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花いっぱいのまちづくり
活動団体募集区長

副区長決定
令和 2 年度の区長・副区長が決定しました。区長会長、副会長、会計、監査の選出結果は
決まり次第広報みよしでお知らせします。

区名 職名 氏名 電話番号

藤久保
第２区

区長 伊藤　敏彦 258-5442
副区長 中沢　政春 259-3618
副区長 木村　光弘 259-9293

藤久保
第３区

区長 西内　一夫 258-3466
副区長 西澤　一廣 258-4838
副区長 安島　庄一 258-9311

藤久保
第４区

区長 浅沼　修治 258-2150
副区長 鈴木　明 258-3863
副区長 荻原　健司 258-3568

藤久保
第５区

区長 鷹野　信治 258-0666
副区長 草野　紀子 259-3424
副区長 鈴木　栄治 258-1967

藤久保
第６区

区長 山田　久美子 090-4533-0737
副区長 鹿島　武雄 259-7255
副区長 古河　功次 258-6446 ※

竹間沢
第１区

区長 忽滑谷　一夫 258-4046
副区長 忽滑谷　昌弘 258-4620
副区長 忽滑谷　幸弘 258-7955

みよし台
第１区

区長 竹内　滋 090-8438-1075
副区長 栗原　鎭 090-7218-6763
副区長 高橋　寬 259-1608

区名 職名 氏名 電話番号

上富
第１区

区長 富岡　誠 258-3828
副区長 大野　勝巳 258-1714
副区長 松尾　和己 259-1052

上富
第２区

区長 早川　光男 258-0759
副区長 小山　肇 258-0014
副区長 伊東　佳孝 258-2711

上富
第３区

区長 渋谷　正昭 293-3367 ※
副区長 田村　裕昭 080-9434-7817
副区長 早津　明子 090-2729-5202

北永井
第１区

区長 斉藤　孝 258-0933
副区長 清水　邦宏 259-1091
副区長 荻島　和彦 258-8205

北永井
第２区

区長 田中　好明 259-1915
副区長 田村　正和 258-6114
副区長 吉田　徹 259-9762

北永井
第３区

区長 日下部　辰男 258-8812
副区長 曽我　幸也 258-5169
副区長 山岸   和一 259-1957

藤久保
第１区

区長 高木   久雄 258-2082
副区長 深沢　伸浩 090-1695-9759
副区長 下山　太郎 293-8671

※…勤務先会社の番号

町制施行 50周年記念
町民特別表彰の推薦募集
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4 月１日付で町教職員の人事異動が発令されましたの
でご紹介します。※管理職のみ。

問　学校教育課　内 522

町立小中学校教職員転出入者
教職員人事異動

新職 職名 氏名 前職

転入

①三芳小 校長 河野公子 所沢市立伸栄小
②藤久保小 校長（再任用）佐藤和秀 藤久保小
③三芳東中 校長 林武嗣 三芳中
④竹間沢小 教頭 飯泉覚信 三芳町教育委員会
⑤三芳東中 教頭 加藤哲郎 三芳町教育委員会

転補 三芳中 教頭 田川一義 藤久保中
藤久保中 教頭 小林陽一 三芳東中

転出 所沢市立三ヶ島中 校長 豊澤一美 三芳東中　校長

退職
― ― 蘇武伸吾 三芳小　校長
― ― 佐藤和秀 藤久保小　校長
― ― 相原正 竹間沢小　教頭

① ② ③ ④ ⑤

miyoshimiyoshi

お知らせ
miyoshi

news

粗大ごみ処理手数料納付券
町内取り扱い店舗
問　環境課　内 216・217

有 料粗大ごみを捨てる際は「粗大ごみ処理手数料納
付券」（シール券）が必要です。町内のスーパーや

コンビニなどでお買い求めください。

 ▼  スーパーマーケット

 ▼  ローソン

 ▼  ファミリーマート

・ヤオコー三芳藤久保店（藤久保 855-403）
・ベルク藤久保店（藤久保 337-9）
・カスミ三芳店（藤久保 305-1）

・三芳藤久保北店（藤久保 818-3）
・富士見上沢公園前店（藤久保 4012-6）
・三芳竹間沢店（竹間沢 43-8）
・ふじみ野高校前店（北永井 996-10）
・三芳北永井宮本店（北永井 907-1）
・三芳北永井店（北永井 67-7）
・三芳北永井芝原店（北永井 503-1）

・三芳藤久保店（藤久保 581-12）
・みよし台店（みよし台 6-15）
・三芳永久保店（上富 1902-1）

品目は3月号に折り込みの分別マニュアルで確認

【取扱店舗】

　問 自治安心課 内 268・269
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町制施行 50周年記念

 ▼ 応募資格

町制施行 50 周年を町内外に広く PR するとともに、住民の皆さまに町への愛着を深めていただくことを目的に、原動機付
自転車オリジナルナンバープレートを作成します。未来に遺る、魅力あふれる町独自のナンバープレートの図柄等デザイン
を広く募集します。

原動機付自転車ナンバープレートデザイン募集

賞品

どなたでも応募できます。（個人・事業者・団体を問いません）

 ▼ 応募規格
➊三芳町の特色・魅力を表現したデザイン
➋サイズの目安：縦 10cm ×横 20cm
➌フルカラー対応
➍ナンバープレートの下地の色
　【50cc 以下】白色　【90cc 以下】黄色　
　【125cc 以下】桃色
　※デザインは各色共通に利用するものとなります。
➎採用された図柄等の配置は、最終的に町で調整します。

 ▼ 注意事項　※以下を了承の上、ご応募ください。
➊応募に係る経費のお支払いはありません。
➋ 採用されたデザインに関する一切の権利は、三芳町に帰

属します。
➌ 応募するデザインは、自作・未発表のものに限ります。

また、他の著作権や商標、その他第三者の権利を侵害し
ないものとします。

➍ 応募したデザインの著作権に関わる問題が発生した場合
は、すべて応募者の責任となります。

➎ ナンバープレートとしての使用にあたり、デザインデー
タに補正・修正を加えさせていただく場合があります。
また、町が保有する図柄等と併用する場合もあります。

➏応募で取得した個人情報は、目的以外に使用しません。
➐入賞者は氏名またはニックネームで公表します。

 ▼ 応募方法
▶ 応募方法：町ホームページ内の応募フォー

ムから申し込み（右の QR コード参照）。
▶データ形式：JPEG 形式
▶データ容量：2MB まで

 ▼ 選考・公表
【選考】選考委員会にて採用デザインを決定。
【公表】受賞者に通知し、町ホームページで公表。

5月1日㈮～5月31日㈫応募期間
三芳町の特産品セット

公 園や沿道などの花壇へ花植えを行う団体に、
花苗を配布します。町制 50 周年を迎える三

芳町を花いっぱいにして、華やかなまちづくりをし
てみませんか。

➊�公園や沿道など公共の場所で緑化活動に取り組
む団体

 ➋�花植え後、活動報告書（写真添付）を提出でき
る団体

➌花苗を継続的に管理育成できる団体

品種・色は場所や季節などを、株数は面積や配布実績
を考慮し決定。※申請団体多数の場合、希望通りに配
布できない場合があります。

  ▼ 活動団体登録申請の条件

  ▼ 花苗の配布

  ▼ 申込方法
申請書（環境課窓口かホームページで入手）に記入し、
環境課へ窓口・FAX・メールで提出。 
FAX：049-274-1013

kankyo@town.saitama-miyoshi.lg.jp

町政進展に貢献され、特に功績の優れた町民の誇
りとなる人や団体の推薦を募集します。※被表

彰者は、11月3日の町制施行50周年記念式典で表彰。

特別表彰推薦書（秘書広報室窓口かホームページで
入手）、功績内申書を秘書広報室へ窓口・FAX・メー
ルで提出。
FAX：049-274-1054

hisyo@town.saitama-miyoshi.lg.jp

  ▼ 推薦方法

・スポーツ、芸術・文化の大会等で活躍した人。
・奉仕活動など地域の活動に尽力し功績の優れた人。
・新型コロナウイルス感染拡大防止に尽力した人。

  ▼ 被推薦者の例


