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　　環境に優しい清掃を　　株式会社　アゼル

三芳町北永井　394-2　　☎049-257-2658

された環境に優しいアルカリイオン電解水

おお子子ささんん、、ペペッットトののいいるる家家庭庭ででもも安安心心ししてて使使ええまますす

掃除のプロが自信をもってプロデュース　

化化学学合合成成洗洗剤剤をを一一切切使使用用ししててなないいののでで赤赤ちちゃゃんんやや

eco clean water（家庭用販売キット）

9999..99％％のの水水とと汚汚れれをを分分解解すするる00..11％％のの電電解解水水でで構構成成
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ビルスコープ株式会社 
☎ 049-293-4900 

〒354-0041 三芳町藤久保 539-4-303 電電気気抵抵抗抗試試験験  

官公庁・大手の建設会社・マンション管理会社もリピーター 高い精度で原因を特定 

✉ chousa@buil-scope.co.jp 

 

三芳町役場 ☎ 049(258)0019（代表）
〒354-8555 三芳町大字藤久保 1100 ｰ 1

お知らせ
「募集」「イベント」「お知らせ」など
暮らしに役立つ情報をお届けします。

今後の状況により、下記のページに掲載されているイベント等が中止や延期になる
場合があります。詳細は町ホームページを確認、または担当課へお問い合わせくだ
さい。※町主催以外のイベント等については、直接主催者へお問い合わせください。

● information（P10 ～ 13）●お知らせ（P16 ～ 20）●無料相談（P21） 
 ●図書館だより（P22）●保健・健康（P23）●子ども通信（P24・25）

町内公共施設のイベント等の開催状況！ ◀
町
HP

10月31日㈪の納期限は次のとおり
です。納期限内に納付してください。
■町県民税（第3期）
■国民健康保険税（第 4期）
■介護保険料（第 4期）
■後期高齢者医療保険料（第 4期）
※�口座振替の申請はペイジー口座振
替サービスをご利用ください。

問�税務課管理担当内 126・127

納期限にご注意 イベント・事業名 担当課 状況
町民体育祭 文化・スポーツ推進課内 433 中止中止

産業祭 観光産業課内 215 中止中止

町民文化祭 藤久保公民館 ☎ 258-0690 中止中止

緑地保全・緑化推進事業
寄附の募集

退職（失業）による
特例免除制度

厚生年金に加入していた人が退職（失業）
すると、市区町村役場で国民年金の加入
手続きを行い、保険料を納めることにな
りますが、保険料を納めることが経済的
に困難な人には、申請によって保険料の
納付を免除される制度があります。
特例免除制度は、退職（失業）した年度
及び翌年度に限り利用することができま
す。通常、保険料が免除されるためには、
申請者本人・配偶者・世帯主が、所得基
準の範囲内である必要がありますが、特
例免除では審査の対象となる申請者本人
の所得を除外して審査を行います。
▶�申請窓口：住所地の市区町村役場国民
年金担当・年金事務所

▶�必要書類：雇用保険受給資格者証（写）、
雇用保険被保険者離職票（写）等

※�学生で保険料を納付することが困難な
場合は、学生納付特例制度をご利用く
ださい。

問��住民課保険年金担当�内 153

10/17 ㈪～ 23㈰は行政相談週間です。
町では総務大臣から委嘱された行政相談
員が、役場の仕事などに関する要望等に
ついて相談を受けます。（予約不要・無料）
▶日時：10/20 ㈭ 13:15 ～ 16:30
▶場所：役場 1階エントランスホール
以下の場所でも相談を受け付けています。
【行政苦情 110番】
総務省関東管区行政評価局
☎ 0570-090110�FAX048-600-2336
HP �h t tps : //www.soumu.go . jp/
hyouka/gyousei-form.html

問�総務課人権・庶務担当�内 405

行政相談週間

第 54回入間東部地区駅伝競走大会の協
賛企業・団体およびネーミングライツ（大
会命名権）を募集します。3年ぶりの開
催となる大会を一緒に盛り上げる企業・
団体のご協力をお待ちしています。
※ 10/3 ㈪から受付。
▶大会ポスター等掲示物の協賛表示
　10/31 ㈪締切 /協賛金 5千円以上
▶ナンバーカードの協賛表示（5社）
　10/31 ㈪締切 /協賛金 3万円以上
▶大会ネーミングライツ（大会命名権・1社）
　10/18 ㈫締切 /協賛金 30万円以上
問�入間東部地区駅伝競走大会事務局
　（文化・スポーツ推進課）内 433

協賛募集
第 54 回入間東部駅伝大会

急を要する子どもの預かりを行う助け合
い活動です。子どもを預かる有償ボラン
ティアを募集します。空いた時間でお手
伝いいただける活動です。活動に必要な
保育等の講習（4日間）を行いますので、
下記 2会場で都合の良い日程を組み合
わせてご参加ください（参加費無料）
会場① ふじみ野市役所会議室

日程 ➊ 10/18 ㈫�➋ 10/19 ㈬
➌ 10/20 ㈭�➍ 10/21 ㈮

時間 �9:30 ～ 16:30
会場② ふじみ野交流センター講座室

日程
➊ 11/17 ㈭�➋ 11/18 ㈮
➌ 11/29 ㈫�➍ 11/30 ㈬

時間 �9:30 ～ 16:30

緊急サポートセンター
埼玉サポート会員養成講座

▶�申込み：下記へ電話で申し込み。
※�保育士等の資格保持者は免除できる部
分もあります。
※�日程が合わない場合は近隣他市での講
習をご案内しますのでご相談ください。

問�緊急サポートセンター埼玉
　☎048-297-2903
　（受付時間7:00～20:00土日祝日可）

11月2日㈬

地震の発生時に備え、緊急地震速報訓練
を実施します。

�■�訓練で行う内容
町の防災行政無線から、一斉に次の放送
がされます。

10：00ごろ

➊�（チャイム音）「こちらは防災みよし
です。ただ今から訓練放送を行います」

➋�（緊急地震速報チャイム音）「緊急地
震速報。大地震です。大地震です。こ
れは訓練放送です。」× 3 回

  ➌➌��「これで訓練放送を終わります。」（チャ「これで訓練放送を終わります。」（チャ
イム音）イム音）

問��自治安心課
　�防災・交通安全担当
　�内 265～ 267

※�事前に三芳町地域コミュニティメール、
町ツイッター、町ＨＰでも周知します。

J-ALERT での
緊急地震速報訓練

2023 年版
埼玉県民手帳の販売

▶販売期間：10/14 ㈮～ 12/16 ㈮
※�町内コンビニエンスストア等では令和
5年 2月末まで

▶�規格：価格 /600円（税込）、14cm×
9cm、色 /ネイビー・ペールグリーン
▶�頒布場所：財政デジタル推進課・町内
コンビニ・県統計相談室（県庁第２庁
舎１階）・県民活動総合センター・県物
産観光館そぴあ・県内一部の書店など。

問�財政デジタル推進課電算統計担当内413

緑のトラスト保全第14号地「藤久保の平
地林」やその周辺の保存樹林、そして上
富ケヤキ並木通りなどの保存樹木を、町
の貴重なみどりや歴史的環境として残す
ため、住民・企業・団体などの寄附金を
資金とし、緑地の保全整備事業に活用し
ます。皆様のご寄付をお待ちしています。
▶�受付期間：通年（4/1 ～ 3/31）
▶�金額：【事業者（団体等）】1口 5,000
円、【個人（町民等）】1口 500円

　※�口数制限なし。1口以上のご協力を
お願いします。

▶�方法：「三芳町緑化推進費寄附金寄附
申込書兼領収書」（下記窓口または郵
送で入手）を記入の上、下記窓口・各
出張所・お近くの金融機関窓口で納入。

▶�税の控除：本寄付は三芳町への寄附と
なり税法上の優遇処置があります。法
人は寄付の全額を損金に算入できま
す。個人の場合はふるさと納税制度が
適用されます。

問��環境課自然環境担当�環境課自然環境担当�内 218218

令和 4年 4月分から令和 5年 3月分ま
での国民年金保険料は、月額 16,590 円
で、納付期限は、「納付対象月の翌月末
日」と定められています。国民年金保険
料の納付は、金融機関やコンビニ以外に
も、クレジットカードによる納付や便利
でお得な口座振替もあります。
日本年金機構では、国民年金保険料を納
付期限までに納めずに放置すると、強制
徴収の手続きによって督促を行い、さら
に納付がない場合は、財産を差し押さえ
ることがありますので、早めの納付をお
願いします。
所得が少ないなど保険料の納付が困難な
場合は、免除や猶予の制度がありますの
で、最寄の年金機構、下記窓口へご相談
ください。
問�住民課保険年金担当内 153

国民年金保険料の
納付期限

私たちの周りには、さまざまな事情によ
り、家族と一緒に暮らすことのできない
子ども達がいます。こうした子ども達を
家庭に迎え入れ、温かく成長を見守り育
ててくれる里親さんを募集しています。
里親入門講座では、里親制度の概要を説
明し、里親さんの子育て体験談をお話し
します。
▶�日時：11/5 ㈯ 14:00 ～ 16:00
▶�場所：川越児童相談所大会議室（川越
市宮元町 33-1）　▶�料金：無料

▶�対象：県内在住で里親に関心のある人
▶定員：30人（管内優先・申込順）
▶�申込み：下記に電話で申し込み。
問�川越児童相談所里親推進担当
　☎ 223-4152（8:30 ～ 18:15）

里親入門講座


