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平成28年度スズメバチ類の巣

除去処理業者の登録

問環境みどり課 ☎
（235）
4913

スズメバチ類の巣除去処理業
者の登録を受け付けます。登録
申請には、下記の要件を全て満
たしていることが必要です。
申請書などは、環境みどり課
で配布または市ホームページか
らもダウンロード可。詳細は環
境みどり課へお問い合わせくだ
さい。
【登録要件】
①市に入札参加登録をしている
②市内に事務所がある
③スズメバチ類の巣の除去処理
実績がある
④市が別に定める誓約書の提出
ができる

都市計画審議会の市民委員
問都市計画課
☎
（235）
9391 F
（233）
9118

市・県が定める都市計画や、
まちづくりに関する事項を調
査・審議する都市計画審議会の
市民委員を募集します。
対市内在住のことし４月１日
現在満20歳以上の方で、市の審
議会などの委員を５つ以上兼
職していない方定２人程度任委
嘱の日から平成29年３月31日
申 応 募 用 紙 と「 こ れ か ら の 海
老 名 の ま ち づ く り 」を テ ー マ
に800字程度にまとめた小論
文を、直接または郵送（〒2430492勝瀬175-1）、ファクス、
市ホームページ問い合わせ
フ ォ ー ム で 都 市 計 画 課 へ 。応
募用紙は、同課で配布または市
ホームページからもダウンロー
ド可。４月18日㈪必着。
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海老名市資源化センター
改修に伴う縦覧
【都市計画案】
問都市計画課 ☎
（235）
9391
【生活環境影響調査書】
問資源対策課 ☎
（235）
4923

海老名市資源化センター改修
に伴い、都市計画案と生活環境
影響調査書の縦覧を行います。
同案および同調査書について意
見のある方は、意見書を提出す
ることができます。
【都市計画案】
▶縦覧期間 ４月12日㈫～26日㈫
８時30分～17時15分※㈯㈰除く
▶縦覧および意見書の提出先
都市計画課窓口
▶意見書提出期限 ４月26日㈫
【生活環境影響調査書】
▶縦覧期間 ４月12日㈫～５月
11日㈬８時30分～17時15分
※㈯㈰㈷除く
▶縦覧および意見書の提出先
資源対策課窓口
▶意見書提出期限 ５月25日㈬

募

はり・灸・マッサージ・指圧
施術費助成券を交付

後期高齢者医療保険料の
見直しを実施

問 地域づくり課 ☎
（235）
4789

問 高齢介護課 ☎
（235）
4950

問保険年金課 ☎
（235）
4595

「安全は 心と時間の ゆとりか
ら」をスローガンに、春の交通
安全運動を実施します。また、
４月10日は「交通事故死ゼロを
目指す日」と定めています。交
通事故防止のために交通ルール
を守り、正しい交通マナーを心
掛けましょう。

はり・灸・マッサージ・指圧
の施術に使える助成券を交付し
ます。これは、市が定める施術
所で１回につき１枚使用できる
券で、対象者には４月上旬、は
がきで通知します。
対市内在住の77歳以上の方（平
成29年３月31日までに77歳に
なる方を含む）内１枚2,000円
分の助成券５枚申届いたはがき
に必要事項を記入・押印し、本
人または家族が直接、高齢介護
課または各交付会場へ持参して
ください。他申し込み受け付け
日時や会場は、送付するはがき
に記載。また、この事業は今年
度で終了し、翌年度以降は介護
保険のサービスとして、高齢者
対象の新たな健康増進事業に取
り組む予定です。

ことしは、２年ごとに行って
いる後期高齢者医療保険料の見
直しの年です。平成28・29年度
の年間保険料の上限額は、前回
と同額の57万円となりました。
保険料は、被保険者全員が均
等に負担する「均等割額（４万
3,429円）」と、前年度所得に応
じて負担する「所得割額〔（総所
得金額−基礎控除額
〈33万円〉
）
×8.66％〕
」の合計額です。
なお、保険料の支払いを口座
振替にする場合は申し込みが必
要です。

海老名駅－寒川駅間路線バス

実証運行を継続します

問 都市計画課 ☎
（235）
9676

地域住民の交通利便性向上の
ため、
「海老名駅－寒川駅間路線
バス」の実証運行を行っていま
す。多くの方の利用が本格運行
につながります。通勤・通学な
どに、ぜひご利用ください。

高座施設組合屋内プール

65歳以上は200円で利用
できます
問高齢介護課 ☎
（235）
4950

登録にご協力ください

防災協力農地

防災協力農地は、地震災害な
どが発生した時に、避難場所や
災害復旧用の資機材置き場とし
て利用可能な農地を提供してい
ただく事前登録制の制度です。
対生産緑地またはおおむね500
㎡以上のひと固まりの農地
（水田、
傾斜地などは除く）
期３年間
（更新
制）
申直接または電話で危機管理
課へ。他農地を使用した場合の
み、
使用実態に応じて農作物補償
料や土地使用料を支払います。

えびな健康マイレージ2016対象

４月６日～15日
春の全国交通安全運動を実施

集

問危機管理課 ☎
（235）
4790

EＥメール  問問い合わせ  申申し込み

▲車両デザインを一新

地域緑化活動を応援します
問 環境みどり課 ☎
（235）
4913

緑化活動を支援するため、花
壇などの造成や維持管理などの
取り組みをしている、構成人数
５人以上の団体に補助金を交付
しています。
補助金の申請は随時受け付け
ています。詳細は環境みどり課
へお問い合わせください。

市内在住の65歳以上の方は、
高座施設組合屋内温水プールが
200円で利用できます。健康維
持のため、ぜひご活用ください。
▶利用方法 施設窓口で申請書
に署名し、公的機関発行の住所・
氏名・生年月日が記載されている
身分証明書を提示してください。

◆子育て支援センター
非常勤保育士

4824
問子育て支援課☎（235）

子育て支援センターで勤務す
る保育士を募集しています。要
保育士資格。勤務日数・時間
は応相談。詳細は子育て支援
課までお問い合わせください。

福祉タクシー券を交付
問障がい福祉課 ☎
（235）
4813

４月から、対象者に福祉タク
シー券を交付します。対象など
の詳細は障がい福祉課へお問い
合わせください。
持該当の手帳など、印鑑
（朱肉を
使う障がい者本人のもの）
、平成
27年度福祉タクシー券の余り
券(お持ちの方)他４月１日㈮～
５日㈫は専用窓口で受け付けま
す。２日㈯は８時30分〜12時、
３日㈰を除く。６日㈬以降は障
がい福祉課窓口で受け付けま
す。

４月10日は「シートベルト
の日」
問地域づくり課 ☎
（235）
4789

４月10日は県が定めた「シー
トベルトの日」です。シートベ
ルトやチャイルドシートが正し
く着用できているか再確認して
ください。日頃から正しい着用
を習慣付け、交通死亡事故の抑
止につなげましょう。

情報
お 知らせ
国民年金保険料
学生納付特例制度の申請を
問保険年金課
☎
（235）
4596
厚木年金事務所 ☎
（223）
7171

平成 28 年度の申請を４月１
日から受け付けます。同制度は、
学校在学期間中の国民年金保険
料を社会人になってから納付で
きる制度で、申請は毎年度必要
です。保険料を納められない時
はそのままにせず、同制度を利
用しましょう。

マイナンバーカード（個人
番号カード）交付通知書を
発送しています
問窓口サービス課 ☎
（235）
4869

マイナンバーカードを申請し
た方に、市から順次「交付通知
書」を送付しています。現在申
請が集中しているため、交付ま
でに時間がかかる場合がありま
すのでご了承ください。

ご寄付ありがとう（敬称略）
◆環境基金へ
マルイファミリー海老名
／ 2 万 2,122 円
◆

広報えびな 点字版・音声版 ◆
広報の文字が見えにくい方に
お送りします。
障がい福祉課 ☎(235)4813
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