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　東武動物公園駅東口通り線の整備推進を図るため、4
月1日から東口通り線整備推進室を設置しました。
■新設

　また、産業団地拡張事業に一定の目途が立ったため、
産業団地拡張推進室を廃止し、商工観光課が事務を引
き継ぎます。
■廃止　産業団地拡張推進室
問合せ　総務課　職員担当　内線212

名　　称 主な事務

東口通り線整備推進室
東武動物公園駅東口通り線の
整備推進に関する事項

役場組織が一部変わりました

平成 29 年度　水質検査計画を策定しました
　水質検査計画は、水道法施行規則によりすべての上
水道事業者が策定するもので、水質検査の回数・項目・
採水地点等を定めたものです。
　「平成29年度 水質検査計画」は、上下水道課窓口や
町ホームページでご覧いただけます。また、水質検査
計画に基づく水質検査結果（平成27年度下期～平成28
年度上期）もご覧いただけます。
　なお、計画策定にあたり ｢平成29年度 水質検査計画
(案)｣ を、広報すぎと12月号に掲載してお知らせした
ところですが、これについてご意見等はございません
でした。
問合せ　上下水道課　水道担当　☎ (37) 1232

ふるさと元気村事前講習会
　講習会を一度受講していただくと「ふるさと元気村（す
ぎとピア内トレーニング室）」がご利用いただけます。
日時　4月20日、5月18日　毎月第3木曜日　
　　　10時～ 11時30分
場所　ふるさと元気村（すぎとピア内）
対象　町内在住の60歳以上の方
　　　※要支援、要介護認定を受けている方を除く
定員・費用　各月10名（申込順）・無料
申込　 各月講習日の前月までに、電話またはすぎとピ

ア窓口で申込
問合せ　すぎとピア　☎ (33) 8192

なかよし広場
　町では、お子様の健やかな成長を願い、保護者が安
心できる子育てに役立つよう、「なかよし広場」を開催
します。
対象　町内在住の幼稚園就園前のお子様と保護者
内容　 紙芝居、折り紙、ままごと、歌などの活動、幼稚園職員

への子育ての悩み相談、保護者同士の語り合い　など
日程・場所　5月12日㈮・すぎと幼稚園
　　　　　　5月23日㈫・西幼稚園
　　　　　　5月24日㈬・中央幼稚園
時間　各園14時30分～ 15時30分（受付14時15分～）
　　　※途中参加も可
その他　 すぎと幼稚園はお車でご来園できますが、中

央幼稚園、西幼稚園には駐車場がありません
ので、お車でのご来園はご遠慮下さい。

　　　　※ 実施内容の詳細については、各園にお問い
合わせください。

問合せ　中央幼稚園　☎ (34) 2961
　　　　西幼稚園　☎ (33) 3223
　　　　すぎと幼稚園　☎ (53) 8266

　国民健康保険に加入している16歳以上の方は、所得
がない、扶養になっている等の理由で所得税（住民税）
の申告が必要でなくても、全員、申告が必要です。
　今年度より国保税の軽減が拡大したことから、今ま
で軽減対象でなかった世帯でも、申告していただくこ
とで、税が軽減される可能性があります。
■申告しないと…
　・ 国民健康保険税の算定や軽減判定を正しく行うこ
とが出来ません。

　　※ 所得がなくても申告していない場合、軽減制度
は適用されません。

　・ 高額療養費の自己負担限度額を正しく判定するこ
とができず、最も高い限度額で判定されます。

　今一度ご確認いただき、まだ申告がお済みでない方
は、可能な限り5月末までに申告をお願いします。
問合せ・申告書提出先　町民課　国民健康保険担当
　　　　　　　　　　　内線257・457

あなたは大丈夫？必ずご確認ください！
～ 16 歳以上の方は全員申告が必要です～

　戸籍システムの入れ替えのため、町民サービスコーナー
（西公民館及び深輪産業団地地区センター）での戸籍謄本
等の交付を休止します。あらかじめご了承ください。
　なお、住民票、印鑑登録証明書、住民票記載事項証
明書や税関係証明書等は交付を受けることができます。
日時　4月15日㈯・16日㈰　終日
交付が出来ない証明書（杉戸に本籍のある方）
　●戸籍謄（抄）本　●身分証明書　●戸籍の附票
問合せ　町民課　住民・戸籍担当　内線256

町民サービスコーナーの一部サービス休止

　町議会の同意を得て、4月1日よ
り、伊藤美由紀氏が教育長に就任
しました。
問合せ　教育総務課　
　　　　庶務管理担当　内線393

杉戸町教育委員会教育長に
伊藤氏が就任

　自転車や歩行者も交通ルールを守り、ドライバーは
思いやりを持った運転を心がけ、交通事故のない安心
安全な杉戸町を目指しましょう！
 運動の基本
　■ 子供と高齢者の交通事故防止～事故にあわない、
おこさない～

 全国重点目標
　■ 歩行中・自転車乗用中の交通事故防止（自転車に
ついては、特に自転車安全利用五則の周知徹底）

　■ 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
 埼玉県重点目標
　■子供と高齢者の自転車乗用中の交通事故防止
 杉戸町重点目標
　■新入学児童の交通事故防止
問合せ　住民参加推進課　交通・防犯担当　内線284

春の全国交通安全運動実施！
4月 6日㈭～ 15 日㈯

「人も車も自転車も　安心・安全　埼玉県」　カスリーン台風襲来から70年となる今年、地域の皆
様に水害の恐ろしさ、防災、避難の重要性を改めて認
識していただくため、
「カスリーン台風の被
害写真などのパネル
展」を開催します。
日時　5月10日㈬～ 16日㈫　休館日除く9時～ 21時30分
場所　生涯学習センター　オープンギャラリー
費用　無料（事前申込不要）
その他　 詳細は、利根川上流河川事務所ホームページ

でご確認いただけます。
問合せ　住民参加推進課　消防・防災担当　内線288

カスリーン台風被害写真パネル展のお知らせ

平成29年度　環境関連補助制度のお知らせ

対象者　 町内で、自ら居住している住宅、または自
ら居住するために新築する予定の住宅に太
陽光発電システムを設置する方。

　　　　※ ただし、次の①～④に該当する場合は
申請できません。

　　　　①法人が申請する場合
　　　　②賃貸目的の住宅で申請する場合
　　　　③太陽光発電システムの増設で申請する場合
　　　　④ 太陽光発電システムが設置されている

住宅の購入で申請する場合

補助金額　・太陽光発電システム設置1件につき5万円
　　　　　・ 太陽光発電システムとHEMS（エネルギ

ー管理設備）同時設置1件につき6万円
申請開始日　4月3日㈪～（申込順）
申請方法　 所定の申請書に必要書類を添えて、環境課窓

口（環境センター内）まで持参してください。

　申請書は、環境課窓口もしくは、町ホーム
ページで取得いただけます。詳しくは、ホー
ムページ（右QRコード）をご覧ください。

住宅用太陽光発電
システム設置費用

　再生化のエネルギーの利用を促進するため、住宅用太陽光発電シス
テムを設置する方に対し、予算の範囲内において補助金を交付します。

問合せ 環境課　環境保全担当　☎ (38) 0401

補助金額　容器等の購入額の3分の2
　生ごみ堆肥化専用機器
　　（上限）1基につき4,500円まで
　生ごみ減量化機器
　　（上限）1基につき20,000円まで

申請開始日　4月3日㈪～（申込順）
申請方法　 所定の申請書に必要書類を添えて、環境課

窓口（環境センター内）まで持参してくだ
さい。

※ 年度内における補助は、1世帯それぞれ1基まで。詳
しくはお問合わせください。

杉戸町家庭生ごみ堆肥化
専用容器等購入費

　平成29年度より、家庭生ごみ堆肥化専用容器購入補助金申請
の受付を行います。

問合せ 環境課　廃棄物資源担当　☎ (38) 0401

対象者　町内に住所を有している方
対象車両　電気自動車及び
　　　　　プラグインハイブリッド自動車
　　　　　※ 事前申請です。新車新規登録月日

は補助金交付決定以降であること。
　　　　　※ 車検証の所有者又は使用者の名義

が申請者となり、かつ、使用の本
拠の位置が杉戸町内であること

補助金額　1台5万円

申請開始日　4月3日㈪～（申込順）
申請方法　 次の申請書類を環境課窓口（環境センター）

まで持参してください。
　　　　　・補助金交付申請書
　　　　　・導入費が明記されている注文書
　　　　　・電気自動車等の規格等が分かるカタログなど

　申請書は、環境課窓口もしくは、町ホー
ムページで取得いただけます。詳しくは、
ホームページ（右QRコード）をご覧ください。

電気自動車及び
プラグインハイブリッド
自動車購入費用

　地球温暖化の防止や大気汚染の改善を目的に、電気自動車またはプラグイ
ンハイブリッド自動車を新たに購入する方に対し、予算の範囲内において補
助金を交付します。 問合せ 環境課　環境保全担当　☎ (38) 0401
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