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INFORMATION

「秋の川越」
「潮騒の町」
好評発売中！

▶�期間　
　Ｈ26年5月～Ｈ27年2月まで（月２回程度）
▶入学資格
　町内在住の満 60歳以上の人で、５月
　～ 2月まで通学可能な人
▶教室・受講日・定員
　藤久保教室：金曜日午前　定員 100人
　中央教室　：金曜日午前　定員 60人
　竹間沢教室：木曜日午前　定員 60人
▶開講式（3教室合同）
　日時　5 月 9 日㈮　10:00 ～ 12:00
　場所　藤久保公民館ホール
▶�申込み・問い合わせ
　4月 8日㈫から申込開始
　�※平日 9:00 ～ 17:15 までに希望す
る公民館へ本人が申込みください

　※定員になり次第締切（先着順）
問藤久保公民館☎258-0690 258-9625
　竹間沢公民館☎259-8311 259-8345

高齢大学受講生募集

議員と意見交換をしませんか！
▶ 4月 19日㈯
　10:00 ～�12:00　竹間沢公民館
　18:00 ～�20:00　農業センター
▶ 4月 20日㈰�
　10:00 ～ 12:00　藤久保公民館　　
　14:00 ～ 16:00　北永井第 2区集会所
問�議会事務局議事調査担当内 602

ふれあい座談会（議会報告会）
を開催します

第５次行政改革大綱の策定において、皆
さんからの意見を反映するため、「三芳町
行政改革懇談会」の委員を公募します。
▶�募集人数　１人（応募多数の場合は書
類選考等を実施します。また、他の審
議会委員等の就任履歴を考慮する場合
があります。）
▶�応募資格　委員に応募しようとする人
は、次の条件を満たすことが必要です

（1）町の行政改革に関心のある人
（2）町内在住の20歳以上の人
（3）�平日の会議に出席が可能な人
　　（年３回程度を予定）
▶�任期　平成26年度中任期
　　　　（平成27年 3月末日まで）
▶締切り　4月25日㈮必着
▶�応募方法　
　�応募申込書に必要事項を記入し、「私
が考える行政改革」を題材に 400字
程度（様式任意）の作文を添えて、持参、
郵送、メールにより政策推進室（４階）
へ提出してください。
▶応募要項・申込書
　町のHPからダウンロードまたは役場
　４階政策推進室にて配布　
問�政策推進室政策推進担当内 422～ 424
seisaku@town.saitama-miyoshi.lg.jp

三芳町行政改革懇談会
委員募集

人権擁護委員
4 月 1 日付けで、法務大臣から人権擁
護委員に委嘱されました。
　　再任　三井光男氏（藤久保）
　　再任　仲野忠男氏（藤久保）　
問�総務課人権推進担当内 404・405
公平委員
議会の同意を得て、公平委員会委員に選
任されました。
　　再任　小林吉夫氏（上富）　　　　
問�政策推進室政策推進担当内 422 ～ 424
選挙管理委員会委員および同補充員
平成 26年第 2回議会定例会において選
挙が行われ、次の人が当選されました。
　委員
　金野聰（北永井）・小野沢文男氏（竹間沢）
　宮寺奉文氏（上富）・荒田吉男氏（藤久保）
　補充員
　佐々木修平氏（北永井）・青田信夫氏（藤久保）
　忽滑谷昌弘氏（竹間沢）・鈴木精二氏（上富）
問�選挙管理委員会内 402

各委員が決まりました

４月１日より水道メーターの検針、料金
の収納、窓口業務などを「三芳町上下水
道料金センター」が行います。
当センターは、サービスの充実と経営の
効率化を図るため委託により民間業者が
運営します。
▶受託者　第一環境 (株 )
▶場所　上下水道課内（三芳町浄水場管理棟）
▶時間　平日　8:30 ～ 17:15
▶電話　274-1014
問�三芳町上下水道料金センター☎274-1014

上下水道料金センターを
開設します

集合狂犬病予防注射

狂犬病予防のため、集合狂犬病予防注射
を下記の日程で行います。町にすでに登
録済の場合、４月上旬にハガキを郵送し
ます。
▶持ち物　ハガキ、手数料

�▶�事前に申出・届出が必要な場合
　�病気の犬、海外に犬を連れて行く予定
がある、マイクロチップを装着されて
いる、他市町村から転入した犬

◆手数料 (1頭につき）　　(単位 : 円）
登録済の犬 未登録の犬

登録料 0 3,000
注射料 2,750 2,750

注射料票代 550 550
合計 3,300 6,300

0

▶�日時� 4 月 20日㈰　9:00 ～ 12:00
▶場所� 消防本部大講堂
▶対象� �三芳町・富士見市・ふじみ野市

在住、在勤、在学の人
▶�申込方法…4月 7日㈪～ 11日㈮の間
に下記へ連絡し予約

問�入間東部地区消防組合消防本部救急課
☎261-6673（平日のみ8:30～ 17:00)

普通救命講習

期日 時間 場所

4/11㈮
10:00～11:30 上富第 1区集会所

13:00～14:30 三芳町役場駐車場

4/14㈪
��9:30～11:30 北永井第 2区集会所

13:00～14:30 藤久保第 2区集会所

4/15㈫

��9:30～11:30 藤久保第 3区集会所

11:00～12:00 藤久保第 4区
第 2集会所

13:20～14:30 竹間沢第 1区集会所

問�環境課環境対策担当内 216・217

固定資産税縦覧帳簿の縦覧

平成 26 年度固定資産税（土地・家屋）
の縦覧帳簿を縦覧できます。
▶期間　4月 1日㈫～ 6月 2日㈪
▶時間　役場開庁時間内 (土曜開庁含）
▶�場所　役場 1階税務課資産税担当
【縦覧できる人】
　�町内に所有する土地・家屋の固定資産
税の納税者およびその同居家族または
代理人

【必要なもの】
　�納税者本人を確認できるもの（運転免
許証・健康保険証）

　※代理人の場合は委任状が必要
問税務課資産税担当内 135～ 138

図書館運営に関し広く住民の意見を反映
するため委員を公募します。
▶�募集人員　２人
▶�応募資格　町内在住で、三芳町立図書
館を利用し、本や読書活動に関する興
味関心、知識、経験のある人
▶委嘱期間　平成26年6月1日から（2年間）
▶�募集期間
　4月1日㈫～4月15日㈫（当日消印有効）
▶�応募方法　レポート用紙に氏名、住所、
年齢、応募動機、連絡先電話番号を記入
のうえ中央図書館へ持参、郵送、FAX、
メールにて申込みください。後日、中央
図書館にて簡単な面接を実施します。
▶�選考方法　委員の選考は、三芳町審議
会等公募委員選考委員会にて行います

問中央図書館☎ 258-6464 258-6488��
〒 354-0041　三芳町藤久保 185-1
tosyokan@town.saitama-miyoshi.lg.jp

図書館協議会委員の公募

国民年金は誰もが加入する制度です

日本に住んでいる 20歳以上 60歳未満
のすべての人は、国民年金に加入するこ
とになります。加入者は、職業などによっ
て 3つのグループに分かれており、そ
れぞれ加入手続きが異なります。
【第 1号被保険者】　自営業者、学生、フ
リーター、無職の人などで、加入手続き
は住所地の市区役所・町村役場の国民年
金担当窓口で行います。
【第2号被保険者】　会社員や公務員など、
厚生年金保険や共済組合に加入されている
人で、加入手続きは勤務先が行います。
【第 3号被保険者】　第 2号被保険者に扶
養されている配偶者で、加入手続きは第 2
号被保険者の勤務先を経由して行います。

国民年金後納制度で
将来の年金額を増やせます
後納制度は、過去 10年間に納め忘れた
保険料を納付することにより、将来の年
金額を増やすことができるものです。
また、年金を受給できなかった人は、後
納制度を利用することで年金が受けられ
る場合があります。
過去 10 年以内に納め忘れの保険料があ
る人は、ぜひ後納制度をご利用ください。
後納制度が利用できる期限は、平成 27年
9月 30日までとなっています。お早めに
最寄りの年金事務所に申し込みください。

国民年金保険料の免除等
申請できる期間が拡大されます
平成26年4月1日より2年間さかのぼっ
て申請免除ができるようになります。詳
しくは、年金事務所まで問合せください。
問�住民課保険年金担当内 156

国民年金からのお知らせ

埼玉弁護士会では、遺言の日を記念して、
遺言および相続に関する法律相談に応じます。
※料金無料、事前申込不要
日時　4月 19日㈯　13:00 ～ 16:00
場所　埼玉弁護士会法律相談センター
さいたま市浦和区高砂4-2-1パークハウス1F☎048-710-5666

遺言の日記念相続問題相談会

広報みよしの掲載写真で映写機の
マークがついているものはスマホをかざ
すと動画を見ることができます。

『ＡＲ　三芳町』で検索！

写真が動く広報みよし


