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INFORMATION

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！

詳しくは

お気軽にお問い合わせください

三芳町北永井394-2

建築物･貯水槽清掃業登録

☎049-257-2658

㈱アゼル

で埼玉アゼル 検　索

0120-028-350Ⓡ

し尿処理施設の建設に伴う
生活環境影響調査結果の縦覧

入間東部地区衛生組合し尿処理施設の建
設にともなう生活環境影響調査結果の縦
覧を行います。
▶��施設名　（仮）環境クリーンセンター�
▶��縦覧期間　4月 18日㈪～ 5月 17日㈫
　9:00 ～ 17:00（土日祝日除く）
▶��意見書の提出期間
　5月18日㈬～31日㈫（土日祝日除く）
▶��縦覧場所、意見書提出先
　①入間東部地区衛生組合総務課
　②三芳町環境課
　③富士見市環境課
　④ふじみ野市環境課
※�意見書の提出方法は下記に問い合わせ
問入間東部地区衛生組合総務課
　☎ 261-4891

みよし男女共同参画プラン
を策定しました。

｢思いやりと自分らしさを大切にするまち
　三芳｣ を基本理念に掲げ、平成 28 年
３月に「みよし男女共同参画プラン（第
３次三芳町男女共同参画基本計画・三芳
町ＤＶ防止基本計画）」を策定しました。
この計画に基づき、男女共同参画に向け
た取り組みを総合的に推進していきます。
計画書は、町のホームページでご覧いた
だけます。また、役場情報資料室・図書
館窓口にて閲覧もできます。
※ 3月号広報で折り込み配布しました
「まなざし」について、誤りがありました。
お詫びし訂正します。
　更正（誤）→更生（正）
問　総務課人権 ･庶務担当内 404

都市計画 (案 ) の縦覧

富士見都市計画の変更にあたり、都市計
画法第 17条に基づく都市計画の案の縦
覧を次のとおり行います。
【都市計画の案の縦覧】
「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」および「富士見都
市計画区域区分」の変更案（埼玉県決定）
▶縦覧期間　４月 12日㈫～ 26日㈫
　　　（土・日を除く 8:30 ～ 17:15）
▶�縦覧場所
　�三芳町都市計画課、富士見市まちづくり
推進課、ふじみ野市都市計画課、埼玉県
都市計画課、埼玉県川越県土整備事務所

【案に対する意見書の提出】
▶�対象　
　�三芳町、富士見市およびふじみ野市の
住民および利害関係人

▶�提出方法
　�持参、郵送または埼玉県電子申請届出
サービス

▶提出期限　
　�４月 26日㈫　17:15 まで（期日必着）
▶�提出先
　三芳町都市計画課
　〒 354-8555 三芳町藤久保 1100-1
　富士見市まちづくり推進課
　〒 354-8511 富士見市鶴馬 1800-1
　ふじみ野市都市計画課
　〒 356-8501 ふじみ野市福岡 1-1-1
　埼玉県都市計画課
　〒 330-9301 所在地記入不要または
　埼玉県川越県土整備事務所
問三芳町都市計画課内 235
埼玉県都市計画課☎ 048-830-5341
案については、埼玉県都市計画課
http://www.pref.saitama.lg.jp/

site/toshikeikakunosintyoku/

固定資産税縦覧帳簿の縦覧

平成�28 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㈮～ 5月 31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

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、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、加入手続きはご
自分の住所地の市区役所・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している
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。
問�住民課保険年金担当内 156

国民年金は
誰もが加入する制度です

「子どもスマイルネット」は、いじめや
体罰、子育てなどの子どもに関わるあら
ゆる悩みについて、相談を受ける埼玉県
の窓口です。
例えばあなた（子ども）がこんな時
・クラスでいじめられている
・急に仲間はずれにされた
・先輩や友達から暴力を受けている
例えばお母さんなどがこんなとき
・子育てがうまくいかない
・�子育てのストレスで子どもがかわいい
と思えない
・�子どもを叩いてしまった
・�子どもが学校に行きたくないと言い出
して不安
▶相談専用電話　☎ 048-822-7007
▶相談時間　毎日　10:30 ～ 18:00
　　　　　　（祝日・年末年始を除く）
http//www.pref.saitama.lg.jp/

a0608/smile-net/index.html
問埼玉県福祉部こども安全課児童権利擁
護担当☎ 048-834-8755

埼玉県電話相談窓口
「子どもスマイルネット」

▶日時　4月 17日㈰　9:00 ～ 12:00
▶会場� 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、在学者
▶定員　30人
▶�申込み　�4 月 4 日㈪～ 8 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Ⅰ

個人番号カードを申請した人につきまし
ては、平日以外に下記の日程でも交付を
行いますので事前に予約のうえ、交付を
受けてください。
【平日以外のカード交付】
▶�日程　�４月３日㈰、９日㈯、10日㈰、

23日㈯、24日㈰
▶�時間　8:30 ～ 12:00
【カード受領に持参するもの】
①�個人番号カード交付・電子証明書発行
通知書兼照会書（申請者宛通知に同封
したハガキ）
②�個人番号通知カード（昨年 11月以降
に郵送されたもの）
③�住民基本台帳カード（お持ちの人のみ）
④�本人確認書類（運転免許証、パスポー
ト等は１点で可。それ以外の場合は２
点必要。）
※�なお、代理人の場合は電話でお問い合
わせください。

問�住民課住民担当内 142～ 146

個人番号カードの休日交付

議員と意見交換をしませんか
第 1回定例会の結果報告・町政に関す
る意見交換
▶ 4月 23日㈯
　�10:00 ～ 12:00　竹間沢公民館
　14:00 ～ 16:00　藤久保公民館
▶ 4月 24日㈰�
　10:00 ～ 12:00　中央公民館　　　
　14:00 ～ 16:00　上富第 1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

多くのみなさんにご利用いただいている
デマンド交通を今年度も 4月 1日から
引き続き運行します。運行時間、共通乗
降場は 27年度と変更ありませんが、予
約は平日のみとなります。ご注意くださ
い。また、デマンド交通の利用には事前
登録が必要です。町内在住者なら誰でも
登録できます。以前登録された人は改め
て登録する必要はありません。
登録は役場 4階政策推進室、藤久保出
張所、竹間沢出張所で受け付けています。
問　政策推進室政策推進担当内 424

平成 28年度
デマンド交通運行情報

入間東部シルバー人材セン
ターに変わりました

三芳町、富士見市、ふじみ野市のシルバー
人材センターが合併し、4月1日から「公
益社団法人入間東部シルバー人材セン
ター」に変わりました。これまで別々に
活動していた 3つのシルバー人材セン
ターが合併して 1つになることで、事
務効率や営業力の向上が見込まれるうえ
に、会員数が増えることで大規模な案件
も受注できるようになります。
【入間東部シルバー人材センター】
▶本部事務所　ふじみ野市亀久保 3-3-17
　　　　　　　☎ 266-3001
▶三芳支所　　三芳町藤久保 1100-1
　　　　　　　☎ 258-7171
▶富士見支所　富士見市羽沢 3-23-17
　　　　　　　☎ 253-6686
問�　入間東部シルバー人材センター三芳支所
　☎ 258-7171


