課商工観光係
（H214）

内職相談
毎週水曜日（年末年始・祝日除）
午前10時～午後4時

役場2階環境産業課隣
内職相談室

専任の内職相談員
環境産業課商工観光係
（H214）

女性相談
毎月第2・第4金曜日（年末年始・
祝日除）午前11時～午後3時30分

役場1階住民相談室
（予約制）

専門の心理カウンセラー
総務課人権推進係
（H404・405）

外国人生活相談
毎週月曜日午前10時～午後1時
毎週木曜日午後1時～4時

ふじみの国際交流センター
電話相談は 269-6450

専門の相談員
総務課人権推進係
（H404・405）

成人健康相談
毎月第1月曜日
午前9時30分～11時（予約制）

保健センター 管理栄養士、保健師
保健センター
（258-1236）

住民相談
毎月第1・第3木曜日（祝日の場
合翌週）午後1時～5時

役場1階住民相談室
（予約制）

弁護士、人権擁護委員、
行政相談委員

総務課人権推進係
（H404・405）

子育て相談
毎週月～金曜日
随時受付

各保育所・
子育て支援センター

各保育所所長・専任の
相談員

第1保育所258-0512

第2保育所258-6858

第3保育所258-9961

子育て支援センター258-5106

こども家庭
　　何でも相談

毎週月～金曜日（祝日除）
午前9時～午後5時

役場1階こども支援課 家庭児童相談員
こども支援課
258-0055

こころの
　　　健康相談

毎月第3火曜日
午後1時～3時30分（予約制）

地域生活支援センター
（予約制）

保健師・精神保健福祉士
・（医師）

地域生活支援センター
 274-3472

介護相談

月～土曜日  午前9時～午後5時
※緊急時は随時対応、電話相談可

在宅介護支援センター
みずほ苑 専任の相談員（介護支

援専門員、社会福祉士
等）

在宅介護支援センター
みずほ苑 258-9488

火～土曜日  午前9時～午後5時
※緊急時は随時対応、電話相談可

在宅介護支援センター
はなまる

在宅介護支援センター
はなまる 258-7067

リハビリ相談
（対象：65才以上）

毎月第4水曜日 午前10時～正午
（予約制・個別相談）

藤久保公民館2階図書室 理学療法士・作業療法士
地域包括支援センター
 （H188・189）

福祉・生活相談
生活なんでも相談

毎週月～金曜日（年末年始･祝日除）
午前8時30分～午後5時15分

社会福祉協議会 社会福祉士
三芳町社会福祉協議会
 258-0122

無料相談
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栄養士で地域活動に関心のある人を対

象に研修会を行います。

P11月７日午前10時～11時　Q朝霞保

健所大会議室　X「食の安全・安心を

守るために」　S無料　i栄養士資

格のある人　W30人　U氏名、電話番

号を記入しFAXで申込み

F048－460－2698　朝霞保健所　

担当：田中まで

栄養士資格のある人へ33

P10月８日午前10時～午後４時

Qサンライトホール（鶴瀬駅ビル１階）

X行政書士の業務に属する事項につい

ての無料相談（相続・遺言・成年後見・

離婚・交通事故等）　Z東入間支部（総

務）前田行政書士事務所251－7361

行政書士無料相談会34

研修会

相　談

年金情報
退職（失業）による

特例免除制度をご利用ください。

厚生年金に加入していた人が退職（失

業）した場合、市区役所・町村役場で国

民年金の加入手続きを行い、月額15,020

円（平成23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「特例免除制度」があります。この制

度は、退職（失業）後の年度および翌年

度に限り、利用することができます。

通常、保険料の免除には、申請者本

人・配偶者・世帯主の所得が基準範囲

内であることが必要ですが、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。

　特例免除を申請する場合は、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

しを添付してください。

　なお、学生の方で国民年金保険料

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。

Z住民課保険年金係（H156）

　F 274－1101

町内工事予定一覧

工事名 完成予定 工事箇所 距離

1 町道幹線13号線道路修繕工事 平成23年12月16日 上富第3区地内 30.50m

2 町道幹線15号線道路修繕工事 平成24年1月20日 北永井第1区地内 124.00m

3 町道藤久保221号線舗装本復旧工事 平成23年12月7日 藤久保第3区地内 97.00m

4 藤久保第2区地内雨水管布設替工事 平成24年2月24日 藤久保第2区地内 56.43m

5 藤久保第6区地内雨水管布設替工事 平成24年1月20日 藤久保第6区地内 43.75m

ジモトのおやつ
「ジモトのおやつ」をブログに書き

込んでいただける親子探検隊を継続

募集します。

R11月30日※30組に達するまで

i幼稚園、保育園の園児、あるいは

小学生の児童と保護者の一家族で一

組とします。ブログ書き込みができ

る人のみ。「ジモトのおやつ」ホー

ムページhttp://j-oyatsu.com/から

応募してください。

I平成24年1月20日までに、3つ以

上の記事を書き込んでいただくと謝

礼を、上位ベスト10の親子探検隊に

は賞状と副賞があります。

22

寄　附
社会福祉協議会に、次の寄附が寄せ

られました。貴重な財源として役立

たせていただきます。ありがとうご

ざいました。（敬称略）

【愛の福祉基金】ASAつるせ中央

14,000円／北村弘・渡辺美恵8,145円

／寺尾雅治1,500円／荒田光男1,500

円／匿名1,500円／ふれあいセン

ター募金箱11,670円
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納期限にご注意ください

10月31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３期）

■国民健康保険税（第４期）

■介護保険料（第４期）

■後期高齢者医療保険料（第４期）

収納は藤久保・竹間沢出張所でも

行っています。


