
5 4下仁田町役場　☎０２７４－８２－２１１１（代表）

　この時期は空気が乾燥し、火災が多く発生します。特に林野火災は、春を迎えての火入れの作業や、レクリエー
ションなどによる入山者のたばこから、火災に至ることが多いのです。大切な命や財産を守るため、火の取扱いに
は十分注意してください。

　また、春季全国火災予防運動中は、富岡市生涯学習センターにおきまして、富岡甘楽幼年消防クラブ員による
「ぬりえ展」を実施しておりますので、是非お立ち寄りください。

　住宅火災は、就寝時間と夕食の準備時間に発生する割合が多いのが特徴です。特に就寝中に発生すると火災に
気づきにくく、逃げ遅れてしまう可能性が高くなります。
　万が一火災が発生した場合でも、素早く避難ができるよう、火災の発生を警報音や音声で知らせてくれる住宅
用火災警報器を設置しましょう。
　詳しくは消防署に問合せ、又はホームページをご覧ください。　(http://fdto-ka.sakura.ne.jp/)　

　先月号では地域包括ケアシステムの構築に向けてと題し、これから10年後に向けての取り組みについてご紹介し
ましたが、今月は、この3月から始まる介護予防・日常生活支援総合事業を含めた介護サービスの利用の手続きについ
てお知らせいたします。

　現在の町指定ゴミ袋販売価格は、平成13年の販売開
始より15年間据え置いてまいりました。
　一方、町の仕入価格は、消費税率や製造価格の値上が
りにより、高騰してきており処分費への充当額が確保出
来なくなってまいりました。
　今回、処分費の適正な充当額確保のため販売価格を
値上げさせていただきます。
　皆様のご理解とご協力をお願いし、引き続きゴミの減量
化にも協力していただくよう併せてお願い申し上げます。

問合せ先　保健環境課環境係（保健センター）
　　　　　☎82－5490

春季全国火災予防運動が3月１日から
7日まで行われます。
春季全国火災予防運動が3月１日から
7日まで行われます。

４月から町指定ゴミ袋の販売価格が変わります４月から町指定ゴミ袋の販売価格が変わります

◇◆消防署からのお知らせ◆◇住み慣れた地域でいつまでも生活するために
【介護サービス利用の手続きについて】

住み慣れた地域でいつまでも生活するために
【介護サービス利用の手続きについて】

利用者【利用手続きの流れ】【利用手続きの流れ】

町の窓口に相談（健康課・介護保険係・包括支援センター等）

一般介護予防事業のみ利用希望者

⬅基本チェックリスト非該当者

⬇基本チェックリスト該当者
（介護予防・生活支援サービス事業対象者）

非該当
（基本チェックリストは

該当者）

介護予防サービス計画

予防給付を  利用する場合

居宅サービス計画

要支援１・２ 要介護１～５

要介護認定調査へ➡

※明らかに要介護1以上と判断できる場合や、介護予防訪問看護等の利用が必要な場合は、
要介護認定調査も受けて下さい。

それ以外の方は【基本チェックリスト】を受けて下さい。

『無防備な　心に火災が　かくれんぼ』が全国統一防火標語です。『無防備な　心に火災が　かくれんぼ』が全国統一防火標語です。

設置しましたか？「住宅用火災警報器」設置しましたか？「住宅用火災警報器」

区　　　分

燃えるゴミ専用袋(大)

燃えるゴミ専用袋(小)

燃えないゴミ専用袋(大)

資源ゴミ専用袋(大)

資源ゴミ専用袋(小)

１パック

２０枚

２０枚

１０枚

２０枚

２０枚

現在価格

５００円

４００円

３００円

４００円

３００円

改正価格

６００円

４８０円

３６０円

４８０円

３６０円

平成28年4月１日からの販売価格 (1パック金額)

3月の「保育園子育て応援（保育園体験）」活動計画
　　「保育園子育て応援（保育園体験）」は、在宅の３歳までの乳幼児と保護者及び妊婦さんが参加できます。
参加ご希望の方は、希望される保育園へお問い合わせください。

準備する
もの

保 育 園
会 場
実 施 日
時 間
対 象 児

内 容

講 師

馬山保育園

妊婦さんと３才児まで

リトミック講師　田中文華、蟻坂弘江
担当保育士　寒河江恵子

3/17（木）
１０：００～１１：００

運動の出来る服装で
お出かけください。

リトミック
乳幼児の育て方及び

在園児との交流

青倉保育園

9：50（開場）１０：００（開演）～１１：００（終了）
妊婦さん～3才

参加ご希望の方は事前に
ご連絡ください。

人形劇「やまねこ座」上演
・ねずみのすもう
・ちからもち太郎

保育園ホール 保育園ホール
※保育園の見学や子育て相談は
　いつでも実施しています。
　ご希望の方は保育園へお問い
　合わせください。

■問合せ先
馬 山 保 育 園　８２－２３２３
青 倉 保 育 園 　８２－２５４９
下仁田町役場　健康課福祉係
　　　　　　　６４－８８０３（直通）

3/15（火）

【要介護認定】
・認定調査
・医師の意見書
・認定審査会

○一般介護予防事
業（※全ての高齢者

（65歳以上が利用
可能）【総合事業】

○介護予防
・生活支援サービス事
業・訪問型サービス・通
所型サービス・生活支
援サービス（要支援１・
２及び基本チェックリス
ト該当者が利用可能）【
総合事業】

○介護予防サービス
・訪問看護・通所リハビ
リ・居宅療養管理指導
○地域密着型介護予
防サービス

・小規模多機能型居宅
介護・認知症対応型通
所介護など【予防給付】

○居宅サービス
・訪問介護・訪問看護
・通所介護・短期入所な
ど
○地域密着型サービス

・小規模多能型居宅介
護・認知症対応型共同
生活介護

○施設サービス
・特別養護老人ホーム
・介護老人保健施設・介
護療養型医療施設

介護予防ケアマネジメント

問合せ先　健康課 高齢者支援係　☎６４－８８０４



5 4下仁田町役場　☎０２７４－８２－２１１１（代表）

　この時期は空気が乾燥し、火災が多く発生します。特に林野火災は、春を迎えての火入れの作業や、レクリエー
ションなどによる入山者のたばこから、火災に至ることが多いのです。大切な命や財産を守るため、火の取扱いに
は十分注意してください。

　また、春季全国火災予防運動中は、富岡市生涯学習センターにおきまして、富岡甘楽幼年消防クラブ員による
「ぬりえ展」を実施しておりますので、是非お立ち寄りください。

　住宅火災は、就寝時間と夕食の準備時間に発生する割合が多いのが特徴です。特に就寝中に発生すると火災に
気づきにくく、逃げ遅れてしまう可能性が高くなります。
　万が一火災が発生した場合でも、素早く避難ができるよう、火災の発生を警報音や音声で知らせてくれる住宅
用火災警報器を設置しましょう。
　詳しくは消防署に問合せ、又はホームページをご覧ください。　(http://fdto-ka.sakura.ne.jp/)　

　先月号では地域包括ケアシステムの構築に向けてと題し、これから10年後に向けての取り組みについてご紹介し
ましたが、今月は、この3月から始まる介護予防・日常生活支援総合事業を含めた介護サービスの利用の手続きについ
てお知らせいたします。

　現在の町指定ゴミ袋販売価格は、平成13年の販売開
始より15年間据え置いてまいりました。
　一方、町の仕入価格は、消費税率や製造価格の値上が
りにより、高騰してきており処分費への充当額が確保出
来なくなってまいりました。
　今回、処分費の適正な充当額確保のため販売価格を
値上げさせていただきます。
　皆様のご理解とご協力をお願いし、引き続きゴミの減量
化にも協力していただくよう併せてお願い申し上げます。

問合せ先　保健環境課環境係（保健センター）
　　　　　☎82－5490

春季全国火災予防運動が3月１日から
7日まで行われます。
春季全国火災予防運動が3月１日から
7日まで行われます。

４月から町指定ゴミ袋の販売価格が変わります４月から町指定ゴミ袋の販売価格が変わります

◇◆消防署からのお知らせ◆◇住み慣れた地域でいつまでも生活するために
【介護サービス利用の手続きについて】

住み慣れた地域でいつまでも生活するために
【介護サービス利用の手続きについて】

利用者【利用手続きの流れ】【利用手続きの流れ】

町の窓口に相談（健康課・介護保険係・包括支援センター等）

一般介護予防事業のみ利用希望者

⬅基本チェックリスト非該当者

⬇基本チェックリスト該当者
（介護予防・生活支援サービス事業対象者）

非該当
（基本チェックリストは

該当者）

介護予防サービス計画

予防給付を  利用する場合

居宅サービス計画

要支援１・２ 要介護１～５

要介護認定調査へ➡

※明らかに要介護1以上と判断できる場合や、介護予防訪問看護等の利用が必要な場合は、
要介護認定調査も受けて下さい。

それ以外の方は【基本チェックリスト】を受けて下さい。

『無防備な　心に火災が　かくれんぼ』が全国統一防火標語です。『無防備な　心に火災が　かくれんぼ』が全国統一防火標語です。

設置しましたか？「住宅用火災警報器」設置しましたか？「住宅用火災警報器」

区　　　分

燃えるゴミ専用袋(大)

燃えるゴミ専用袋(小)

燃えないゴミ専用袋(大)

資源ゴミ専用袋(大)

資源ゴミ専用袋(小)

１パック

２０枚

２０枚

１０枚

２０枚

２０枚

現在価格

５００円

４００円

３００円

４００円

３００円

改正価格

６００円

４８０円

３６０円

４８０円

３６０円

平成28年4月１日からの販売価格 (1パック金額)

3月の「保育園子育て応援（保育園体験）」活動計画
　　「保育園子育て応援（保育園体験）」は、在宅の３歳までの乳幼児と保護者及び妊婦さんが参加できます。
参加ご希望の方は、希望される保育園へお問い合わせください。

準備する
もの

保 育 園
会 場
実 施 日
時 間
対 象 児

内 容

講 師

馬山保育園

妊婦さんと３才児まで

リトミック講師　田中文華、蟻坂弘江
担当保育士　寒河江恵子

3/17（木）
１０：００～１１：００

運動の出来る服装で
お出かけください。

リトミック
乳幼児の育て方及び

在園児との交流

青倉保育園

9：50（開場）１０：００（開演）～１１：００（終了）
妊婦さん～3才

参加ご希望の方は事前に
ご連絡ください。

人形劇「やまねこ座」上演
・ねずみのすもう
・ちからもち太郎

保育園ホール 保育園ホール
※保育園の見学や子育て相談は
　いつでも実施しています。
　ご希望の方は保育園へお問い
　合わせください。

■問合せ先
馬 山 保 育 園　８２－２３２３
青 倉 保 育 園 　８２－２５４９
下仁田町役場　健康課福祉係
　　　　　　　６４－８８０３（直通）

3/15（火）

【要介護認定】
・認定調査
・医師の意見書
・認定審査会

○一般介護予防事
業（※全ての高齢者

（65歳以上が利用
可能）【総合事業】

○介護予防
・生活支援サービス事
業・訪問型サービス・通
所型サービス・生活支
援サービス（要支援１・
２及び基本チェックリス
ト該当者が利用可能）【
総合事業】

○介護予防サービス
・訪問看護・通所リハビ
リ・居宅療養管理指導
○地域密着型介護予
防サービス

・小規模多機能型居宅
介護・認知症対応型通
所介護など【予防給付】

○居宅サービス
・訪問介護・訪問看護
・通所介護・短期入所な
ど
○地域密着型サービス

・小規模多能型居宅介
護・認知症対応型共同
生活介護

○施設サービス
・特別養護老人ホーム
・介護老人保健施設・介
護療養型医療施設

介護予防ケアマネジメント

問合せ先　健康課 高齢者支援係　☎６４－８８０４


