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杉戸町役場　☎ 0480 (33) 1111
町ホームページ  http://www.town.sugito.lg.jp/

日時　10月15日㈯　10時～ 15時
場所　すぎとピア全館
内容　■10時～ 13時30分
　　　　福祉団体模擬店、煙体験、消火体験など
　　　■10時～ 14時
　　　　 ミニ福祉機器展、ミニ福祉体験、似顔絵、切

手整理、ぬり絵、おもちゃの病院など
　　　■14時10分～ 15時
　　　　幸手桜高校演劇部、チンドンパフォーマンス
主催　いきいきふれあいまつり2016実行委員会
共催　杉戸町社会福祉協議会　　後援　杉戸町 ほか
問合せ　杉戸町社会福祉協議会　☎ (32) 7402　
　　　　　　　　　　　　　　　FAX（36) 1687

いきいきふれあいまつり 2016

　「もの忘れが多くなった」「同じ話を何度も繰り返す」
など家族の行動がちょっとおかしいのではないかなど、
不安や気になることに対して、杉戸町では、認知症地域
支援推進員が町民の認知症に関する相談をお受けします。
場所　・すぎと地域包括支援センター（高齢介護課内）
　　　・ 良宝園地域包括支援センター（老人ホーム良

宝園内）
日時　随時
対象　・認知症やその心配がある高齢者
　　　・認知症の人の家族
内容　認知症の人への対応、医療や介護など
料金　無料
問合せ　すぎと地域包括支援センター　☎ (36) 2620
　　　　良宝園地域包括支援センター　☎ (38) 1120

認知症のこと相談してみませんか！

期日　10月28日㈮　
集合時間　6時45分～ 7時
　　　　　※地区ごとに出発時間が異なります
集合場所　①中央1・2地区、南・東地区：すぎとピア集合
　　　　　②西地区：西近隣公園集合
　　　　　③泉地区：リバティーホール杉戸集合
目的地　河口湖遊覧船、忍野八海
対象　町内在住の一人暮らし高齢者
定員　100名程度　　参加費　2,500円
申込　9月26日㈪までに担当区域の民生委員へ
問合せ　杉戸町社会福祉協議会　☎ (32) 7402

一人暮らし高齢者ふれあいバス旅行
参加者募集

「人も車も自転車も　安心・安全　埼玉県」
　県内における本年の交通事故死者数は、7月末現在
90人で、全国ワースト3位となっています。一人ひと
りが交通ルールを守り、正しい交通マナーを身につけ
て、交通事故の無い安心・安全なまちを目指しましょう。
■運動の基本　子供と高齢者の交通事故防止
■全国重点
　・ 夕暮れ時と夜間の歩行中・自転車乗用中の交通事
故防止

　　（ 特に、反射材用品等の着用の推進及び自転車前照
灯の点灯の徹底）

　・ 後部座席を含めた全ての座席のシートベルトとチャ
イルドシートの正しい着用の徹底

　・飲酒運転の根絶
■埼玉県重点　・自転車の安全利用の推進
　　　　　　　　（特に自転車安全利用五則の周知徹底）
■杉戸町重点　・自転車の交通事故防止
問合せ　住民参加推進課　交通・防犯担当　内線284

秋の全国交通安全運動実施！
9月 21 日㈬～ 30 日㈮

期日　10月6日㈭　
集合時間・場所　6時45分・すぎとピア
目的地　新江ノ島水族館、江の島散策
対象　町内在住の障がい者（児）及びその家族　
定員　75名（リフト付バスの定員になり次第〆切）
参加費　2,000円（当日徴収）※昼食は各自
申込期限　9月23日㈮　17時まで
その他　事前に障害者手帳のコピーが必要となります。
申込・問合せ　杉戸町社会福祉協議会　☎ (32) 7402
　　　　　　　　　　　　　　　　　　FAX（36) 1687

障がい者ふれあいバス旅行
参加者募集

～ 9月は建築物防災週間・屋外広告物適正化旬間です～
　建築物防災週間とは、建築物に関連する防災知識の
普及や防災関連法令・制度の周知徹底を図るため、全
国一斉に年2回行われるものです。
　熊本地震では、耐震性が不十分な古い建築物の倒壊
により大きな被害が発生しました。
　町では、木造住宅の耐震診断、耐震改修工事の補助や
無料簡易耐震診断を行っていますので御利用ください。
また、広告板、立看板などの屋外広告物は、人々に様々
な情報を提供し、まちの活気やにぎわいを演出する一方
で、無秩序な設置により景観が損なわれ、管理が不十分
であることにより人々に危害を及ぼすことがあります。
　屋外広告物を設置しようとする方や屋外広告物の設
置場所を提供する方は、適正な広告物の設置にご協力
ください。
問合せ　建築課　開発建築指導担当　内線345･346

ご存知ですか？建築物や屋外広告物のルール

　杉戸町道Ⅰ級5号線道路改良工事を行うため、工事期間中通行規制を行います。
ご迷惑をおかけしますが、みなさまのご理解とご協力をお願いします。

杉戸町道Ⅰ級5号線・幸手市道1-16号線通行規制のお知らせ
　　　　　　都市施設整備課
道路治水担当　内線379

問合せ

規制区間　杉戸町大字大島～幸手市大字吉野
規制期間　平成 28年 9月中旬から
　　　　　平成 29年 3月下旬（約 7ヶ月）
規制内容　工事時間帯通行止め（9時～ 17 時予定）

自動車　国道 4号・県道並塚・幸手線・町道Ⅱ級 1号
線等からの進入が出来なくなりますので、県
道境・杉戸線・市道 1-12 号線を利用するなど
他路線へ迂回をお願いします。

自転車・歩行者　幸手市道 1-16 号線・杉戸町道Ⅰ級 5
号線の北側及び南側に並行する市
道・町道への迂回をお願いします。

杉戸

空間放射線量の測定結果

測定場所 測定高さ 5月 6月 7月

役 場 1.0 メートル 0.070 0.072 0.071

泉小学校 0.5 メートル 0.099 0.083 0.088

西近隣公園 0.5 メートル 0.100 0.093 0.093

　町では、空間放射線量の定期測定を行っています。
5月から7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 ※国基準値 : 0.23

環境課　☎ (38) 0401問合せ

　杉戸町では町税の滞納処分により差押えた不動産について、滞納税の解消を図る為、入札による売却を
実施します。入札に参加希望の方は、事前に税務課徴収担当までお問合せください。

滞納処分による不動産公売を実施します
～平成28年度　杉戸町不動産公売のお知らせ～

　　　　　　
税務課　徴収担当
内線　439

問合せ

公 売 日　10月7日㈮　
　　　　　入札時間　14時～ 14時30分（14時頃から説明あり）
会　　場　役場本庁舎3階　第一会議室
そ の 他　 本物件は農地である為、入札の参加には買

受適格証明書の提出が必要です。また、入
札日当日に入札保証金の納付が必要となり
ます。

公売不動産 
　所在　杉戸町大字並塚　　地番　1405番1
　地目　田　　地積　1,179㎡（公簿）
　見積価格　3,049,600円
　入札保証金　310,000円

対象物件
★

　第13回杉戸アースデー（会場：カルスタすぎと）にて、町内小学生が「環境によい活動・行動を呼び掛けた
ポスター」をテーマに描いた143点の展覧会を開催し、来場者の投票で、19点の作品が入選作品に選ばれました。
入選作品は、町のホームページ（下記QRコード）でご覧になれます。

小学生環境ポスター展覧会入選作品決定！ 　　　　　　環境課　環境保全担当
　　　　　　☎ (38) 0401

問合せ

■入選者のご紹介（学校順、学年順、氏名順、敬称略）

学　校　名 学年 氏　　名 学　校　名 学年 氏　　名 学　校　名 学年 氏　　名

杉戸小学校 2 麻生　大希 西小学校 3 竹内　　爽 泉小学校 6 五十嵐　悠也

杉戸小学校 2 佐久間　莉咲 西小学校 4 菊野　めゆ 泉小学校 6 森田　　凌

杉戸小学校 2 佐藤　明莉 西小学校 6 小沢　雄統 高野台小学校 5 北原　世愛

杉戸小学校 3 大鷹　彩恵 杉戸第二小学校 4 五十嵐　利矩

杉戸小学校 3 馬場　光瑠 杉戸第二小学校 4 日下部　暢花

杉戸小学校 5 馬場　　碧 杉戸第二小学校 5 西山　莉美亜

杉戸小学校 6 大鷹　直斗 杉戸第二小学校 6 秋山　史歩

杉戸第三小学校 5 工藤　　瞳 泉小学校 5 金子　心夢
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