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Android用 iPhone用

「ごみ分別アプリ」を無料配信中
ごみの分別方法や出し方など
の確認ができて便利だよ！

行　政　区　名 可　燃 不　燃 資源ごみ

根木・関・南阿那志・北阿那志・小茂田
月・木

１ 月27日（木） １ 月20日（木）
下児玉・北十条・南十条・沼上・広木 ２ 月10日（木） ２ 月 ３ 日（木）
駒衣・木部・古郡・甘粕・中里・湯栃・野中

火・金
１ 月28日（金） １ 月21日（金）

小栗・猪俣・湯本・大仏・白石・円良田 ２ 月11日（金・祝） ２ 月 ４ 日（金）
※有害ごみ（乾電池・ボタン電池・蛍光管・水銀体温計）、使用済小型電子機器（25㎝×

15㎝以内）は役場、コミュニティセンターで収集しています。
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社　　名  ㈲岩上運輸　美里営業所
住　　所  美里町大字阿那志918番地１
仕事内容 	 ①ドライバー　②引越助手
	 	 ③運送事務
要　　件 	 ①２トン、４トン、10トントラッ
クを運転できるかた（フォークリフト免許取
得者歓迎）
	 ②	体力に自信のあるかた、月～金曜日の勤務
が可能なかた大歓迎（学生可）

	 ③電話対応、無線使用に抵抗のないかた
時　　間
	 ①・②	午前８時～午後５時30分（休憩90分）　

残業・早出残業あり
	 ③午後１時～８時の間で６時間程度
勤 務 日 	 ①・③週５日勤務
	 	 ②週１日勤務～

給　　与 	 ①月収例　２トン：230,000円～
４トン：250,000円～　10トン：300,000円～
※当社規定（経験・能力などにより優遇）による
	 ②時給1,000円～　③時給960円
応募方法 	 電話にて受付
そ  の  他 	 試用期間３か月後、職能給あり
※	試用期間後、入社祝い金あり（正社員希望の
かた）
※	アルバイト希望のかたは、週１日勤務から
応募可

問合せ＝㈲岩上運輸　美里営業所　☎71-5360
　　　　（月～金曜日　午前10時～午後４時）

※	町では、町内企業と町民の雇用・就業支援策として、求
人広告を「広報みさとお知らせ版」に無料掲載します。

問合せ＝農林商工課　産業振興係　☎76-5133

従業員（正社員・アルバイト）募集！従業員（正社員・アルバイト）募集！従業員（正社員・アルバイト）募集！従業員（正社員・アルバイト）募集！

～皆さんのご意見を募集します～～皆さんのご意見を募集します～  パブリックコメントパブリックコメント
詳細は、建設環境課窓口、美里町立図書館および町ホームページにて閲覧できます。

【閲覧・意見募集期間】１月17日㈪～２月15日㈫  【問合せ】建設環境課　都市計画係　☎76-5134

美里町建築物耐震改修促進計画（案）

【閲覧・意見募集期間】１月17日㈪～２月15日㈫  【問合せ】建設環境課　生活環境係　☎76-5134

美里町環境基本計画（案） 

【閲覧・意見募集期間】１月17日㈪～２月15日㈫  【問合せ】建設環境課　生活環境係　☎76-5134

美里町一般廃棄物処理基本計画（案）
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【日　　時】 ３月６日㈰　①午前の部：午前９時～　②午後の部：午後１時～
【対 象 者】	 未就学児とその保護者
【対象人数】	 親子20組（１組３名まで）　①午前の部10組　②午後の部10組　※応募者多数の場合は抽選
【集合場所】　	町民体育館前駐車場　※集合場所からバスで移動します。

農村公園農村公園がが生生まれまれ変変わりますわります！！

ええっっ‼‼公園づくり公園づくりにに
親子審査
親子審査参加者
参加者募集！
募集！

　昨年度に町が実施した住民意識調査では、「公園の整備」に関する住民の満足度が低く、　昨年度に町が実施した住民意識調査では、「公園の整備」に関する住民の満足度が低く、

特に就学前の子育て世代から公園に対するニーズが多く寄せられました。特に就学前の子育て世代から公園に対するニーズが多く寄せられました。

　そこで、子育てしやすいまちの実現に向け、農村公園を幼子が駆け回り、保護者が世　そこで、子育てしやすいまちの実現に向け、農村公園を幼子が駆け回り、保護者が世

間話を交わす普段使いの気軽な公園にすべくリニューアルを行います間話を交わす普段使いの気軽な公園にすべくリニューアルを行います。。

親子審査要項

　まずは、公園をつくってくれる会社をえらぶよ。
　「どんな遊具を置いたら楽しいのか」「お金はどのくらいかかるのか」
「安全な公園にするにはどうしたらいいのか」とか…楽しく安全に遊べ
る公園を提案してもらうんだよ。

公園ってどうやってつくるの？公園ってどうやってつくるの？

　美里町の公園で楽しく遊んでくれるのは、美里町に住んでい
るみんなだから、みんなに決めてもらうよ。
　今回は、未就学児とその保護者を募集して、選ばれた20組の
みんなに工事をする会社を選ぶ「親子審査」をしてもらうよ。

だれが工事をする会社を決めるの？だれが工事をする会社を決めるの？

次のことをして、公園をつくってくれる会社を選んでもらうよ。
１ばんめ：「農村公園をリニューアルしたい」って手を挙げてくれた会社の提案をきく。
２ばんめ：�提案された公園のサンプル（遊具とか）をさわったり遊んだりしてみる。
３ばんめ：一番楽しそうで安全な公園を選んで投票する。

親子審査ってなにをするの？親子審査ってなにをするの？

【応募締切】 ２月10日㈭　午後５時まで
【応募方法】	 美里町ホームページの入力フォームから申し込み
【そ の 他】	 ・	応募者全員に抽選の結果を２月25日㈮までにお知らせします。

参加者のかたには、別途詳細をお知らせします。
	 ・	当日は、屋外での体験となります。
	 ・	雨天の場合、中止または内容に変更が生じる場合があります。

ホームページ
QR コード

参加参加できるの？できるの？

問合せ＝建設環境課　都市計画係　☎76-5134

※ 今後、新たな公園も検討しています。ぜひ、この取組みに参加してください。
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住民税非課税世帯等に対する住民税非課税世帯等に対する
臨時特別給付金について臨時特別給付金について

【①住民税非課税世帯】　申請不要
◎�令和３年12月10日時点で美里町に住民登録があり、世帯全員の令和３年度分の住民税均等割
が非課税の世帯
※ 住民税が課税されている者の扶養親族等のみからなる世帯を除く。

 【制度についての問合せ】 内閣府コールセンター　☎ 0 1 2 0 - 5 2 6 - 1 4 5
　 受付時間：午前９時～午後８時　（土日・祝日を含む）

問合せ＝福祉課　社会福祉係　☎76-5132

臨時特別給付金を装った詐欺などにご注意ください。

　新型コロナウイルス感染症の影響が長期化する中、さま
ざまな困難に直面したかたがたが、速やかに生活・暮らし
の支援を受けられるよう、住民税非課税世帯等に対して、
１世帯当たり10万円の現金を給付します。
　町では、年度内に支給が開始できるよう準備を進めてい
ます。給付時期や申請方法などの詳細については、広報紙
やホームページなどでお知らせします。

対 象

　対象となる世帯には、町から口座情報や受給を確認するための「確認書」を２月中旬以降
に送付します。内容をご確認のうえ、必ず返送してください。

　申請時点で住民登録のある市町村への申請が必要となります。町の申請時期については、
決定次第お知らせします。

【②家計急変世帯】　申請必要
◎�新型コロナウイルス感染症の影響を受けて、令和３年１月以降の家計が急変し、①の世帯と
同様の事情にあると認められる世帯
※ 同一の世帯に属する者のうち、令和３年度分の住民税均等割が課されているもの全員のそ

れぞれの１年間の収入見込額が、住民税均等割が非課税となる水準に相当する額以下であ
る世帯。
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◇戸籍住民事務…�住民票（広域交付を除く）の交付、戸籍謄
本等の交付、印鑑登録、印鑑証明書の交付

※住所異動（転入・転出等）の手続きはできません。※住所異動（転入・転出等）の手続きはできません。
※�交付申請の際に不正防止のため本人確認（免許証などの確認）

をさせていただきます。
◇税金等の納付…�個人町県民税、固定資産税、軽自動車税、

国民健康保険税、介護保険料、後期高齢者医
療保険料、水道料金、集落排水使用料（納付
書持参）の納付

次回の延長窓口次回の延長窓口（戸籍住民事務、町の税金等の納付）

●日曜開庁日

１月23日（日）
午前８時30分～正午

●窓口業務延長日

２月10日（木）
午後７時15分まで延長

❖法律相談
と　き／２月１日㈫
　　　　午後１時～３時受付
ところ／役場１階　第３会議室
対　象／町内在住のかた
内　容／弁護士による法律相談
問合せ／総務税務課　総務係
　　　　☎76-1115

❖消費生活相談
とき・ところ／毎週月・水・木・金曜日	

▷本庄市役所
　　　　毎週火・金曜日	 	

▷上里町役場
受　付／午前９時30分～正午
　　　　午後１時～３時30分
問合せ／農林商工課　産業振興係
　　　　☎76-5133

❖さわやか相談（教育相談）
と　き／毎週月～金曜日（祝日を除く）
　　　　午前10時～午後３時
ところ／美里中学校（さわやか相談室）
対　象／町内在住の学生と保護者
相談方法／電話・手紙・来室
問合せ／美里中学校（さわやか相談室）
　　　　☎76-4415

❖公認心理師によるこころの相談
と　き／１月18日㈫・19日㈬

26日㈬・27日㈭
　　　　２月１日㈫・２日㈬

10日㈭・16日㈬
22日㈫・24日㈭

事前予約／ 毎週月～金曜日（祝日を
除く）

　　　　午前９時～午後５時
※相談は事前予約が必要です。
内　容／ 子どもの発達や育児、家庭

や人間関係などの悩みごと
相談方法／面談、学校・家庭訪問
問合せ／保健センター　健康増進係
　　　　☎76-2855

❖脳の元気度チェック＆相談会
と　き／毎週火曜日（祝日を除く）
　　　　午前９時30分～11時30分
　　　　（電話などで要事前予約）
ところ／保健センター
対　象／認知症の心配があるかた、

もしくはその家族のかた
内　容／簡単な認知症チェックと

生活上の相談など
問合せ／地域包括支援センター
　　　　☎76-1325

❖成年後見相談ダイヤル
と　き／毎週月～金曜日（祝日を除く）
　　　　午前９時～午後５時
対　象／美里町・本庄市・神川町・

上里町に在住・在勤のかた、
もしくはその家族のかた

内　容／高齢者や障害者のお金、不
動産、相続、成年後見など

問合せ／成年後見相談ダイヤル
　　　　☎0120-235-833
※「後見ほっとライン」が名称変更しました。

❖生活の困りごと　まるっと相談
と　き／毎週月～金曜日（祝日を除く）
　　　　午前９時～午後５時
対　象／町内在住のかた
内　容／生活や就職、家族間の悩み、

困りごとなど
問合せ／美里町専用回線
　　　　☎080-3759-6756

対面相談
と　き／２月16日㈬・３月16日㈬
ところ／保健センター
受　付／午後１時～４時
※当日受付は可能ですが、予約優先です。
問合せ／福祉課　社会福祉係
　　　　☎76-5132

各種無料相談のお知らせ　秘密は厳守します。お気軽にご相談ください。

　新型コロナウイルスワクチン接種を２回受けたかたは、新型コロナウイルス感染症の発症を
予防する効果、重症化を予防する効果が期待されています。それでも完全に予防できるとは限
りません。また、ワクチン接種を受けていないかた、さまざま理由でワクチン接種を受けられ
ないかたもいます。
　ワクチン接種後も以下の感染予防対策を継続していただきますようお願いします。

『ワクチン接種後』も感染症対策をお願いします

◇こまめに手洗い・手指消毒
◇マスクの着用
◇こまめに換気
◇人との間隔はできるだけ２m
◇「３密」（密集、密接、密閉）は避ける
◇毎朝体温、体調チェック


