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　保健師、看護師の資格をお持ちの方、臨時職員とし
て登録しませんか？
業務内容　保健センター等での保健事業全般
　　　　　（母子保健、健康づくり）
　　　　　※ 臨時職員が必要となった際に、保健セン

ターからご連絡します。
申込・問合せ　健康支援課（保健センター）
　　　　　　　☎ (34) 1188

保健師・看護師の臨時職員募集

　平成 28 年 1 月 1 日現在で調製した、土地および家
屋価格等縦覧帳簿を閲覧できます。
日時　4月 1日㈮～ 5月 31 日㈫
　　　8時 30 分～ 17 時 15 分（土・日・祝日を除く）
場所　税務課　資産税担当窓口（役場第 3庁舎 1階）
対象　 町内に所在する固定資産（土地・家屋）に対し

て課する固定資産税の納税者
持ち物　本人を確認できるもの（運転免許証等）
　　　　※ 代理の場合は納税者からの委任状、法人の

場合は委任状に代表者印が必要。
問合せ　税務課　資産税担当　内線 245･246

固定資産税土地・家屋価格等縦覧帳簿の縦覧

　次の事業所を追加指定しました。
店名　有限会社　空衛設備　
住所　宮代町東 331 番地 6　☎ (37) 3317
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

　次の事業所を追加指定しました。
店名　有限会社　空衛設備
住所　宮代町東 331 番地 6　☎ (37) 3317
指定期間　平成 28年 1月 5日～平成 31 年 3 月 31 日
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

　職場の健康保険や後期高齢者医療保険に加入してい
る方、および生活保護を受けている方以外のすべての
方は、国民健康保険（国保）に加入してください（職
場の健康保険に加入・脱退した場合、国保の手続きも
別途必要となります）。
　また、国保加入世帯で、修学のため杉戸町外に転出
する独自に生計を立てていない学生は、杉戸町の国保
に継続して加入することとなります（マル学制度）。
申請・問合せ　町民課　国民健康保険担当
　　　　　　　内線 257・457

国民健康保険の手続きについて

　「働く」ことへのきっかけ作りをしませんか？ 
日時　3月 19 日㈯　10 時～ 12 時
場所　役場　文書庫会議室（就労支援センター隣り）
対象　働くことに興味のある障がい者
定員　30名（先着順）　　費用　無料
内容　「企業はこんな人を求めている」
　　　1．障害者雇用の「いま」
　　　　　障がい者就労支援センター　就労支援員
　　　2．企業が求め、活躍できる人材とは？
　　　　　①現在の取り組み紹介
　　　　　②企業が求め、活躍できる人材とは？
　　　　　　講師：花王ロジスティクス株式会社
　　　　　　　　　小室　多恵子氏
申込・問合せ　杉戸町障がい者就労支援センター
　　　　　　　☎ (33) 1713、FAX (33) 5077

障がい者のための就労準備セミナー
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　杉戸小学校（内田2丁目）をメイン会場として「第
32回杉戸町新春マラソン大会」が開催されました。
　招待選手としてＮＨＫ気象キャスターの平井信行
さん、井田寛子さんを招き、一般10㎞や小・中学生、
親子、仮装などの部門別に、1,500名がエントリーし、
地域の声援の中、健脚を競いました。
　また、杉戸宿開宿400年記念ブースや、杉戸町中
央商店会、杉戸農業高等学校などが出店し、様々な
企画で大会を盛り上げました。 ✍社会教育課

ースを一新！杉戸町新春マラソン大会が開催
1 月 24 日㈰コ

1 月 30 日㈯

　杉戸町コミュニティづくり推進協議会（文化・福祉部会）主催による「杉
戸町コミュニティ祭」がカルスタすぎと（大字大島）で開催されました。
　このイベントは、お互いに交流を深め、健康で明るい町民生活の一層
の充実を図ることを目的に開催しています。
　記念すべき 20 回目となる今回は、19 団体が出演し、フラダンス、日
本舞踊、大正琴など多彩な演技が披露されました。そして 20 回目を記
念したフィナーレでは花笠音頭が踊られ、来場者数約 700 名の会場内は、
拍手と歓声で熱気にあふれていました。 ✍住民参加推進課

戸町コミュニティ祭が開催されました杉

2 月 16 日㈫

　杉戸町議会の 3月議会定例会開会前の本会議場において、町議会
議員や町長、町職員たち出席者全員が「杉戸宿開宿 400 年記念事業
スタッフジャンパー」を着用し、議場に勢ぞろいしました。
　杉戸宿開宿 400 年にあたる平成 28 年最初の議会定例会の開催に
伴い、出席者全員が杉戸宿開宿 400 年記念事業の成功を願うととも
に、杉戸宿への想いをひとつにしました。
　また、当日は三度笠すぎぴょんも応援に駆けつけ、場を盛り上げ
てくれました。 ✍議会事務局

場で出席者全員が杉戸宿開宿 400 年を PR議

　現在、大変多くの方からマイナンバー
カードの交付申請をいただいている状況
です。カード交付まで数か月を要します
ので、あらかじめご了承願います。
　なお、カードの交付準備が出来次第、
ご住所宛に交付通知書（ハガキ）を送付
しますので、今しばらくお待ちください。
問合せ　町民課　住民・戸籍担当　内線 254

マイナンバーカードの交付について

　生後 3か月以上の犬は、登録と年 1回の狂犬病予防
注射をお願いします。日程は以下のとおりです。

■集合注射費用（1頭につき）
　新規登録／ 6,300 円（登録料、注射料金、注射済票代）
　登録済／ 3,300 円（注射料金、注射済票代）
　※当日は、釣銭の無いようご協力をお願いします。
■注意事項
　① 上記日程で狂犬病予防注射を受けられない場合は、
動物病院で注射をした後、環境課で手続きをして
ください。（新規登録／ 3,550 円、登録済／ 550円）

　② 生後 3か月未満や妊娠中、産後 1か月未満の犬に
ついては、後日注射をしてください。

　③ 健康な犬が体調のよい時に注射する事が原則です。
　④ 病中・病後および健康状態に異常のあ
る犬は、かかりつけの獣医師に相談の
うえ、注射をしてください。
新しく犬を飼ったり、飼い犬が死亡した場合は、

環境課で手続きを！
問合せ　環境課　環境保全担当　☎ (38) 0401

月日 時間 会場

4
月

14日㈭
10時～ 11時30分 高野農村センター
13時30分～ 15時 杉戸西近隣公園

15日㈮
10時～ 11時30分 中央公民館
13時30分～ 15時 南公民館

18日㈪
10時～ 11時30分 カルスタすぎと
13時30分～ 15時 保健センター

19日㈫
10時～ 11時30分 東公民館
13時30分～ 15時 泉公民館

犬の登録・狂犬病予防注射

　すぎとピア（大字堤根）を会場に、大規模災害時に起こりうる様々
な場面を想定した「協働型災害訓練」が実施されました。
　この訓練は、杉戸町が東日本大震災で避難住民の受け入れや物資
支援により交流を続けてきた、友好都市の福島県富岡町、福島県川
内村およびNPO団体による地域間共助推進協議会が主催しました。
 ✍住民参加推進課

域間の絆！協働型災害訓練を実施
1 月 29 日㈮～ 30 日㈯地

　杉戸町では、災害時に株式会社グラケン、小谷野土建工業株式会社、有
限会社青柳造園および有限会社浜名造園と協力して、応急対策業務を行う
ために「災害時における応急対策業務の実施に関する協定」を締結しました。
　この協定により町は、災害時に町で管理する公園および街路等の機能確
保のための障害物（倒木等）の除去、樹木等の被害状況調査、業務に係る
技術的助言等について、造園事業者の協力を要請することができます。
　有限会社青柳造園の青柳代表取締役は、「地域住民の方々のために、町と
連携し、長年培った匠の技で公園や街路の倒木等への迅速かつ適切な対応
をいたします。」と話してくれました。 ✍住民参加推進課

害時に造園事業者の協力要請ができるようになりました
2 月 2 日㈫災

▲左から濱名代表取締役（㈲浜名造園）、関川代表
取締役（㈱グラケン）、古谷町長、青柳代表取締役（㈲
青柳造園）、小谷野営業本部長（小谷野土建工業㈱）
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