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豊島区立三芳グランド ☏049-259-9397
三芳町上富382-1（三芳中学校となり） 受付 月～土8時～20時、日8時～18時

無料体験 電話問合せ ●ホームページ http://miyoshi. tsjpn.com/

●テニス 一般･小中高生（月～日）●サッカー幼児･小学生（火～金）

テニス＆サッカースクール
４月生募集 無料体験受付中

日本体育協会、日本テニス協会、日本サッカー協会公認コーチが指導

『庭木１本から剪定いたします』

樹木医・ 級造園技能士・ 級造園施工管理技士

あきら造園
『剪定、伐採、草取り、庭木消毒、植栽、お庭づくりなど
お庭・ガーデニングの事なら、お気軽にご相談ください』

代表 伊東 晃 富士見市針ケ谷

都市計画道路「竹間沢大井勝瀬通り線」
の一部（唐沢小学校前交差点から北西約
340mの範囲）の線形を見直し、都市
計画の変更をすることになりました。こ
の変更に伴い、都市計画道路「三芳富士
見通り線」との交差点の隅切りの変更も
行いますので説明会を行います。
▶日時：4/11 ㈪ 18:00 ～ 18:30
▶場所：藤久保公民館多目的ホール
問�都市計画課都市計画・区画整理担当
　内 235・238

都市計画変更
（都市計画道路）説明会

�■�令和4年度三芳町芸術文化支援事業
世界各地の民族音楽が集まったバンド
「あれぐりあ大陸」。
その音楽ジャンルは J-POP からアニソ
ン、アンデスからカリブ海まで！音楽の
歴史や世界の楽器をレクチャーしながら
のコンサートは大人から子どもまで楽し
めること間違いなし！「あれぐりあ大陸」
と一緒に世界の音旅へ♪
▶日時：5/14㈯�開場14:30開演15:00
▶場所：コピスみよし�ホール
▶�料金：一般 1,500 円、高校生以下
500円（全席指定）

▶申込み：下記に電話で申し込み。
問�コピスみよし�☎ 259-3211

世界の民族楽器大集合！
あれぐりあ大陸

藤久保地域拠点施設整備等事業（以下「本
事業」という。）の要求水準書（案）の公
表に合わせ、本事業に関心のある事業者
に対し、要求水準書（案）の説明を行います。
▶�日時：4/21 ㈭ 13:30 ～
▶�場所：藤久保公民館多目的ホール
▶�対象：本事業に関心のある事業者（町
内外問わず）

▶�申込み：町HPより参加申込様式を入
手し、4/20 ㈬までに下記担当にメー
ルで申し込み。

問��施設マネジメント課藤久保地域拠点
施設整備担当�内 455

藤久保地域拠点整備等事業
要求水準書 (案 ) 説明会

4 月より、一般開放日が月・
土曜日に変更になります。こ
れに伴い、巡回バス運行時間

も変更します。詳しくはWEBサイト（上
記二次元コードまたは下記URL）より
ご確認ください。
https : / /ameb lo . jp/miyo fu re/
entry-12727172785.html
問�ふれあいセンター�☎ 258-7211

ふれあいセンター
巡回バス運行時間変更

口腔の健康を守るため、年に 1度は検
診を受けましょう。自己負担金 500 円
（生活保護世帯は無料）。
�■�歯周疾患予防検診（一般成人向け）
▶�実施期間：令和 4年 4月 1日～令和
5年 3月 31日（定員に達し次第終了）

▶�対象：20歳以上の男女�▶�定員：100人
▶�申込み：①件名「歯周疾患予防検診の
申込み」②住所③氏名（ふりがな）④
生年月日⑤性別⑥電話番号を明記し、
下記担当へ事前に窓口・はがき・メー
ル・FAX で申し込み。診査票が届い
たら実施医療機関に予約後受診。

�■�妊婦歯科検診（妊婦向け）
▶�実施期間：診査票交付から出産日まで
▶�対象：町内在住で母子健康手帳の交付
を受けた妊婦。

▶�申込み：母子健康手帳交付時に診査票
をもらい、実施医療機関に予約後受診。
�■�実施医療機関
医療機関名 住所 電話番号
清水歯科医院 藤久保 849-21 258-7475
三芳歯科医院 藤久保 311-9 258-5200
大進歯科医院 藤久保 431-22 259-1138
はばら歯科 藤久保 82 258-7615
ユナイト
みよし歯科

藤 久 保 855-
403 274-5418

うららか歯科
藤久保 337-9
ベルク藤久保
店 1F

293-4841

おがた歯科 みよし台 6-7 258-2205

�■�注意事項
・�検診受診日に町外に転出している場合
は対象外。
・�同一年度内に同じ検診を2回受けることは不可。
・�歯科治療中、総入れ歯の人は対象外。
問��健康増進課健康長寿担当
内 188～ 190�FAX257-1041
�hoken@town.saitama-miyoshi.lg.jp

歯周疾患予防検診・
妊婦歯科検診

�■�喪失手続き
国民健康保険に加入している人が、職場
の健康保険等に加入した場合は、国民健
康保険の喪失の届出が必要です。お仕事
等で窓口に来庁することが難しい場合に
は、郵送による喪失の手続きをすること
も可能ですのでお問い合わせください。
社会保険の取得日以後に、三芳町国民健
康被保険者証を使って医療機関を受診し
た場合は、保険者負担分を返還していた
だくことがあります。該当の場合は、診
療月の 4か月後に下記担当より書面に
てお知らせします。
�■�加入手続き
職場の健康保険を喪失した場合や、その
扶養家族を外れた場合は国民健康保険の
加入の手続きが必要です。
問�住民課保険年金担当内 153～ 158

国民健康保険の
喪失・加入手続き

令和4年度より未就学児（義務教育就学前）
にかかる国民健康保険税について、均等割
額の半額（低所得軽減対象者については
低所得軽減後の額の半額）を減額します。
対象者は自動的に減額となりますので、
申請の必要はありません。
※�所得が判明していない未申告世帯は、
正しく軽減が適用されない場合があり
ますので所得申告をお願いします。

問�住民課保険年金担当内 153～ 158

国民健康保険税均等割
の軽減（未就学児）

建設工事請負等競争入札
参加資格審査

令和 3・4年度第 4回申請（新規・追加）
のお知らせです。
※�競争入札参加資格への登録は、藤久保
地域拠点施設整備等事業の参加要件と
なりますのでご注意ください。

▶�対象業務：建設工事、設計・調査・測
量、土木施設維持管理

▶申請方法：県総務部入札審査課に郵送
▶�資格有効期限：令和 4年 8月 1日～
令和 5年 3月 31日

�新規申請
申請日現在、埼玉県電子入札共同システ
ムに対象業務のいずれにも登録がない事
業所が競争入札参加資格を申請しようと
する場合。
▶受付期間：5/2 ㈪～ 5/20 ㈮
�追加申請
上記の登録がある事業所が自治体や申請
業務等を追加する場合。
▶受付期間：5/2 ㈪～ 5/27 ㈮
※�詳細及び「申請の手引」等は埼玉県入
札審査課ホームページにて。

問�施設マネジメント課管財契約担当
　内 452・453

あいサポーター研修

障がいのある人が困っている
ときにちょっとした手助けが
できるよう、様々な障がいに

ついて学んでみませんか。
▶日時：4/20 ㈬ 14:00 ～ 15:30
▶場所：役場 5階 501会議室
▶�定員：10人（先着順）
▶�申込み：4/15㈮�16:00 までに電話・
FAX・上記二次元コードから申し込み。

問�富士見市社会福祉協議会
�　☎ 254-0747�FAX255-4374

障がいについて障がいについて

学びませんか？学びませんか？

▶�対象：国民年金第 1号被保険者で出
産日が平成 31年 2月 1日以降の人

　�※出産とは妊娠 85日（4ヶ月）以上
のことで、死産、流産、早産を含む。

▶�免除期間：出産予定日または出産月の前
月から4ヶ月。多胎妊娠は、出産予定
日または出産月の３ヶ月前から６か月間。
▶届出時期：出産予定日の6か月前から。
問�住民課保険年金担当内 156

産前産後期間の
国民年金保険料の免除

チームオレンジメンバーによる認知症カ
フェを3/30㈬から開催しています。認知
症当事者や家族、介護者など誰でも参加で
きます。日頃の介護に関する悩みからちょっ
とした世間話など、少し立ち寄って気晴ら
しができる、自由な認知症カフェです。
▶日時：毎週水曜日 10:00 ～ 12:00
毎週木曜日10:00～12:00・14:00～16:00
▶�場所：認知症サポートセンター（藤久保27-9）
▶定員：10人
▶�申込み：三芳町認知症サポートセン
ターに電話で申し込み。

問�三芳町認知症サポートセンター
　☎ 259-2525
　健康増進課健康長寿担当�内 189

認知症カフェ
チームオレンジ

町の組織変更

4/1 ㈮より町の組織を次のとおり変更
します。①「MIYOSHI オリンピアード
推進課」を「文化・スポーツ推進課」に
課名変更�②こども支援課児童福祉担当
に「子ども家庭総合支援拠点」を設置
問��政策推進室政策推進担当�内 422

インボイス制度説明会

事業者向けに消費税のインボ
イス制度説明会を開催しま
す。令和 4 年 5 月から各月

2回程度、川越税務署で令和 5年 10月
から開始する消費税のインボイス制度に
ついての説明会（事前予約制）を実施し
ます。詳しくは国税庁ホームページ（上
記二次元コード）をご覧ください。
問�川越税務署法人課税第一部門
　☎ 235-9447


