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　町では、児童・生徒の学習や生活を支援するため、
町立小・中学校に教育指導補助員を配置しています。
　4月から町立小・中学校で、教育指導補助員として
活躍していただける方を募集します。
募集人数　 若干名（小・中学校）※町内・外在住、性別、

教員免許資格の有無は問いません。
勤務内容　①学習指導補助　②生活支援　
　　　　　③その他学校が必要とする事務　
　　　　　※ 月～金曜日 8 時 15 分から 15 時 15 分ま

での時間給制
応募・問合せ　学校教育課　指導担当　内線 388

教育指導補助員の募集

　町立小・中学校で用務員として働いていただける方
の登録を募集します。
勤務場所　町立小・中学校 9校のいずれか
勤務内容　 校舎内外の美化、整備、湯茶の接待等と片

付け　その他
勤務形態　 月～金曜日 7 時から 15 時までの別に定め

る 4時間（週 2～ 3日程度）
　　　　　※ 学校により始業時間、休憩時間が異なります。
　　　　　※夏季休業期間等は勤務日数が変わります。
賃金　時給 860 円
問合せ　教育総務課　庶務管理担当　内線 393

臨時職員（用務員）登録の募集

受付期間　 3 月 1日㈫～ 3月 31 日㈭　
　　　　　※土・日・祝日を除く　
　　　　　　各日 8時 30 分～ 12 時、13 時～ 17 時
表彰区分　 5 年・10 年・15 年・20 年・25 年・30 年・

35 年・40 年・45 年
　　　　　※ 自動車運転を業とする方のみ、3年表彰

があります。
対象者　過去 5年以上の無事故無違反であること
　　　　（その他表彰規定による。）
　　　　※ 自動車運転を業とする方は、5年以上の運転

経験と過去 3年間無事故無違反であること。
申込方法　 免許証、交通安全協会会員証、印鑑をご持

参の上、協会事務局（杉戸警察署内）または、
交通安全協会役員までお申し込みください。

　　　　　※ 申込みには、無事故無違反証明書費用（実
費 630 円）が必要となります。

　　　※ 自動車運転を業とし、３年表彰を受けようと
する方は、事業主の「運転業務経歴証明書」
が必要となります。

問合せ　杉戸地区交通安全協会　☎ (34) 6801

優良運転者の表彰申込の受付について

加入資格　・町内に住民登録があり居住している方。
　　　　　・ 加入資格者の被扶養者で、修学のため町

外に転出している方。
共済期間　・ 平成 28 年 4 月 1 日から平成 29 年 3 月 31

日までの 1年間（中途加入の場合は、加入
申込日の翌日から平成29年3月31日まで）

　　　　　※ 加入者が他市町村転出の場合も、期間内は有効。
会費（年額）　・一般／ 900 円
　　　　　 　・ 中学生以下（平成 28年 4月 1日現在）

／ 500 円
　　　　　　　※ 一人につき一口に限る。中途加入の

場合も同額。
申込方法　 所定の申込用紙に必要事項を明記のうえ、会費

を添えて役場住民参加推進課窓口、または最寄
りの郵便局へお申込みください。関東各都県の
ゆうちょ銀行・郵便局でも申込できます。

問合せ　住民参加推進課　交通・防犯担当　内線 284

平成 28 年度　市町村交通災害共済会員募集

　市町村たばこ税は、愛煙家の皆さんがお買いになっ
た小売業者（たばこ屋さん）の所在する市区町村の税
収となります。
　平成 26年度の杉戸町の町たばこ税収は約 2億 9千 8
百万円で、町の貴重な財源となっています。
問合せ　税務課　町民税担当　内線 436

たばこは地元で買いましょう

日時　3月 13 日㈰　9時～ 15 時
場所　西公民館　多目的ホール
利用期間　平成 28年 4月 1日から
　　　　　平成 29年 3月 31 日までの年間利用
使用料　年額／ 7,200 円
問合せ　都市施設整備課　管理担当　内線 376・377

杉戸町高野台西自転車駐車場の利用受付

日時　3月 2日㈬　9時 30 分～ 12 時
場所　すぎとピア 1階　講座室
費用　200 円（材料代）　　定員　30人（先着順）
持ち物　裁縫道具（布小物入れ作り）
申込期限　2月 23 日㈫まで　　主催　杉戸町くらしの会
申込・問合せ　商工観光課　商工担当　内線 309

手芸教室

申込・問合せ

　次の事業所を追加指定しました。
店名　ダイセーExt 株式会社　埼玉事業所
住所　行田市持田 2364‒1　　☎ 048 (598) 4353
指定期間　平成 27年 12 月 14 日から
　　　　　平成 31年 3 月 31 日まで
問合せ　上下水道課　下水道担当　☎ (37) 1232

杉戸町下水道排水設備工事指定店のお知らせ

　次の事業所を追加指定しました。
店名　ダイセーExt 株式会社
住所　茨城県古河市磯部 540‒1　　☎ 0280 (23) 1363
問合せ　上下水道課　水道担当　☎ (37) 1232

杉戸町水道指定給水装置工事事業者のお知らせ
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　去る12月3日㈭、ひめぎんホール（愛媛県松山市）で行われた、平成27年度文部科学大
臣表彰「学校保健及び学校安全表彰」において、杉戸町立西小学校が日頃の取組を評価され、
文部科学大臣表彰を受賞しました。
　また、西小学校2年生の髙澤帆

は の ん

音さんが、埼玉県トラック協会主催「第12回児童絵画作
品コンクール」において、埼玉県知事賞を受賞しました。これらの喜びを報告するため、
西小学校の河野秀巳校長（写真前列右）、大谷明美養護教諭（写真後列右）、髙澤帆音さん（写
真前列中央）、表彰された方々が古谷松雄町長を表敬訪問しました。 ✍学校教育課

小学校と西小学校児童が表彰され、町長を表敬訪問
12 月 11 日㈮西

　コミュニティセンター進修館（宮代町笠原1丁目）において、「平成28年杉戸町・宮代町
交通指導員初出動式」が開催されました。両町の町長および杉戸警察署長や関係機関の方々
の立会いのもと、総勢23名の交通指導員の服装点検などが行われました。
　交通指導員は児童・生徒の安全を守るため、登校時の立哨指導や交通安全教育等を行い、
交通事故のない安心・安全なまちづくりを目指して日々活動しています。 ✍住民参加推進課

気を高めて臨む交通指導員初出動式
1 月 8 日㈮士

P15にも話題TOPICS掲載中

　熊谷さくら運動公園（熊谷市）にて、第15回全国小学生ソフトテニス大会埼玉
県予選会が開催されました。杉戸町からも19名が参加して熱戦を繰り広げ、以下
の通り素晴らしい成績を収めました。 ✍社会教育課

国小学生ソフトテニス大会埼玉県予選会結果
11 月 21 日㈯全
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12 月 22 日㈫～ 1月 15 日㈮

　県立杉戸農業高等学校（大字堤根）の生徒たちが制作した門松が、杉戸町役場
（清地 2丁目）他、すぎとピア（大字堤根）、杉戸消防署（大字堤根）、杉戸警察
署（大字堤根）、東武動物公園駅（宮代町百間 2丁目）に展示されました。これは、
平成 23 年以降、年末から年始にかけて行われているもので、杉戸のお正月の風
物詩として、ご好評いただいています。　 ✍財産管理課

戸農業高校生徒が制作した門松を役場玄関に展示杉

12 月 4 日㈮～ 6日㈰

　「障がい者週間（12 月 3 日～ 9日）」にあわせ、杉戸町、杉戸町
障がい者協議会、社会福祉法人杉戸町社会福祉協議会が、第 8回
杉戸町障がい者週間記念事業を開催しました。
　記念イベントとして、町と包括協定を締結している日本工業大学
の吹奏楽団によるコンサートや、企画展として「第 2回すぎとアー
ルブリュット展」を開催しました。 ✍福祉課

8 回杉戸町障がい者週間記念事業が開催されました第

　12 月 11 日㈮、本郷会館（大字本郷）にて、表本郷・南本郷自治会合
同による「本郷自治会サロン」が行われました。
　これは、民生委員の折原奈緒美さんのご助力で、高齢者の生きがいづ
くり、そして在宅医療介護の推進事業として開催され、3回目になりまし

た。今回は、東埼玉病院の看護師さんがお話してくれました。本郷地区では、高齢者た
ちの日頃の不安などは、地域に相談し、解消しながら安心して過ごそうと考えています。

本郷自治会サロンで高齢者がイキイキ！

( 広報特派員　大作 満枝 )
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