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INFORMATION

使用料や収蔵後 17年間の管理料等をすべて含んだ価格です。
詳細につきましては下記にてお問い合わせください。28万円

より

埼玉県入間郡三芳町
大字上富字東草 632-10120-180-421

樹木葬
一
名
様

フリー
ダイヤル

みよしの霊園

電気工事業･管工事業/埼玉県知事（般-29）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！ 三芳町にお住いの方へ 広告

お迎えから火葬まで、消費税も含めて

費用が安くても、安心できる葬儀には理由があります

追加費用一切なし

24時間
365日

ふじみ野市大井中央4-9-12

厚労省認定 葬祭ディレクター１級所持

安置施設を所有（安置の追加費用不要）

安心のしののめの里のご葬儀安心のしののめの里のご葬儀

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Ⓡ

平成 30年 4月から国民健康保険制度の
運営に都道府県が加わります。所得水準
が低く、医療費水準が高いことから、保
険税の負担が重くなったり、財政赤字に
なっている保険者（市区町村）が多いた
めです。
 変わること
▶�被保険者証：お持ちの被保険者証の有
効期限が満了後、新しい様式に変更さ
れます。

▶�高額療養費の多数回該当：過去 12か
月以内に高額療養費の支給が 4月以
上あるときに自己負担限度額が下げら
れるこの制度は、これまで他市町村に
転出した場合は改めて 1回目からの
カウントとなっていました。今後は県
内への転居で世帯が継続しているとき
は、多数回該当のカウントが引き継が
れます。

 変わらないこと
医療の受け方、申請や届け出の方法は変
わりません。これまで通り、下記の窓口
へ相談してください。
 国民健康保険税
 後期高齢者医療保険料の変更
基準等の変更により、国民健康保険税お
よび後期高齢者医療保険料の変更があり
ます。詳しくは 7月発送予定の納税通
知書にてご確認ください。
問�住民課保険年金担当内 153～ 155

国民健康保険制度の変更若年性認知症講演会

認知症は高齢者だけではなく、若くして
発症することもあります。若年性認知症
の当事者による講演会にぜひご参加くだ
さい。申込み不要、直接会場にお越しく
ださい。
▶日時：4/13 ㈮ 10:00 ～ 11:30
▶場所：藤久保公民館ホール
▶定員：100人
▶講師：丹野智文 /猪鼻秀俊・伸代
問�地域包括支援センター内 188・189

平成 30年度第 1回埼玉県警察官採用試
験を行います。受験希望の人は下記期間
中にお申込みください。
▶日時：5/13 ㈰
▶�申込み：3/26 ㈪～ 4/20 ㈮に下記に
申し込み

問�東入間警察署警務課☎ 269-0110

スマホアプリ「カタポケ」で広報み
よしをご覧いただけます。
７言語＆読み上げ機能も
あるのでとっても便利！

スマホで広報みよし

埼玉県警察官募集

普通救命講習Ⅰ

▶日時：4/15 ㈰ 9:00 ～ 12:00
▶場所：消防本部 4階大講堂
▶対象：二市一町在住・在勤・在学の人
▶定員：30人
▶ 申込み：4/2 ㈪～ 6㈮に下記に電話
で申し込み（土日祝日を除く）

問�消防本部救急課救急係☎ 261-6673

固定資産税
縦覧帳簿の縦覧

平成 30 年度固定資産税（土地・家屋）
の縦覧帳簿が縦覧できます。
▶期間：4/2㈪～5/31㈭※土曜開庁含む
▶�時間：8:30～ 17:15（土曜は8:30～
12:00 まで）

▶場所：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、その同居家族または代理人

【必要なもの】
納税者本人が確認できるもの（運転免許
証・健康保険証など）
※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

ダイオキシン類の
調査結果

町の水道用水である地下水（1～5号井）
のダイオキシン類調査を平成 29年 12
月 12日に実施したところ、国の基準値
の約 1/625 であり、安全面の観点から
問題のない値であることが確認されまし
た。
【調査結果】
ダイオキシン類 0.0016pg-TEQ/ℓ
【参考】国の基準値 1pg-TEQ/ℓ
【調査方法】
水道原水および浄水中のダイオキシン類
調査マニュアル（平成 19年 11 月厚生
労働省健康局水道課）に準拠
問�上下水道課水道施設担当☎274-1014

地域の高齢者が集い、知識・教養・趣味
などの学びを通じて交流する高齢大学が
5月から始まります。
 藤久保公民館
▶学習日：金曜日の午前
▶定員：100人
 中央公民館
▶学習日：金曜日の午前
▶定員：40人
 竹間沢公民館
▶学習日：木曜日の午前
▶定員：60人
▶�申込み：4/16 ㈪以降、9：00から
17：00に希望する公民館の窓口に申
し込み（代理・電話不可）

問��藤久保公民館☎ 258-0690
　中央公民館☎ 258-0050
　竹間沢公民館☎ 259-8311

高齢大学受講者募集

体操で健康づくり、体力作りを。初回と
終了時に簡単な体力測定をして、運動の
成果を確認しましょう。いもっこ体操の
体験もあります。
▶日 程：5/10 ㈭ 17 ㈭ 24 ㈭ 31 ㈭　
　6/7 ㈭ 14㈭ 20㈬ 28㈭
　7/5 ㈭ 11㈬ 10:00 ～ 12:00
▶場所：藤久保公民館ホール
▶�対象：以下の質問に３つ以上該当する
65歳以上の人

➊  階段を手すりや壁をつたわらずに昇ってい�
ますか→いいえ

➋  椅子に座った状態から何もつかまらずに立
ち上がっていますか→いいえ

➌ 15分ぐらい続けて歩いていますか→いいえ
➍ この１年に転んだことがありますか→はい
➎ 転倒に対する不安は大きいですか→はい
▶定員：40人
▶申込み：下記に電話または直接申し込み
問�地域包括支援センター内 188・189

楽しみながら健康に！
健康づくり教室

自転車保険
加入の義務化

「埼玉県自転車の安全な利用の促進に関
する条例」の一部が改正され、自転車利
用者等の自転車損害保険の加入が義務化
されました。また、学校等における保険
加入確認の努力義務が規定されました。
自転車事故により多額の賠償金を請求さ
れることもあるため、万一に備え自転車
保険に加入しましょう。
問�自治安心課防犯防災担当内 265～267

地域のつながり
行政区・自治会

災害時などもしものときに、頼りになる
のは地域の力。行政区・自治会では、夏
祭りや子どもたちの見守りなどの活動を
通じて地域の絆を深め、ともに助け合い
安心して暮らせるまちづくりを進めてい
ます。現在、町の行政区・自治会の世帯
加入率は約 2/3。未加入の人はぜひ加
入しましょう。
 申込み・加入の相談
①地域の行政区・自治会の役員へ連絡
②�自治安心課へ FAX・メール（住所・
氏名・電話番号を記入）

③�町のホームページの申し込みフォーム
から送信（上記QRコードから）

※�②③で申し込みの場合は後日、行政区・
自治会の役員から連絡します。

問���自治安心課自治協働担当内 268

恒例の初心者のためのソフトテニス教
室。仲間を誘ってぜひ参加してください。
▶�日程：4～ 6 月の毎週土曜日（5/5、
6/16 除く）　4月 9:00 ～ 11:00

　5・6月 10:00 ～ 12:00
▶場所：運動公園テニスコート
▶料金：1回 200円（当日集金）
▶対象：小学 4年生以上
▶定員：50人
▶申込み：不要。直接会場へ集合
問�生涯学習課スポーツ推進担当内 516
　庭球連盟役員（19:00 ～ 21:00）
　新井田☎ 258-5556
　高橋☎ 090-4240-0264

春季初心者
ソフトテニス教室

町からの発信情報をテレビで受け取れる
ようになりました。平時は観光・イベン
ト情報を発信し、災害時は避難情報や避
難所開設についてのお知らせをお届けし
ます。いざというときに情報を確認でき
るように、普段からぜひご利用ください。
▶�利用方法：テレビ埼玉（3ch）を視聴
中にリモコンのdボタンを押し、「三
芳町からのお知らせ」を選択する

問���秘書広報室秘書広報担当内 314

町の情報をテレビで取得
テレ玉データ放送


