平成 24 年度
銃砲刀剣類審査会

食の自立支援事業

銃砲刀剣類発見届けを警察署に提出後、速やかに登録

食事の調理ができない人などに、安否確認を

浄化槽の維持管理のお願い

町では、下水道整備区域外での単独浄化槽か

浄化槽の維持管理は浄化槽法で定められてい

してください。10 点以上の場合は事前にご連絡ください。

兼ねた食事の宅配を行っています。

ら合併浄化槽への付け替えに補助金を交付して

ます。浄化槽を使用しているお宅では浄化槽の

日時／銃砲刀剣類：５月 15 日
（火）
、
刀剣類のみ：

対象／町内に在住し住民票がある在宅で 65 歳以

います。単独浄化槽はトイレの汚水のみの処理

保守点検・清掃・法定検査を必ず行ってください。

11 月 13 日（火）受付９時 30 分〜 12 時

上の１人暮らし、高齢者のみの世帯の人で、世帯

で台所・風呂などの生活排水はそのまま放流さ

保守点検／浄化槽の機能を保つための点検、調

場所／東部総合庁舎（沼津市高島本町 1-3）

内で食事の調理などが困難な人（審査があります）

れてしまいますが、合併浄化槽はトイレの汚水

整、それに伴う修理（年３回以上。機種によっ

持ち物／①登録しようとする銃砲刀剣類②警察署が交

内容／月曜日〜土曜日 昼食または夕食の１日１食（祝日を除く）

と生活排水全般の処理をすることができます。

て異なる）詳しくは保守点検を契約している業

付した刀剣類発見届出済証③運転免許証などの身分証明

持ち物／認め印、医療保険被保険者証または介

きれいな水を保つため、合併浄化槽への付け

書④登録申請書（会場にも用意します）⑤登録審査手数

護保険被保険者証

替えをしませんか。交付条件がありますので、

清掃／浄化槽機能を回復させるために行う清掃（年

料（新規登録のための審査の場合１件につき 6,300 円）

申込み／福祉課の窓口でお申し込みください。

詳しくはお問い合わせください。

１回。全ばっ気方式は半年に１回以上）詳しくは（有）

問合先／県教育委員会文化財保護課（銃砲刀剣

各事業者や料金などの説明をします。

補助金額／①付け替え：５人槽 221,000 円、

朋栄（町許可業者）へお問い合わせください。

類担当 054-221-3158）

問合先／福祉課（979-8126）

６ 人・ ７ 人 槽 254,000 円、 ８ 人 〜 10 人 槽

法定検査／保守点検や清掃の実施状況、浄化槽

322,000 円

※新築などの新規設置に対して

機能を確認するための検査（年１回）詳しくは

も補助金を交付しています。②新規設置：５人

（財）静岡県生活科学検査センター（県指定検

障害者と高齢者への福祉タクシー、町内路線バ
ス、伊豆箱根鉄道（駿豆線）利用料金の助成

軽度生活支援事業

対象／町内に在住する福祉施設に入所していな

在宅で 65 歳以上の一人暮らしまたは高齢者のみ

い人で、次の①〜⑤のいずれかに該当する人①

の世帯の人を対象に、日常生活の援助を行います。

身体障害者手帳１級または２級の人②療育手帳

対象／在宅で 65 歳以上の一人暮らしまたは高

A 判定の人③精神障害者保健福祉手帳１級の人

齢者のみの世帯の人

④ 80 歳以上の人（昭和７年４月１日以前生ま

援助内容／○食事・食材の確保○外出時の手伝

れ）⑤平成 24 年度中に 80 歳を迎える人

い○洗濯物の搬出入○家の周りの軽微な修繕○

助成額／上限 15,000 円（年度の途中に 80 歳

者に相談してください。

槽 177,000 円、６人・７人槽 204,000 円、８

査機関）へお問い合わせください。

人〜 10 人槽 258,000 円

問合先／下水道課（979-8118）
、清掃について：

問合先／下水道課（979-8118）

（有）朋栄（978-7720）
、法定検査について：
（財）
静岡県生活科学検査センター（054-621-5030）

４月１日～５月 31 日
春の農作業安全運動を実施中
春は、田起こしや田植え作業による事故が発

東部保健所
平成 24 年度エイズ、B 型、C 型肝炎検査

家屋内の整理・朗読など

生しやすい時期です。注意事項を確認し、事故

検査日時・項目／①エイズ検査・② B 型肝炎

を迎えた人は、翌月に年度の残り月数に応じて

料金／１時間当たり 80 円（１か月の利用時間は８時間まで）

の発生を防ぎましょう。

検査：第１火曜日 17 時〜 19 時 45 分、第２

2,000 円〜 12,000 円分を交付）

持ち物／認め印、医療保険被保険者証もしくは

チェック ･ ポイント／①安全キャブ・フレーム

火曜日９時〜 11 時 30 分、第３火曜日 13 時

持ち物／認め印、介護保険被保険者証または後期高齢者医

介護保険被保険者証

のあるトラクターを使用しましょう②シートベ

〜 15 時 30 分、第４水曜日９時〜 11 時 30 分

療被保険者証（高齢者）、身体障害者手帳（身体障害者）、療

その他／介護保険の認定を受けている人は、介護

ルトを着用しましょう③作業環境を確認し、危

③ C 型肝炎検査：第２火曜日９時〜 11 時 30

育手帳（知的障害者）、精神障害者保健福祉手帳（精神障害者）

保険のサービス内容にある援助は利用できません。

険性に配慮しましょう④適正な機械使用を心が

分、第４水曜日９時〜 11 時 30 分④ HTLV-1：

申込み／即日交付しますので福祉課窓口でお申

申込先／福祉課（979-8126）

けましょう

11 月の検査日（夜間を除く）⑤性器クラミジ

問合先／農林商工課（979-8113）

ア・淋菌（尿検査）
：６月、８月、10 月、12 月、

し込みください。

平成 24 年度函南町
戦没者追悼式・慰霊祭

問合先／福祉課（979-8126）

ファミリー読書教室
親子で読書に親しんでみませんか。紙芝居、
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合併処理浄化槽設置の事業費を
補助します

町遺族会では、大戦で亡くなられた人たちの英

２月の夜間検査日

在宅介護の人に
紙おむつを支給しています

場所／県東部保健所（沼津市高島本町 1-3）
検査結果／①約１時間 30 分後（確認検査が必

霊に対し、敬意と哀悼の意を込め慰霊祭を開催し

対象／町内に在住し住民票がある在宅介護の人で、

要な場合は後日結果説明）②約１時間 30 分後

ます。多くの皆さんのご参列をお願いします。

要介護３以上または認知症の判定がⅢ a 以上の人

（③④⑤と同時実施の場合は約２週間後に郵送）

手遊びなどもあります。参加無料、申し込み不

日時／５月 29 日（火）９時 30 分〜

要です。お気軽にご参加ください。

場所／函南町中央公民館

日時／５月 19 日（土）13 時 30 分〜 15 時
場所／函南町中央公民館

多目的ホール

（主治医意見書または認定調査票のどちらでも可）

③④⑤約２週間後に郵送

支給枚数／年間 500 枚（住民税非課税世帯は 1,000 枚）

その他／①〜⑤検査料無料、要予約。①匿名受

内容／戦没者追悼式、戦没者慰霊祭（仏式）講演など

持ち物／認め印、要介護者の介護保険被保険者証

診。エイズに関する相談は随時行っています。

申込み／遺族会各支部を通しての申し込みとなり

その他／申請時に入院や施設入所している人は

希望者は①②③と同時に梅毒検査も実施可。

絵本／「はけたよはけたよ」
「いれていれて」
「に

ます。会員以外の人はお問い合わせください。

受給できません。

問合先／県東部保健所

んじんとごぼうとだいこん」

問合先／函南町遺族会（函南町社会福祉協議会

申込み・問合先／福祉課（979-8126）

2109）

問合先／生涯学習課（979-1733）

内

広報

２階和室

地 域 医 療 課（920-

978-9288）

（2012.04.16 発行）

ボイス・キュー（FM77.7MHz）で函南町からのお知らせをお聞きになれます。

広報

（2012.04.16 発行）

マイバックを持ち歩いてごみの減量をこころがけましょう。
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