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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！

■美里町ホームページ　https://www.town.saitama-misato.lg.jp

広 報 み さ と広 報 み さ と
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●発行　美里町　〒367-0194　埼玉県児玉郡美里町木部323-1
●編集　総務課　☎ 0495-76-1115　ＦＡＸ 0495-76-0909

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

12月22日（木） １ 月 ５ 日（木）
下児玉・北十条・南十条・沼上・広木 １ 月12日（木） １ 月19日（木）
駒衣・木部・古郡・甘粕・中里・湯栃・野中

火・金
12月23日（金） １ 月 ６ 日（金）

小栗・猪俣・湯本・大仏・白石・円良田 １ 月13日（金） １ 月20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。

No.140

12
15

従業員（パート・正社員）募集！従業員（パート・正社員）募集！
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 	 運送事務
要　　件 	 パソコン入力、電話対応、無線使
用に抵抗のないかた

時　　間 	 パート：午前９時～午後６時の間
でシフト制（６時間勤務）
	 正社員：午前９時～午後６時（８時間勤務）

勤 務 日 	 パート：月～金曜日の間で週４日
勤務、月１回土曜日出勤あり（事前に休日希
望を確認してシフトを組みますが、急な休日
変更も対応可能です。）

	 正社員：会社カレンダーによる

給　　与 	 パート：時給987円～990円
	 正社員：月収例　170,000円～200,000円

応募方法 	 電話にて受付
そ  の  他 	 パート、正社員共に３か月の試用
期間あり（時給987円）
　※ドライバーやフォークリフト作業員も随時
募集しています。

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

65歳以上のかた、重症化リスクのあるかた、つらい症状のあるかた、
妊娠をしているかたは、医療機関を受診してください。

もし発熱をしたら

　発熱外来を受診する際は、まずは、かかりつけ医に相談してください。
　かかりつけ医で対応できない場合は、「埼玉県指定診療・検査医療機関」を
検索し、必ず事前に予約をしてから受診するようお願いします。

■受診先の確認・受診を迷う場合
　埼玉県受診・相談センター　☎048-762-8026
　（土日・祝日を含む 午前９時～午後５時30分）
■受診先の確認・一般的な質問
　県民サポートセンター　☎0570-783-770
　（24時間・年中無休） 感染予防対策の継続をお願いします

検索システム
ＱＲコード
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新型コロナウイルス感染症に関するお知らせ新型コロナウイルス感染症に関するお知らせ

　発熱などの体調不良時に速やかに自己検査できるよう、新型コロナ抗原定性検査キット・解熱鎮
痛剤を事前に購入しましょう。事前に購入し、自己検査することで、以下のメリットがあります。

①発熱時に検査キット陽性の場合、早期にオンラインの確定診断を受け、安心して療養に入れます。
②発熱時に検査キット陰性の場合、かかりつけ医や最寄りの医療機関が受診しやすくなります。
※事前に検査キットを備えておくことにより、インフルエンザの場合、治療薬の効果が期待でき
る発症から48時間以内の服用がより確実になります。

備えましたか？　検査キット備えましたか？　検査キット

この冬は、ワクチン接種・新型コロナ抗原
定性検査キット・解熱鎮痛薬の準備を

チチェェッックク！！

新新型型ココロロナナウウイイルルスス感感染染症症とと季季節節性性イインンフフルルエエンンザザがが
同同時時にに流流行行すするるとと、、発発熱熱外外来来ががひひっっ迫迫すするる可可能能性性ががあありりまますす。。

・新型コロナ抗原定性検査キット
・解熱鎮痛薬 （市販の解熱鎮痛薬について）

発熱などの体調不良時にそなえて、
早めに購入しておきましょう

感染が拡大する前の接種をご検討ください

・新型コロナワクチンの接種
新新型型ココロロナナワワククチチンンのの早早期期のの接接種種ををおお願願いいししまますす。。

（インフルエンザ

ワクチンについて）

「「研研究究用用」」ででははななくく国国がが承承認認ししたた「「医医療療用用」」ももししくくはは「「一一般般用用」」ののキキッットトをを使使用用ししててくくだだささいい。。

国が承認した検査キットの一覧

（一般用）（医療用）

医医療療用用 一一般般用用

あわせて確認しておきましょう

そそのの他他、、生生活活必必需需品品ななどどもも用用意意ししてておおききままししょょうう。。
（（体体温温計計・・日日持持ちちすするる食食料料（（ ～～ 日日分分））ななどど））

かかかかりりつつけけ薬薬剤剤師師・・薬薬局局ににおお気気軽軽ににごご相相談談くくだだささいい。。

（受診・相談センターについて）

国が承認した新型コロナ
抗原定性検査キットを選びましょう

・電話相談窓口などの連絡先
受受診診・・相相談談セセンンタターーななどどおお住住ままいいのの地地域域のの相相談談窓窓口口、、「「救救急急車車利利用用ママニニュュアアルル」」

のの参参照照やや♯♯ （（救救急急要要請請相相談談））、、♯♯ （（ここどどもも医医療療相相談談））ななどど

・インフルエンザワクチンの接種
歳歳以以上上のの方方ななどどのの定定期期接接種種対対象象者者でで、、

接接種種をを希希望望さされれるる方方はは早早めめのの接接種種ををおお願願いいししまますす。。

（救急車利用マニュアルについて）

（新型コロナ

ワクチンについて）

全国知事会

（厚生労働省相談窓口）

陽性者登録の方法
については、県の
ホームページをご
覧ください。

※�新型コロナウイルス・季節性インフ
ルエンザの同時流行に備えた対応が
必要です。詳しくは、厚生労働省の
ホームページをご確認ください。

この冬は、ワクチン接種・新型コロナ抗原
定性検査キット・解熱鎮痛薬の準備を

チチェェッックク！！

新新型型ココロロナナウウイイルルスス感感染染症症とと季季節節性性イインンフフルルエエンンザザがが
同同時時にに流流行行すするるとと、、発発熱熱外外来来ががひひっっ迫迫すするる可可能能性性ががあありりまますす。。

・新型コロナ抗原定性検査キット
・解熱鎮痛薬 （市販の解熱鎮痛薬について）

発熱などの体調不良時にそなえて、
早めに購入しておきましょう

感染が拡大する前の接種をご検討ください

・新型コロナワクチンの接種
新新型型ココロロナナワワククチチンンのの早早期期のの接接種種ををおお願願いいししまますす。。

（インフルエンザ

ワクチンについて）

「「研研究究用用」」ででははななくく国国がが承承認認ししたた「「医医療療用用」」ももししくくはは「「一一般般用用」」ののキキッットトをを使使用用ししててくくだだささいい。。

国が承認した検査キットの一覧

（一般用）（医療用）

医医療療用用 一一般般用用

あわせて確認しておきましょう

そそのの他他、、生生活活必必需需品品ななどどもも用用意意ししてておおききままししょょうう。。
（（体体温温計計・・日日持持ちちすするる食食料料（（ ～～ 日日分分））ななどど））

かかかかりりつつけけ薬薬剤剤師師・・薬薬局局ににおお気気軽軽ににごご相相談談くくだだささいい。。

（受診・相談センターについて）

国が承認した新型コロナ
抗原定性検査キットを選びましょう

・電話相談窓口などの連絡先
受受診診・・相相談談セセンンタターーななどどおお住住ままいいのの地地域域のの相相談談窓窓口口、、「「救救急急車車利利用用ママニニュュアアルル」」

のの参参照照やや♯♯ （（救救急急要要請請相相談談））、、♯♯ （（ここどどもも医医療療相相談談））ななどど

・インフルエンザワクチンの接種
歳歳以以上上のの方方ななどどのの定定期期接接種種対対象象者者でで、、

接接種種をを希希望望さされれるる方方はは早早めめのの接接種種ををおお願願いいししまますす。。

（救急車利用マニュアルについて）

（新型コロナ

ワクチンについて）

全国知事会

（厚生労働省相談窓口）

対象事業

参加で300ポイント‼

健幸チャレンジ　参加者募集！健幸チャレンジ　参加者募集！

理学療法士に学ぶ姿勢と歩き方
　講師：斉藤　尊大氏（埼玉よりい病院　リハビリテーション科　理学療法士）

　Ｗｉｔｈコロナの今だからこそ、自分自身や家族、親しい人たちが
「健康で幸せに暮らすこと」について考えてみませんか。
　令和４年度の健幸チャレンジでは、食生活、運動、こころの健康な
どの講演会を開催しています。ぜひ、ご参加ください。

　理学療法士は、リハビリの専門家です。理学療法士の視点から姿勢と歩き方を学び、人生100年
時代を自分の足でしっかりと歩みましょう。

参加費
無　料

申込み・問合せ＝保健センター　健康増進係　☎76-2855

【日 時】　１月25日㈬　午後１時30分～２時30分
【場 所】　コミュニティセンター　大ホール（受付開始は午後１時から）
【対 象】　町内在住で20歳以上のかた
【定 員】　40名（先着順）
【申込期間】　12月19日㈪～１月24日㈫（土日・祝日・年末年始を除く）
【申込方法】　電話または直接保健センター窓口へ（受付時間は午前９時から午後５時まで）

問合せ＝新型コロナワクチン接種問合せ窓口　☎ 0570-019007
　※月～金曜日（祝日・年末年始を除く）午前９時～午後５時ホームページ

ＱＲコード
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問合せ＝住民保険課　住民係　☎76-1366

もうすぐ締切、ラストチャンス！
マイナポイントの申込ができるマイナンバーカードのマイナポイントの申込ができるマイナンバーカードの
申請期限は、12 月末までです！申請期限は、12 月末までです！

問合せ＝住民保険課　住民係　☎76-1366

　お好きなキャッシュレス決済サービスのポイントが、最大２万円分付与されるマイナポイント第２弾が
実施されています。12月末までにマイナンバーカードの申請を行わないと、マイナポイントの申込みがで
きなくなりますので、ご注意ください。
　申請は、住民保険課の窓口において受付けています。年内の役場業務は12月28日㈬までとなりますので、
窓口での申請を希望されるかたは、お早めにお越しください。
　また、郵送やインターネットによる申請についても、12月末までに行う必要があります。

マイナポイント第２弾の申込期限は、令和５年２月末までです。申込期限は、令和５年２月末までです。

　マイナポイントは、スマートフォンをお持ちでないかたも申込みができます。住民保険課では、　マイナポイントは、スマートフォンをお持ちでないかたも申込みができます。住民保険課では、
マイナポイントの申込支援も行っていますので、ご利用ください。マイナポイントの申込支援も行っていますので、ご利用ください。

広げようマイナンバーの輪！　マイナンバーカード紹介キャンペーン広げようマイナンバーの輪！　マイナンバーカード紹介キャンペーン

マイナンバーカードの新規申請者を紹介してくれたかたに、美里町商工会発行の商品券
1,000 円分をプレゼントします！　【新規申請者１名につき、商品券 1,000 円分】

【対象】マイナンバーカードを取得した18歳以上
のかたで、新規申請者と共に申請、またはカー
ド受取りに来庁したかた

【実施期限】　令和５年１月末まで
【受取方法】　マイナンバーカード提示後、商品
券をお渡しします。

何人紹介してもOＫ！

『キャッシュレス決済』ってなに？『キャッシュレス決済』ってなに？
　お買い物の際に、現金で支払うのではなく、カードやスマートフォンのアプリに入金（チャージ）　お買い物の際に、現金で支払うのではなく、カードやスマートフォンのアプリに入金（チャージ）
して支払う仕組みです。して支払う仕組みです。
　希望するキャッシュレス決済にポイントをつけられるのか分からない場合は、お問い合わせください。　希望するキャッシュレス決済にポイントをつけられるのか分からない場合は、お問い合わせください。

個別出張申請受付中！ 個別出張申請受付中！ マイナンバーカード専用ダイヤルをご利用ください！
・個別出張申請の申込み（役場や申請会場に出向くことが困難なかたを対象としています）
・マイナンバーカードの申請方法やマイナポイント、保険証利用申込などに関するお問い合わせ

専用ダイヤル　☎０５７０-０２３３１０（住民保険課マイナンバー担当直通）
※土日・祝日・年末年始（12月29日～１月３日）を除く午前９時から午後５時までとなります。
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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）

マイナンバーカードの申請も受付中です！
問合せ＝住民保険課　住民係　☎76-1366

●日曜開庁日

12月25日（日）
午前８時30分～正午

●窓口業務延長日

１ 月12日（木）
午後７時15分まで延長

❖法律相談（事前予約制）
と　き／１月10日㈫午後１時～３時
※12月20日㈫午前９時から予約受付開始
ところ／役場１階　第１会議室
対　象／町内在住のかた（6組まで）
内　容／弁護士による法律相談
予約先／総務課　自治防災係
　　　　☎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
相談先／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
相談先／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／12月22日㈭・23日㈮
　　　　１月12日㈭・13日㈮・

　　　　19日㈭・20日㈮・
　　　　26日㈭・30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など
相談方法／面談、学校・家庭訪問
予約先／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／毎週月～金曜日（祝日を除く）
　　　　午前９時～午後４時
　　　　（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
予約先／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・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

相談先／成年後見相談ダイヤル
　　　　☎0120-235-833

❖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
相談先／美里町専用回線
　　　　☎080-3759-6756

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。
12月29日㈭から１月３日㈫は除きます。

対面相談
と　き／１月11日㈬・２月８日㈬
ところ／保健センター
受　付／午後１時～３時
※当日受付は可能ですが、予約優先です。
予約先／福祉課　社会福祉係
　　　　☎76-5132

美里町商工会からのお知らせ

歳末キャンペーンを実施します！歳末キャンペーンを実施します！

12月23日㈮～25日㈰

　「広報みさと」「広報みさとお知らせ版」
を１年間ご愛読いただきありがとうござ
いました。
　また、取材などでご協力いただきまし
た皆さまありがとうございました。
　来年もどうぞよろしくお願いします。

2023 2022

　美里虹カード会各店舗でお得なキャンペーン　美里虹カード会各店舗でお得なキャンペーン
を実施します。を実施します。
　ぜひ、ご利用ください。　ぜひ、ご利用ください。
※詳細は、お問い合わせください※詳細は、お問い合わせください。

問合せ＝問合せ＝美里町商工会美里町商工会
　☎76-0144　☎76-0144


