
秘書広報課　広報広聴担当　内線286問合せ

秘書広報課　広報広聴担当　内線 286ご注文・問合せ

【出前日】11 月 14 日㈮　　【注文者】杉戸町障がい者協議会
【テーマ】杉戸町在住の障がい者の生活と福祉について
【まちづくりの知恵】
・�24時間相談サービスの周知　　　　　・難病疾患に対する福祉格差の解消
・�町イベントへの積極的参加の重要性　・�避難所に行けない方への物資の支給
・中高生への統合失調症等の予防教育　・災害時に活用する難病患者・障がい者・高齢者登録制度
・�日用生活用具としてのパソコンソフトウェアやワンセグラジオの支給

出前座談会
まちづくりの知恵、
いただきます！！

11月14日㈮、杉戸町障がい者協議会の皆さんから「まちづくりの知恵」を
いただきました。主な内容は次のとおりです。

　「出前座談会」は、町民で組織したサークルなど（10 ～ 15 名）からご
注文をいただき、町長が各地に出向き、明日の杉戸を語り合う中で、潜
在する“まちづくりの知恵”を発掘するものです。

　町では、財源確保・住民サービスの向上・地域経済の活性化等を
図るため、広報紙および町ホームページに広告を掲載してくださる広告
主を募集します。ぜひ、会社やお店のイメージアップにご活用ください。

【広報すぎと】
対象期間　平成27年5月号〜平成28年4月号
掲載回数　最大6回まで
掲載位置　表紙を除くページの下段
広告の規格　・1号（1枠）縦4.5㎝×横18㎝
　　　　　　・2号（1/2枠）縦4.5㎝×横8.5㎝
掲載料　・1号　16,000円（1回の発行につき）
　　　　・2号　��8,000円（1回の発行につき）

【町ホームページ】
対象期間　平成27年4月〜平成28年3月
掲載期間　1か月単位で最長6か月
掲載位置　トップページ
広告の規格　縦50ピクセル×横150ピクセル（1枠）
　　　　　　※画像はGIF形式
掲載料　10,000円（1か月）

■ 共通事項
受付期間　2 月 17 日㈫〜 20 日㈮　9時〜 17 時
申込方法　�所定の申込書（秘書広報課窓口にて配布、または町

ホームページからダウンロード）に必要事項をご記入
のうえ、秘書広報課�広報広聴担当へお持ちください。

※�掲載希望月が重なる場合、先着順とさせていだきます。

※�掲載できない広告もありますので、くわしくはお問合せください。

秘書広報課　広報広聴担当　内線 286申込・問合せ

広報すぎと・
町ホームページ 募集告広

( 順不同・敬称略 )

杉戸町社会福祉協議会
平成 26 年 10 月 26 日～ 11 月 25 日寄付♥

・百周年� 9,687円
・匿名� 330円
� 商品券他
・杉戸町商工会女性部� 5,000円
・株式会社　大三� 18,500円
・21世紀青年会� 5,000円
・匿名3件� バザー用品
・匿名� 紙おむつ
・匿名� 未使用ハガキ・切手

・使用済切手� 3件

空間放射線量の測定結果

測定場所 測定高さ 9 月 10 月 11月
役�場 1.0メートル 0.079 0.073 0.080
泉小学校 0.5メートル 0.093 0.098 0.105
西近隣公園 0.5メートル 0.108 0.110 0.109

　町では、空間放射線量の定期測定を行ってい
ます。9月から11月の平均値は、下表のとおりです。
詳細については、町ホームページをご覧ください。

単位：マイクロシーベルト毎時

問合せ 環境課　☎ (38)�0401

※国基準値 :�0.23

　広報すぎと平成元年3月号から平成17年3月号までを掲載した縮刷
版（第3・4巻）セットを無償配布します。住民の皆様に過去の杉戸
町の広報紙を見ていただくことと、町の歴史をつづった貴重な資料
として保存して今後活用していただくことを目的としています。ご
希望の方は左記の方法でお申込みください。
■申込方法　�平成27年2月2日㈪以降の開庁時間に、役場第3庁舎2階

秘書広報課窓口で所定の申込書に必要事項を明記して
いただきます。　

■配布方法　�申込後、窓口にて配布しますが、在庫状況により当日
お渡しできない場合もございますので、ご了承くださ
い。※お一人様、一団体1セット　

■その他　�第1・2巻は町立図書館、公民館図書室で閲覧できます。
また、平成17年以降の広報すぎとは町ホームページで公
開中。

広報すぎと縮刷版
� 無償配布します

住民基本台帳の閲覧状況を公表します

　平成 25 年 11 月 1 日から平成 26 年 10 月 31 日までの住民基本台帳の閲覧状況を公表します。

※ 住民基本台帳の閲覧については、平成 18 年 11月1日の住民基本台帳法改正により、国・県等が閲覧する場合や、公益性の高い場合に限って閲覧

が認められています。また、年 1 回閲覧状況を公表することになっています。 問合せ 町民課　住民・戸籍担当　内線 254・255

№ 閲　覧　日 閲　覧　目　的 閲覧主体者（委託者） 閲覧申請者 閲覧に係る住民の範囲

1 平成25年12月4日
日本人のしあわせと健康につい
ての調査

国立大学法人東京大学大学
院医学系研究科

一般社団法人新情報センター
杉戸5丁目在住の満20歳以上か
ら75歳未満の者

2 平成25年12月10日

我が国における鍼灸療法の受
療状況に関する調査

明治国際医療大学大学院鍼
灸学研究科

一般社団法人中央調査社 清地2丁目在住の満20歳以上の者
ことばのゆれに関する調査

ＮＨＫ放送文化研究所
次世代テレビの可能性に関する調査

3 平成26年5月8日、9日
「自衛官等の募集および採用」
のため

防衛省
防衛省自衛隊埼玉地方協
力本部さいたま地域事務所

町内全域
昭和63年4月2日から平成9年4
月1日までの間に生まれた者
平成10年4月2日から平成12年
4月1日までの間に生まれた男子

4 平成26年6月6日 平成26年度埼玉県政世論調査 埼玉県県民生活部広聴広報課
株式会社サーベイリサー
チセンター

高野台西6丁目在住の満20歳以
上の者

5 平成26年6月18日
読書についてのアンケート
（第69回全国農村読書調査）

一般社団法人　家の光協会 一般社団法人新情報センター 大字並塚在住の満16歳から79歳の者

6 平成26年7月9日
新聞およびＷｅｂ利用に関する
総合調査（くらしと情報につい
てのおたずね）

朝日新聞社 一般社団法人中央調査社 杉戸3丁目在住の満15歳以上の者

7 平成26年7月23日
平成26年度埼玉県お墓に関す
る意識調査

埼玉県企業局
セントラルコンサルタント
株式会社

町内全域
満40歳以上の者

8 平成26年8月14日 くらしと生活設計に関する調査 一般財団法人ゆうちょ財団 株式会社日本リサーチセンター 大字下高野在住の満20歳以上の者

9 平成26年10月28日 戦後70年に関する意識調査 ＮＨＫ放送文化研究所 一般社団法人新情報センター 高野台南3丁目在住の満20歳以上の者

杉戸町マスコット
キャラクター

すぎぴょん

平成26年12月１日から
「児童扶養手当法」の一部が改正されました
　これまで、公的年金（遺族年金、障害年金、老齢年金、労災年
金、遺族補償など）を受給する方は児童扶養手当を受給できません
でしたが、平成26年12月以降、年金額が児童扶養手当額より低い
方は、その差額分の児童扶養手当を受給できるようになりました。

新たに児童扶養手当を受給するためには、申請が必要です。

・お子さんを養育している祖父母等が、低額の老齢年金を受給している
・母子家庭で、離婚後に父が死亡し、お子さんが低額の遺族厚生年金のみを受給している
・�父子家庭で、お子さんが低額の遺族厚生年金のみを受給している�など

改正により新たに手当を受け取ることができる例

　手当は申請の翌月分から支給開始となります。ただし、これまで公
的年金を受給していたことにより児童扶養手当を受給できなかった方
のうち、平成26年12月1日に支給要件を満たしている方が、平成27年3
月までに申請した場合は、平成26年12月分の手当から受給できます。

支給開始日

子育て支援課　子育て支援担当　内線279申込・問合せ

＜参考：児童扶養手当の月額＞
　○子ども1人の場合　
　　　　全部支給…41,020円
　　　　一部支給…41,010円〜9,680円（所得に応じて決定）
　○子ども2人以上の加算額
　　　　2人目…5,000円、3人目以降1人につき…3,000円
　※受給している年金額が手当額よりも低いかどうかは、ご相談ください。
　※児童扶養手当には所得制限があります。

子育て支援課　保育担当　内線 268問合せ

町立保育園、放課後児童クラブの
臨時職員登録を募集します

職　　種 必要資格・免許 勤務場所

臨時保育士 保育士 町立保育園

調理補助
調理師または
栄養士

町立保育園

放課後児童
クラブ指導員

①保育士、
　幼稚園教諭等
②�児童の健全育
成に知識経験
を有する方

※①または②に
　該当する方

放課後児童
クラブ
※町立小学
校内

※　�登録された方には、必要に応じてご
連絡します。

※　�勤務時間・賃金等の詳細については、
下記までお問い合わせください。

8広報すぎと
平成 27年 1月号

広報すぎと
平成 27年 1月号
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