町
埼玉県内市町村職員採用合同説明会
職員の募集状況、勤務条件、仕事内
容等について、各市町村の人事担当者
に直接話を聞くことができます（採用
試験や面接試験の場ではありません）
。
費用無料、予約不要、入退場自由です。
お気軽にお立寄りください。
※小川町もブースを設置する予定です。
日 時 ７月９日（木）
午後１時～６時
（入場５時まで）
場 所 さいたまスーパーアリーナ
問合せ
彩の国さいたま人づくり広域連合
人材開発部 市町村職員担当
☎０４８－６６４－６６８１
ＵＲＬ http://www.hitozukuri.
or.jp/navi/event/

の

話

題

町職員を募集します
小川町のために働いてみませんか。町行政が担う多種多様な業務を
通じ「これまでの小川町も大切に育てつつ、これからの小川町を創っ
ていく」、そんな意欲のある方を募集します。皆さんの応募をお待ちし
ています。
応募書類は総務課にあります（町ＨＰからもダウンロードできます）。
職種・採用予定人員 一般事務職・若干名
受 付 ７月１５( 水 ) ～ ８月５( 水 ) ＊土・日・祝日を除く
午前８時３０分～午後５時１５分
※郵送の場合は、８月５日 ( 水 ) 消印有効
試 験 一次：筆記試験・職場適応性検査 ９月２０日（日）小川町役場
二次：口述試験（一次試験合格者対象）１０月下旬を予定
受験資格・要件 昭和 62 年４月２日～平成 10 年４月１日生まれの方
その他要件 ＊地方公務員法第１６条に
規定する欠格条項に該当しない方
＊詳細は職員採用試験案内をご確認く
ださい。
採用の時期 平成２８年４月予定
問合せ 総務課 人事給与担当
☎ 内 ２１０

比企広域消防本部 消防職員を募集します
職種・採用人数 消防職・１０人程度
受験資格 ①平成２年４月２日以降に生まれた方で、平成２８年３月末までに大学を卒業した方または卒
業見込みの方
②平成４年４月２日以降に生まれた方で、平成２８年３月末までに短期大学を卒業した方また
は卒業見込みの方
③平成６年４月２日以降に生まれた方で、平成２８年３月末までに高等学校を卒業した方また
は卒業見込みの方
願書受付 ８月３日（月）～５日（水）午前９時～午後４時
願書の用紙は消防本部・消防署・分署にあります。
受付場所 比企広域消防本部（東松山市大字上野本１３００－１）
第１次試験 ９月２０日（日）午前８時３０分集合、９時開始
問 合 せ 比企広域消防本部 管理課 ☎２３－２２６５
ＵＲＬ http://www.hiki-saitama.jp/119/

警察官を募集します 平成２７年度埼玉県警察官採用試験（第２部）
採 用 予 定 ２１８人
受
付 ８月７日（金）～２６日（水）
第一次試験 ９月２０日（日）
問 合 せ 小川警察署 警務課 ☎７４－０１１０
＊ご不明な点は気軽にお問合せください。
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の

話

題
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始まります マイナンバー（社会保障・税番号）制度
マイナンバー（社会保障・税番号）制度は、住民票を有する全ての方に番号を付して、
社会保障、税、災害対策の分野で効率的に情報を管理し、複数の機関に存在する個人の
情報が同一人の情報であることを確認するために活用されます。
マイナンバー導入のメリット
公平な社会の実現

所得や行政サービスの受給状況を把握しやすくなり、負担を不当

に免れることや給付を不正に受けることを防止し、本当に困っている方にきめ細やかな
支援を行えるようになります。
利便性の向上

添付書類を削減できる等、行政手続が簡素化され、負担が軽減されます。

また、行政機関が持っている自分の情報を確認したり、行政機関からのサービスのお知
らせをスムーズに受取れるようになります。
行政の効率化

行政機関や地方自治体等で、情報の照合、転記、入力に要している時間

と労力が大幅に削減されます。複数の業務の間での連携が進み、作業の重複等の無駄も削減されます。
平成２７年１０月以降、マイナンバーを通知します
１０月以降、住民票を有する皆さんに１２桁のマイナンバー「通知カード」が送付されます。外国人で中・長
期滞在者や特別永住者等も対象となります。
住民異動の届出をお願いします
実際に住んでいるところと住民票の登録が異なっていませんか？

引越した後、住所異動の届出を忘れていま

せんか？就職・転勤・入学等に伴い住所を変更した方は、転出、転入、転居等の届出が必要です。
番号利用法施行日現在で、住民基本台帳に記録されている市町村から個人番号を付番した通知カードを送付しま
す。住所を変更した方は、住民異動の届出をお願いします。
マイナンバー制度の問合せ（コールセンター）
内閣府では、コールセンターで質問に回答するとともに、必要に応じて関係省庁につなぐことでワンストップ
の対応をしています。制度に関する問合せは国のコールセンターへお願いします。
午前９時３０分～午後５時３０分
＊日本語

☎０５７０－２０－０１７８

土・日・祝日・年末年始を除く
＊英

語

☎０５７０－２０－０２９１

？

ご存知ですか 「検察審査会」
検察審査員に選ばれたらご協力をお願いします
交通事故、詐欺、脅迫等の被害に遭ったのに、検察官がその事件を起訴してくれない。どうも納得で
きない。このような人のために、検察官のした処分が正しかったかを審査する機関として「検察審査会」
があります。検察審査会では１１人の審査員がこの審査をします。審査員は、選挙権を持っている皆さ
んの中から「くじ」で選ばれます。あなたもいつか選ばれることがあるかも知れません。審査員に選ば
れた時には、住民の代表としてご協力をお願いします。
また、この制度をドラマ形式で紹介したＤＶＤを貸出しています。貸出しを希望する方はご連絡くだ
さい。
問合せ さいたま地方裁判所熊谷支部内 熊谷検察審査会事務局 ☎０４８－５００－３１１１
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Ⅰ

基準総所得 ＝ 前年の総所得額等 － 基礎控除３３万円
同一世帯の世帯主と全ての国保被保険者が住民税非課税の方
医療機関にかかった時の一部負担金の割合が３割の方
同一世帯の世帯主と全ての国保被保険者が住民税非課税の世帯の方
同一世帯の世帯主と全ての国保被保険者が住民税非課税で、所得が一定基準以下の世帯の方

認定証は、入院や高額が見込まれる外来時に申請いただくものですが、７０～７４歳の現役並み所得者及び一般
の方は、保険証及び高齢受給者証の提示で判別できるため、認定証は交付されません（申請不要です）
。
また、未申告の方は必ず所得申告してください（世帯主と加入者全員。所得がない場合でも申告は必要です。未
申告世帯は上位所得とみなされます）
。
認定証の申請に必要なもの ①保険証、②印鑑、③運転免許証・住基カード等（来庁した方の本人確認ができるもの）
、
④委任状（同一世帯以外の方が申請する場合）
、⑤交付されている認定証（更新の方）
●申請月の初日からの適用となります。新規の方は、入院等より前に申請してください。
●更新が必要な方は、
７月２１日（火）以降に申請してください。現在交付されている認定証は７月３１日（金）
が有効期限です。
※国民健康保険税を滞納している世帯の方は、認定証の交付が受けられません。
問合せ 町民生活課 国民健康保険担当 ☎ 内 １４７～１４９

ハチの特性

１５, ０００円

１００円

◆振動に敏感 巣の周囲を叩いたり振動を

※１
※２
※３
※４
※５

Ⅱ

与えると、巣から次々にハチが出てきて

Ⅰ※５

２１０円（過去１２か月
の入院が９０日を超える ２４, ６００円
と１６０円）

しまう。

Ⅱ※４

◆明るい方へ行く 暗いところから光をめ

４４, ４００円

がけて攻撃してくる（懐中電灯等は手で

２６０円

持ったりしない）

歳
低所得者

般

◆ハチの目線は前と斜め上 ハチの目線は

～

一

74

ミツバチ

下方には及ばない（かがんで静かに後ず

２６０円

70

アシナガバチ

さりする）

現役並み所得者※３

８０, １００円（医療費が２６７, ０００円を超えた
場合はその超えた分の１％を加算）
＊年間４回目以降４４, ４００円

オ

スズメバチ

◆色によっては激しく攻撃される 黒くて

住民税非課税世帯※２

２１０円（過去１２か月
３５, ４００円
の入院が９０日を超える
＊年間４回目以降２４, ６００円
と１６０円）

動くものに強く反応するので、なるべく

エ

白い服や帽子を身につける

５７, ６００円
＊年間４回目以降４４, ４００円

小川町役場 ☎72-1221 FAX74-2920
◆匂いに敏感 香水・化粧品・整髪料・お

２６０円

15

弁当や汗の匂いでも寄ってくる

２１０万円以下

せ

◆早い動きに敏感 手で振払う等の動きは

ウ

10

ハチを刺激してしまう（走ったり暴れた

８０, １００円（医療費が２６７, ０００円を超えた
場合はその超えた分の１％を加算）
＊年間４回目以降４４, ４００円

りしない）

２６０円

40

ｍ離れる→１～２

２１０万円超～
６００万円以下

速やかに巣から ～

基準総所得額※１

歳未満

70

30

分位、流

イ

分以内に毒を絞り出す→ ～

１６７, ４００円（医療費が５５８, ０００円を超え
た場合はその超えた分の１％を加算）
＊年間４回目以降９３, ０００円

水で洗い流す→副腎皮質ホルモン入り抗

２６０円

ヒスタミン軟膏を塗り、安静に→異変を

６００万円超～
９０１万円以下

感じたらすぐ病院へ！

ア

問合せ

２６０円

生活あんしん室

９０１万円超

２５２, ６００円（医療費が８４２, ０００円を超え
た場合はその超えた分の１％を加算）
＊年間４回目以降１４０, １００円

☎ 内 ４０３・４０４

認定証の
適用区分

小川町周辺で
見かけるハチの種類

自己負担限度額
（１か月ごと・１医療機関ごと）

け早く医師の診察を受けてください。

申請が必要です
入院時食事代
（１食当り）

ら

危ない！「ハチ」に注意！ ハチは、５～１１月下旬頃まで活動し、８～９月が活動ピークです

「限度額適用認定証」
、
「限度額適用・標準負担額減額認定証」とは？
入院や外来時の保険診療医療費の自己負担限度額を医療機関等に示すものです。また、住民税非課税世帯の方は、
認定証提示により、
入院時の食事代が減額されます。なお、
年齢や所得区分によって限度額が異なります（下表参照）
。

所得区分

知

万が一刺されたら

～高額な医療を受ける際には「認定証」提示を！～

※スズメバチに刺された場合は、できるだ

町の国民健康保険に加入の皆さんへ

知

大きさ（㎝）

攻撃性

巣の形

２. ５～４

非常に高い

まだら模様のあるボール型

地中、切株の中、樹木の枝、
屋根裏、軒下等

茶碗をひっくり返した形

生垣や植込みの中、樹木の
枝、軒下等

複数の巣板が垂直に垂下る

閉鎖された場所、樹木の空
洞部、屋根裏等

２～３
１～１. ５

低

い

ほぼなし

巣を作りやすい場所

熱中症に気をつけましょう！ ～熱中症予防の５つのポイント～
❶ 高齢者は上手にエアコンを
高齢者や持病のある方は、暑さで徐々に体力が低下
し、室内でも熱中症になることがあります。節電中で
も上手にエアコンを使っていきましょう。周りの方も、
高齢者のいる部屋の温度に気を付けてください。
❷ 暑くなる日は要注意
熱中症は、暑い環境に長時間さらされることにより
発症します。特に、梅雨明けで急に暑くなる日は、体
が暑さに慣れていないため要注意です。
また、夏の猛暑日も注意が必要です。湿度が高いと
体からの汗の蒸発が妨げられ、体温が上昇しやすく
なっています。猛暑の時は、エアコンの効いた室内な
ど、早めに涼しいところに避難しましょう。
❸ 水分をこまめに補給
のどが渇く前に水分を補給しましょう。汗には塩分
が含まれています。大量の汗をかいたら、水分ととも
に塩分もとりましょう。ビールなどアルコールを含む
飲料は、かえって体内の水分を出してしまうため水分

ともあります。「おかしい」と思ったら、涼しいところ
に避難し、医療機関に相談しましょう。
❺ 周りの人にも気配りを
自分のことだけでなく、近所で声を掛け合うなど、
周りの人の体調にも気を配りましょう。スポーツ等行
事を実施する時は、気温や参加者の体調を考慮して、
熱中症を防ぎましょう。

こんな症状があったら医療機関へ！
軽

めまい、立ちくらみ、汗が止まらない

中

頭痛、吐き気、体がだるい（倦怠感）、
虚脱感

重

意識がない、けいれん、高い体温である、
呼びかけに対し返事がおかしい、まっ
すぐに歩けない

の補給にならず、逆に危険です。
また、高齢者は暑さやのどの渇きを感じにくい傾向
にありますので、こまめに水分を補給しましょう。寝
る前にも忘れずに！
❹「おかしい」と思ったら病院へ
熱中症は、めまい、頭痛、吐き気、倦怠感などの症
状から、ひどい時には意識を失い、命が危険になるこ

問合せ
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パトリアおがわ（健康増進課）☎７４－２３２３
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