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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Ⓡ

県では発達障害に特化し、就労相談か
ら職業能力評価、職業訓練、就職活動
支援、職場定着までを支援するジョブ
センターを運営しています。医師の診
断や障害者手帳の有無にかかわらず利
用できます。
※�障害福祉サービスの就労移行支援を利
用して訓練を受けるには医師の診断お
よび町による障害福祉サービスの受給
決定が必要です。

 ジョブセンター川越
川越市脇田町9-1長谷部ビル3F
☎249-8772
問���福祉課福祉支援担当内 175

発達障害者就労支援センター
（ジョブセンター）

期間中に全日本スキー連盟公認の基礎ス
キー技能検定（バッチテスト）を希望者
のみ行います。
▶�日時：2/9 ㈯～ 11（月・祝）※役場
庁舎北側駐車場集合（4:30 出発）

▶�場所：群馬県ホワイトワールド尾瀬岩鞍
▶�宿泊地：温泉旅館半次郎（☎ 0278-
58-7648）
▶�料金：24,000 円（リフト代、昼食費
別途）

▶対象：高校生以上
▶定員：30人
▶�申込み：1/25 ㈮までに総合体育館へ
申し込み

問��生涯学習課スポーツ推進担当内 517
　スキー連盟事務局�神木
　☎090-1456-4234（平日19時～21時）

三芳町スキー教室 ノロウイルスに
気を付けましょう

ノロウイルスによる食中毒は特に 11月
～ 3月に増える傾向があります。口か
ら体内に入ることで感染し、1～ 2 日
の潜伏期間の後、下痢、嘔吐、腹痛等の
症状が現れます。予防するために次の点
に注意しましょう。
①石鹸を使って手を二度洗い。
②食器、調理器具は塩素系漂白剤で消毒。
③食品は中心部まで十分に加熱。
④�便や嘔吐物で汚染された場所はマスク
や手袋をして消毒。

問���朝霞保健所生活衛生・薬事担当
　☎ 048-461-0468

▶�日 時：12/6 ㈭ 13 ㈭ 20 ㈭ 1/17 ㈭
31㈭ 2/7 ㈭ 14㈭ 21㈭ 28㈭

　13:30 ～ 16:30
▶場所：ウェスタ川越
▶�内容：相続、遺言、登記、債務整理、
成年後見、不動産の名義変更など

▶方法：面談相談（1組 1時間）要予約
▶申込み：総合相談センターで電話予約
　☎ 048-838-7472
問�埼玉司法書士会事務局
　☎ 048-863-7861

司法書士法律相談会

星空をテーマに彩られた 65万球のイル
ミネーションが中央口エリアの樹木や花
壇にきらめきます。街なかとは一味違っ
た幻想的な風景をお楽しみください。
▶�日時：12/8㈯～ 24（月・祝）の土日祝、
25㈫ 29㈯ 30㈰ 16:00 ～ 20:30
▶ 場所：国営武蔵丘陵森林公園中央口エ
リア
▶�料金：高校生以上450円、65歳以上
210円、中学生以下無料※16:00 以
降は駐車料金300円

問�国営武蔵丘陵森林公園管理センター
　☎0493-57-2111

森林公園
スターライトイルミネーション

高校や短大・大学等の入学資金の調達が
困難な人に融資あっせんを行います。
 融資あっせん対象者
①町に引き続き 2年以上居住している
②�高等学校・短大・大学・専修学校に入
学が確実である

③入学資金の調達が困難である
④町税を完納している
⑤取引金融機関の融資条件に適合する
 申請に必要な書類
①納税証明書
②卒業（見込み）証明書
③合格通知書
④給与支払報告書等
▶融資額：高校30万円大学50万円まで
▶返済期間：3年（月賦返済）
※完済後、町より利子を全額補助
▶ 申込み：2/28 ㈭までに下記窓口に申
し込み

問�学校教育課学務担当内 524・525

入学資金融資
あっせん制度

海外生活を通して国際感覚を養います。
1人で参加や初めて海外に行く人が7割
以上。事前研修では仲間作りからサポー
トしますのでご安心ください。
▶�日時：3/24 ㈰～ 4/5 ㈮のうち 6～
11日間※コースにより異なる

▶�場所：イギリス・オーストラリア・カ
ナダ・サイパン・ニュージーランド・
フィリピン・カンボジアのいずれか

▶�内容：ホームステイ・英語研修・文化
交流・地域見学・野外活動等

▶対象：小学 3年生～高校 3年生
▶料金：25.8 万円～ 49.8 万円
※�事前研修会の日程等、詳細は下記に問
い合わせ

問��（公財）国際青少年研修協会
　☎ 03-6417-9721

春休み海外研修交流事業

平成31年1月1日㈫現在、町内に事業
用の償却資産を所有している人は、1/31
㈭までに申告をお願いします。※償却資
産とは、法人や個人事業主が事業のため
に使用しているパソコンや机、看板、印
刷機といった機械や備品などです。
問��税務課資産税担当内 137

償却資産申告のお願い

国民健康保険の資格がある人で、かかり
つけ医で特定健診と同様の検査をしてい
る場合、検査データをかかりつけ医を通
じて町に提供していただくことにより、
町が皆さまの健康状態を把握し、健康増
進を支援できるようになります。該当者
には通知が送付されますので、中身をご
確認ください。
問�住民課保険年金担当内 153～ 158

特定健康診査の
診療情報提供事業

町の緑化推進及び緑化保全について住
民・事業者・行政の代表者により協議を
する緑化推進協議会委員を募集します。
▶ 要件：町内在住で三芳町の緑に興味・
関心があり、応募時の年齢が満 20歳
以上の人（書類による選考あり）

▶任期：2年間　▶定員：若干名
▶ 申込み：12/3 ㈪～ 21 ㈮までに下記
に申し込み

問�環境課自然環境担当内 218

緑化推進協議会委員
募集

障がいがある人とその家族の経済的負担
を軽減するための重度心身障害者医療費
支給事業に所得制限が導入されます。経
過措置として平成30年 12月 31日ま
でに資格を取得している場合は平成34
年 9月 30日までは今までどおり支給さ
れます。
▶開始時期：平成31年1月1日
▶�所得基準：所得額の算定は「特別児童扶
養手当等の支給に関する法律施行令」第
5条の扶養義務者の基準を用います。詳
しくはホームページ等をご覧ください。

問��福祉課福祉庶務担当内 178

重度心身障害者医療費
所得制限の導入

扶養親族の数 所得制限基準額 給与収入換算額

0 人 3,604 千円 5,180 千円
1人 3,984 千円 5,656 千円
2人 4,364 千円 6,132 千円
3人 4,744 千円 6,604 千円
4人 5,124 千円 7,027 千円
5人 5,504 千円 7,449 千円

役場周辺を周回するコースのロードレー
ス大会です。
▶日時：1/20 ㈰ 9:45 スタート
▶場所：三芳町役場周辺
▶料金：1人 500円
▶�対象：町内在住・在勤・在学・在クラ
ブの小学生以上

▼種目
①親子 1.0km（小学 1～ 3年と保護者）
②小学生1.0km（小学1～3年男女学年別）
③小学生1.5km（小学4～6年男女学年別）
④一般 1.5km（中学生以上男女別）
⑤一般 3.0km（中学生以上男女別）
▶�申込み：12/1 ㈯～ 25 ㈫に生涯学習
課または総合体育館に参加費を添えて
申し込み※当日申し込み不可

問�生涯学習課スポーツ推進担当内 516

第39回
新春ロードレース大会

町の旬をお届け！

三芳町観光サイト

風しん抗体検査

妊娠初期に風しんにかかると、赤ちゃんに
障害が残ることがあります。まずは風しん
の予防接種が必要かどうか調べるため、風
しん抗体検査を受けましょう。
▶�無料対象者：①妊娠を希望する16歳以
上50歳未満の女性とその配偶者（事実
婚含む）②「妊婦健診の結果、抗体価が
低い（HI法で32倍未満）と判明した妊婦」
の配偶者
※�同検査受診済、風しんの予防接種歴あり、
風しんにかかったことがある人を除く
▶�申込み：県ホームページから検査申込
書を印刷し、検査実施医療機関に申し
込み
問��県保健医療政策課感染症・新型イン
フルエンザ対策担当

　☎ 048-830-3557 2019 年 4月入学生を募集しています。
10代から90代の約9万人の学生が学ん
でいます。心理学・福祉・経済・歴史・文学・
情報・自然科学など約300の授業科目が
あり、1科目から学ぶことができます。
▶�出願期間：2/28 ㈭まで（第 1回）
3/17 ㈰まで（第 2回）

問�放送大学埼玉学習センター
　☎ 048-650-2611

放送大学入学生募集


