
拝啓
　お客さまには、ますますご健勝のこととお慶び申し上げます。
　また平素はNTT西日本をご愛顧いただき、誠にありがとうございます。
　さて、お客さまが現在ご利用中の「フレッツ・光マイタウン」（FTTHアクセスサービスおよびIP電話サービス）は
2019年1月31日(木)をもちまして、サービス提供を終了させていただきます。
　お客さまが引き続きフレッツサービスでのインターネットや、ひかり電話（IP電話サービス）、IP告知端末を
ご利用いただくためには、2017年12月11日（月）提供開始の後継サービスとなる
「フレッツ 光マイタウン ネクスト」（FTTHアクセスサービスおよびIP電話サービス）への切替えのお手続きが必要
となります。
　詳細については、12月にお届けするダイレクトメールをご確認いただき、切替えのお手続きをお願いいたします。
　今後とも引き続き、NTT西日本のサービスをご愛顧賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。　　　　　敬具

「フレッツ 光マイタウン ネクスト」等への切替えに関する
お問い合わせ先（12/1以降受付開始いたします）
【NTT西日本 フレッツ・光マイタウン 切替え工事センタ】
　　電話番号 》 0120-931-792
　　営業時間 》 9:00~21:00
　　　　　　　　　（年末年始12/29~1/3を除く）　　　
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ドが必要となります

東みよし町では、行政連絡用にNTT西日本の「フレッツ・光マイタウン」を契約いただき、右記のIP告知端末
機を各家庭に設置しておりますので、後継サービスへの切替えのお手続きが必要となります。

新サービスで
ご利用開始

※電話番号をお確かめのうえ、お間違いのないようお願いします。

東みよし町が提供する
IP告知端末に関するお問い合わせ先、受付時間
【東みよし町企画課】
　0883-82-6302　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　受付時間 》 8：30~17：15（月~金）
  （土、日、祝祭日、年末年始 12/29~1/3を除く）

*インターネットを
　お使いのパターンです。

下記の流れに従って、NTT西日本から「フレッツ 光マイタウン ネクスト」への切替え工事（無料※）手続きに関する
ご案内をさせていただきます。なお、切替えにあたっては、工事立ち合いが必要となりますので、あらかじめご了承願います。
※タイプの変更がない場合。
※お客さまのご利用状況等によっては工事費が別途必要となる場合があります。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

☞サービス提供エリアであっても、利用できない場合があります。エリアについては、下記お問い合わせ先にお問い合わせ下さい。
☞お客さまがご利用中の設備・システム等が「フレッツ 光マイタウン ネクスト」にご対応されているか事前にご確認下さい。
☞医療機関等でご利用の「レセプト電算処理システムオンライン請求」は、「フレッツ 光マイタウン ネクスト ファミリー・スーパーハイスピードタイプ 隼」では
　 対応していない場合があります。事前にご確認下さい。
☞プロバイダーとのご契約変更が必要となる場合があります。事前にプロバイダーへ連絡の上、ご確認下さい。
☞サービス終了日までに切替え、解約のご連絡がない場合、「フレッツ・光マイタウン」は契約終了となりますが、別途プロバイダー料金の請求が継続　
　 する場合がございますので、必ずご利用のプロバイダーへご連絡ください。
☞「フレッツ・光マイタウン」の契約が終了となったお客さまにつきましてはご家庭でご利用いただいているレンタル機器を回収させていただきます。
　 改めてご連絡差し上げます。
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年末年始のゴミ収集のお知らせ

　年末年始のゴミの収集につきましては、次のとおりとなりますので、ご協力い
ただけますようお願いします。

収　集　内　容

平成29年12月27日（水） 平　常　収　集

平成29年12月28日（木）
三庄平坦地区（資源物・不燃物）

三庄山間地区
（燃やすゴミ・資源物・不燃物）

平成29年12月29日（金）
加茂 鉄道より北側・南側地区

三庄平坦地区
（燃やすゴミ）

平成29年12月30日（土）

～
平成30年 1月 3日（水）

平成30年 1月 4日（木）
加茂 鉄道より北側・南側地区

（燃やすゴミ・資源物・不燃物）

平成30年 1月 5日（金）
加茂 鉄道より北側・南側地区

三庄山間地区
（燃やすゴミ）

◎大型・粗大ゴミは１２月２８日(木)を似て年内の収集を終わらせていた
　だきます。
　申し込みは、１２月２６日(火)迄にお願いします。

※ゴミは指定袋に入れて、収集日の朝８時までに決められた場所に出しましょう。

★ゴミ収集の休みの期間中は、収集場所にゴミを置かないよう、また不法にゴミを捨てな
　 いよう各家庭で収集が始まるまで保管して下さい。
★ゴミ収集の休みの期間前後は、出るゴミの量も増大します。各家庭でゴミの減量化・リサ
　 イクルに努めましょう。
★山間地区は、積雪・路面の凍結等により収集ができない場合がありますのでご了承下さい。

☎東みよし町役場　環境課　（  ７９－５３４０）

◎このお知らせは年末年始の間、台所など見やすいところに貼って下さい。

裏面も必ずお読みください

収集は休みます。
（各家庭で保管して下さい）



年末年始のゴミ収集のお知らせ

　年末年始のゴミの収集につきましては、次のとおりとなりますので、ご協力いた
だけますようお願いします。

収　集　内　容

平成29年12月27日（水） 平　常　収　集

平成29年12月28日（木）
昼間地区・三好山間地区

（燃やすゴミ）

平成29年12月29日（金）
足代地区（燃やすゴミ）

昼間地区（資源物・不燃物）

平成29年12月30日（土）

～

平成30年 1月 3日（水）

平成30年 1月 4日（木）
昼間地区・三好山間地区

（燃やすゴミ）

平成30年 1月 5日（金） 足代地区（燃やすゴミ）

平成30年 1月10日（水） 三好山間地区（資源物・不燃物）

◎大型・粗大ゴミは１２月２７日(水)を似て年内の収集を終わらせていた
　だきます。申し込みは、１２月２５日(月)迄にお願いします。

※ゴミは指定袋に入れて、収集日の朝８時までに決められた場所に出しましょう。

★ゴミ収集の休みの期間中は、収集場所にゴミを置かないよう、また不法にゴミを捨てな
　 いよう各家庭で収集が始まるまで保管して下さい。
★ゴミ収集の休みの期間前後は、出るゴミの量も増大します。各家庭でゴミの減量化・リサ
　 イクルに努めましょう。
★山間地区は、積雪・路面の凍結等により収集ができない場合がありますのでご了承下さい。

☎東みよし町役場　環境課　（  ７９－５３４０）

◎このお知らせは年末年始の間、台所など見やすいところに貼って下さい。

裏面も必ずお読みください

収集は休みます。
（各家庭で保管して下さい）

※１月３日(水)の三好山間地区の資源物・
不燃物の収集は１月１０日(水)に行います。



　平成２９年１２月２９日（金は家庭から出るゴミをみよし広域連合清掃センターに
直接持ち込むこともできますので、下記の注意事項を厳守のうえご利用下さい。
（処理手数料をいただく場合があります。）

１．必ず指定の袋に入れること。
午前　９時～１２時
午後　１時～　４時

３．センター内では必ず係員の指示に従ってください。

みよし広域連合　清掃センターからお知らせ

注　意　事　項

２．持ち込みのできる時間は、 まで。

経　路　図

所　在　地　三好市池田町西山登り尾１３４８－６７

問い合わせ先　　　☎７２－０００６　　　　　

裏面も必ずお読み下さい

至　琴平

清掃センター

国道３２号

三好高校

東みよし町役場

三好庁舎



 

年末年始の昼間地区・三好山間地区の 

不燃物・資源物の収集日変更のお知らせ 

 

平成 30年 1月 2日（火曜日）の昼間地区及び平成 30年 1月 3日

（水曜日）の三好山間地区の資源物・不燃物の収集は年始休業の為

下記のとおり、日程を変更して収集を行います。 

記 

  

変更前 

 

変更後 

 

 

昼間地区 

 

平成 30年 1月 2日 

（火曜日） 

 

平成 29年 12月 29日 

（金曜日） 

 

 

三好山間地区 

 

平成 30年 1月 3日 

（水曜日） 

 

平成 30年 1月 10日 

（水曜日） 

 

 ご迷惑をおかけしますが、日程を確認して、変更後の収集日の

朝８時までにゴミを出していただきますようお願いいたします。 

         問い合わせ先：東みよし町 環境課 

                （TEL ７９－５３４０） 







東みよし町包括支援センター
東みよし町役場三好庁舎２階 TEL７６－５５８０

平成２９年１２月１０日発行

認知症が疑われる人や認知症の人及び家族を訪問し
認知症の人や家族の初期の相談支援を行います！

東みよし町包括支援センターだより

認知症初期集中支援チームが
東みよし町に設置されます！

認知症初期集中支援チームとは・・・・

サポート医
医療職 介護職

対象者は？
40歳以上で生活している
認知症の疑い、認知症の人
であり・・・以下を満たす方
・医療サービス介護サービスを
受けてない、または中断している
・認知症の臨床診断を
受けてない
・継続した医療サービスを
受けていない
・適切な介護サービスを
受けていない

・介護、医療サービスを受けてい
るが認知症の症状が顕著で
対応に困っている

サポートして
治療や支援
につなげま
す！

サポート

チーム員メンバー

概ね6か月短期集中支援



東みよし町包括支援センター
東みよし町役場三好庁舎２階 TEL７６－５５８０

消費者被害について産業課と取り組んでいます！

日時：平成30年１月２０日（土）
13：30～15：00（13：00より受付）

場所：東みよし町役場三加茂庁舎多目的ホ―ル

申し込み先：東みよし町包括支援センター
TEL ７６－５５８０ Fax ７６－５５８１

認知症サポーターの方でより学びたい方、
認知症について学びたい方、ご参加ください！



　

「近頃、足腰が弱ってきた」「ついつい転びそうになる」等の声がよく聞かれま

今回は淡路市の取り組みを紹介していただき、皆さんが住み慣れた地域で、いつ

　　　

　 　　　　　　　　　電話：76-5580

　　　

申し込み・問い合わせ先　　

　　 東みよし町包括支援センター

三好郡東みよし町昼間３６７３－１（東みよし町役場三好庁舎２階）

　　　　　　　　　　　　　 保健師　水田　明子氏

　　　　　　　　②体操　～皆で楽しく体を動かしましょう～　　　

　　　参加費：　無料　　　　　

　　　申し込み：平成３０年１月１０日（水）　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　✿　動きやすい服装でお越しください。

この機会にぜひ、ご参加下さい。

　　　と　き：　平成３０年１月１５日（月）  

　　　　　　　　午後１時３０分～午後３時まで 

　　　ところ：　東みよし町役場　三加茂庁舎２F　多目的ホール

　　　内　容：　①講演　「淡路市のいきいき１００歳体操の取り組み」

　　 　   　　　　　講師  　 淡路市役所　健康福祉部　健康増進課

～いきいき100歳体操で元気ハツラツ～

す。そのままにしておくと介護の手が必要になるおそれがあります。

までも元気に過ごせるように、介護予防講演会を開催します。

淡路市に学ぶ

介 護 予 防 講 演 会 の お 知 ら せ






