
ひろばすぎと
杉戸町役場　☎ 0480 (33) 1111

町ホームページ  http://www.town.sugito.lg.jp/

　農業振興地域内における農用地区域の農地を、農地
以外の目的で利用する場合は、除外する手続が必要と
なります。農地を転用する予定がある方は、次の受付
期間内に農用地除外の申し出をしてください。
受付期間　6月 2日㈪～ 6日㈮　※土・日曜日を除く
受付場所　産業課�基盤整備担当
※�除外申し出の承認については、農地転用・開発行為
等許可基準等に適合することが条件となりますので、
事前にご相談ください。

問合せ　産業課�基盤整備担当　内線 323

農用地区域からの除外申し出

　４月１日付けで、次の方が民生委員・児童委員となりました。

問合せ　福祉課�社会福祉担当　内線 263

氏名（敬称略） 担当地区

折原勝治 大字下高野（宮の下、上株、中志）

渡邉好美 上杉戸

畠山信行 上杉戸（県営とねり団地）

木村栄司 大字宮前

新しい民生委員・児童委員を紹介します

　ボランティア活動は「相手の気持ちに寄り添い、お話に
耳を傾けること」から始まります。「聴くこと」からボランティ
アを始めてみませんか？
日時　�6月18日㈬、25日㈬、7月2日㈬13時～16時�
　　　全３回（３回すべて参加できる方）
場所　すぎとピア　講座室
対象　どなたでも
申込み・問合せ　杉戸町社会福祉協議会　☎(32)�7402

傾聴ボランティア講座のご案内

　介護サービスを利用している方や、これから利用したい方、
またご家族からの相談や質問を介護相談員がお受けします。
日時　5月30日㈮、6月27日㈮、7月31日㈭
　　　13 時 30分～15時　※予約制
場所　役場第１庁舎１階　相談室
申込・問合せ　高齢介護課　介護保険担当　内線313・314
※訪問による相談を希望する方はお申出ください。

介護相談のお知らせ

　次の事業所を追加指定しました。
店名　株式会社丸山設備
　　　加須市新川通４２０番地５☎（77）1051
指定期間���平成 26 年 3月 17 日から平成 29年�3 月 31 日まで

杉戸町下水道排水設備工事指定店

　杉戸町議会議員による、「第 7回議会報告会」を開催
します。報告会では、議会議員が平成 26年度一般会計
予算を中心に、3月議会で審議した内容を報告します。
また、質問コーナーを設け、来場者の皆様からの質問
にもお答えします。皆様のご来場をお待ちしています。
日時　5月17日㈯ 10 時～12 時
場所　杉戸町役場　第 2庁舎 2階会議室
問合せ　議会事務局　内線 224

議会を身近に！「第 7 回議会報告会」

　５月中旬から、対象となる要援護世帯に民生委員・
児童委員が訪問します。その際、保健・福祉行政をよ
り良くするための基礎資料として、要援護世帯等実態
調査を実施しますので、ご協力をお願いします。
　なお、調査で得た情報は、福祉・保健・介護予防事
業目的以外には使用しません。

問合せ　福祉課　社会福祉担当　内線 263
　　　　高齢介護課　高齢者福祉担当　内線 317
　　　　杉戸町すぎと地域包括支援センター　内線 302

要援護世帯等実態調査のお願い

シルバードライバードック 2014
　教習所指導員による安全運転講習を開催します。
日時　�5 月 24 日㈯、7月 26 日㈯、9月 27 日㈯、10 月 25 日㈯�

（いずれか一日の受講で修了カードが交付されます）
受付　13 時 30 分～　講習時間 14時 00 分～ 17 時�
場所　春日部自動車教習所�
対象　普通運転免許をお持ちの 65歳以上の方�
定員　各回 15名程度�
費用　無料
内容　�教習所のコースを利用しての体験講習や討論会などを行い、忘

れかけていた基本を復習して、今後の安全運転に役立てます。
※�70 歳以上の方が免許更新の際に受講する「高齢者
　�講習」ではありません。
申込・問合せ　住民参加推進課　交通防災担当　内線 284
　　　　　　　杉戸警察署交通課　(33)�0110

　4月1日から消費税の税率が 8%に改正されました。4
月1日時点で現住所地において継続使用している方は、6
月検針分から8%の消費税率となります。
問合せ　上下水道課　☎ (37)�1232

消費税率引き上げに伴う上下水道料金の変更について

　５月は赤十字運動月間です。赤十字運動月間では、
日本赤十字社の組織と事業の充実発展を図るため、「赤
十字社員増強運動」が行なわれます。
　日本赤十字社は、社員（会員）の皆様に納めていた
だいた活動資金「社資」により、人道的活動を行なっ
ています。東日本大震災の復興支援活動にも活用さ
れます。赤十字の精神と事業にご賛同いただき、年額
500 円以上の財政的支援をお願いします。
　なお、赤十字社員に加入しなくても、寄付金として
支援することもできます。
　皆様のご理解とご協力をお願いします。
問合せ　杉戸町社会福祉協議会（日本赤十字社�杉戸町分区）☎ (32)7402

「Together  For  Humanity 」〜人間を救うのは、人間だ。〜

　身体もしくは精神に障がいがある方が所有する軽自動
車で（家族の方が所有する軽自動車が該当する場合もあ
ります）、通院・通学・通所または生業のために使用する
場合、軽自動車税が減免の対象となります。ただし、自
動車税（県税）の減免を受けている方は対象になりません。
　減免を希望する方は、5月26日㈪までに税務課町民税
担当にて手続をしてください。
申請に必要なもの
・軽自動車税納税通知書
・身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、
　療育手帳または戦傷病手帳　・運転免許証
・自動車検査証　　　　　　　・印鑑
※前年、減免を受けた方も手続をする必要があります。
※障がいの内容によっては、減免できない場合があります。
問合せ　税務課�町民税担当　内線 242・243・436

軽自動車税の減免申請受付

　現在も、多くの被災者が仮設住宅や県外での生活をし
ています。また、インフラ等の復興が半ばで不自由な生
活を強いられている状況です。
　そこで、岩手県・宮城県・福島県・茨城県の４県を送
金対象として義援金の受付を延長します。
延長期間　【変更前】平成 26年 3月 31 日㈪まで
　　　　　【変更後】平成 27年 3月 31 日㈫まで
受付場所　　・役場第 3庁舎受付
　　　　　　・すぎとピア（社会福祉協議会）
　　　　　　・カルスタすぎと
　　　　　　・リバティーホール杉戸
問合せ　杉戸町社会福祉協議会（日本赤十字社杉戸町分区）☎ (32)�7402

東日本大震災義援金受付期間を延長します

環境センタ－の煙突からの排出ガス測定結果
　環境センターでは、1 号炉および 2 号炉の排出ガス測定（ダイオキシン類）を毎年度それぞれ 1 回実施しています。

1 月 21 日㈫に 2 号炉の測定を実施しました。結果はこれまで同様に排出基準を下回りました。

測定場所　2号炉の煙突測定孔
排出基準の根拠
・ばいじん、硫黄酸化物および塩化水素は大気汚染防止法に基づく基準を適用
・窒素酸化物は埼玉県の指導方針に基づく基準を適用
・�ダイオキシン類はダイオキシン類対策特別措置法および埼玉県生活環境保全条例等に基づく基準を適用

排出ガスの分析結果
項　目 測定分析結果 排�出�基�準

ダイオキシン類 0.065�ng-TEQ／㎥N 5�ng-TEQ／㎥N

法

規

制

対

象

ばいじん 0.0011�g ／㎥ N未満 0.15�g ／㎥ N

硫黄酸化物 0.0076�㎥ N／ h未満 46.1�㎥ N／ h

塩化水素 4.4�mg ／㎥N 200�mg ／㎥N

窒素酸化物 52�ppm 180�ppm

問合せ 環境課�廃棄物資源担当　☎(38)�0401

ng（ナノグラム）：10億分の 1グラムの重さを表す単位
TEQ：ダイオキシン類の毒性を表す単位
㎥Ｎ（ノルマル立法メートル）：�摂氏 0度、１気圧に換算

したガス量を表す単位
ppm：100 万分の 1を表す単位

耐震診断士、耐震改修工事店登録事業者募集
問合せ 建築課�開発建築指導担当　内線 343

　町内産業の振興を図るため、また既存木造住宅の耐震化を促進するために、耐
震診断士および耐震改修工事店の登録申請を受付しています。登録すると、耐震
補助金制度関係の啓発用チラシやホームページに社名連絡先が掲載されます。

■耐震診断士の資格要件
　耐震診断士の登録を申請できる方は、次の（1）
～（3）に掲げるすべての要件に該当する方です。
（1）�建築士法第 2 条第 1 項に規定する建築士

の資格を有する方
（2）�公的機関、または財団法人日本建築防災協

会が主催する耐震診断に関する講習会を受
講し、修了証の交付を受けている方

（3）�町内に本店・支店、または営業所を有する
建築士事務所に所属している方

■耐震改修工事店の資格要件
耐震改修工事店の登録を申請できる方は、町内に
本店・支店、または営業所（個人の場合は住所）
を有する方とします。

受付期間　随時 ※土・日・祝祭日、年末年始を除く
受付時間　8 時 30 分～ 12 時、13 時～ 17 時 15 分
受付場所　役場本庁舎 1 階 建築課窓口
申請様式等　建築課窓口にて配布しています。
　　　　　　また、町ホームページ（建築課）
　　　　　　からダウンロードできます。
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