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　町では平成 28 年 4 月開園を目指して、統合幼稚園・
保育園複合施設の建設事業を進めています。以下の通
り保護者説明会を実施しますので、関心のある方はぜ
ひご参加ください。
日時　6 月 21 日㈯　10 時から 12 時
場所　杉戸町役場第 2 庁舎 2 階第 1・第 2 会議室
対象　 平成 28 年度以降に町立幼稚園、保育園に通園す

る園児を持つ保護者
問合せ　教育総務課　内線 392　子育て支援課　内線 266

統合幼稚園・保育園複合施設建設に伴う保護者説明会

　平成 27 年度に小・中学校で使用される教科書見本の展示会です。
日時　6月13 日㈮～ 28 日㈯　9 時 30 分～16 時 30 分
　　　（日曜は除き、土曜は 12 時 30 分まで）
会場　春日部市立春日部中学校　幸手市立さかえ小学校
問合せ　学校教育課　指導担当　内線 386

平成 26 年度教科書展示会

次の事業所を追加指定しました。
店名　株式会社Ｎ・Ｋ企画
　　　三郷市番匠免 1丁目116 番地　☎ 048 (916) 0161
指定期間　平成 26 年 4 月 4 日から平成 30 年 3月31日まで

店名　夏目設備株式会社
　　　熊谷市池上 490 番地  ☎ 048 (523) 0064
指定期間　平成 26 年 4 月15 日から平成 30 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

　次の事業所を追加指定しました。
店名　夏目設備株式会社　（4 月 21 日指定）
　　　埼玉県熊谷市池上 490 番地　☎ 048 (523) 0064
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

　5 月～ 9 月は光化学スモッグが発生しやすい時期で
す。特に夏季に発生が多くなります。
　光化学スモッグは、目や喉の粘膜に刺激を与え、健
康被害を引き起こすことがあります。
◆光化学スモッグ注意報が発令されたら健康被害にあわないために…
　・屋外での激しい運動は避けましょう
　・目などに刺激を感じたらすぐ屋内に入りましょう
　・ 乳幼児、お年寄り、病弱な人は、被害を受けやす

いので、注意しましょう
　また、光化学スモッグ発生抑制のために自動車の使
用を控えるようご協力ください。
問合せ　環境課　生活環境担当　☎ (38) 0401

光化学スモッグに気をつけて

大島新田調節池クリーン作戦参加者募集
　多くの人が集い憩える水辺空間の大島新田調節池の
ゴミを拾い、多くの地域の皆様が手と手を取り合い、
力を合わせた大規模なクリーン作戦です。
日時　6 月 29 日㈰　※小雨決行
　　　受付 7 時 45 分～、開会式 8 時～、作業開始 8 時 15 分～
　　　※ 悪天候による中止確認は、当日 6 時以降に役

場日直室へお問合せください。
集合　大島新田調節池サッカーグラウンド
その他　ゴミ袋、軍手、タオルは事務局が用意します。
問合せ　杉戸町コミュニティづくり推進協議会事務局
　　　　住民参加推進課内　内線 283

　上下水道課では、毎年度 ｢水質検査計画｣ を策定し、
これに基づき水質検査を実施しています。
　平成 25 年度下半期（平成 25 年 10 月から平成 26 年 3月）
の水質検査結果について、上下水道課窓口や町ホームペー
ジにてご覧いただけるようになりました。なお、検査結果に
ついては、すべての検査箇所において基準を満たしています。
問合せ　上下水道課　水道担当　☎ (37) 1232

平成 25 年度 水質検査結果（下半期）

日時　7 月 27 日㈰
　　　集合／ 6 時 45 分（すぎとピア玄関前）
　　　出発／ 7 時、帰着／ 18 時予定
内容　日帰りバス旅行（目的地／よみうりランド）
対象　 町内在住で 18 歳未満（高校生まで）の子どもを

持つひとり親家庭の親子、または交通遺児家庭
定員　40 名　※申込多数の場合は抽選
参加費　 大人／ 2,500 円、子ども（3 歳～高校生）／ 1,500 円、

3 歳以下／ 100 円
申込　7 月 11 日㈮　17 時まで
その他　 現地では自由行動ですが、現地解散はできま

せん。また、昼食は各自用意してください。
申込・問合せ　杉戸町社会福祉協議会  ☎ (32) 7402

ひとり親家庭・交通遺児家庭のつどい

　町では、家庭内での部品組立・加工、縫製、宛名書き、
パソコン入力などの内職を町民に提供するため、仕事を
依頼していただける事業所の登録を行っています。
※ 家内労働法第 26 条の規程に基づく届出（委託状況届）

を労働基準監督署へ提供している事業所に限ります。
詳しくは厚生労働省ホームページ「家内労働法の概要」
をご覧ください。

※ 登録いただいた事業所には、内職を希望する方から直
接連絡が入ります。

問合せ　産業課　商工担当　内線 308

内職提供事業所を募集しています

　町内に住民登録があり、県が認可した私立幼稚園に
通園している園児の保護者に対し、所得に応じた補助
金を支給します。
　申請用紙は各幼稚園を通じて 6 月中旬ごろ配布する
予定です。なお、町外の幼稚園に通園している方で、7
月になっても幼稚園から申請用紙が配布されない場合
は下記までお問合せください。
問合せ　教育総務課　庶務管理担当　内線 393

私立幼稚園就園奨励費補助金について

　

事業所および企業に統計調査員が訪問します

問合せ コールセンター　☎ 0120–0701–70（受付 9 時～ 20 時、7 月 31 日まで）
総務課　情報統計担当　内線 207

　総務省と経済産業省は、平成 26 年 7 月 1 日に「平成 26 年経済センサス―基礎調査」と「平成 26 年商業
統計調査」を一体的に実施し、全国のすべての事業所及び企業を対象とし、事業の内容、従業者数などを調
査します。
　調査結果は、地域の産業振興や商店街の活性化などの社会経済の発展を支える重要な基礎資料として広く
利用されます。皆様の調査へのご理解・ご回答をよろしくお願いします。
　※県が任命した調査員が 6 月よりお伺いし、調査票を配布・回収します。
　※調査員がお伺いする場合は、必ず調査員証を携行しています。

　児童・生徒を交通事故から守る交通指導員を募集しています。
応募資格　 中央地区・西地区・泉地区に住所を有する方で

次の条件を満たす方
　　　　　①児童の登校時の街頭交通指導ができる方　
　　　　　② 年齢 20 歳以上 65 歳未満で、普通自動車

免許を有する方
　　　　　③ 健康で、交通安全に熱意があり、かつ指導

力のある方
募集人数　 杉戸小学校区、西小学校区、泉小学校区各１名
勤務内容　① 小学校児童登校時における立哨指導
　　　　　② 町主催事業等の交通指導
　　　　　③ 交通安全運動期間等の広報活動　など
　　　　　※報酬あり、装備品・制服一式貸与
応募方法　 7月11日㈮までに応募書類（住民参加推進課

にあります）に必要事項を記入し、同課へ提
出してください。

問合せ　　住民参加推進課　交通防災担当　内線 284

急募！！交通指導員

　みんなで気軽にスポーツを楽しみながら健
康な身体をつくりましょう。
　ルールを知らない初めての方でも気軽に楽しめます
ので、ぜひご参加ください。
日時　6 月 22 日㈰受付 8 時 30 分～（開会 8 時 40 分～）
場所　杉戸小学校体育館　費用　1 人 200 円（保険料含む）
募集　8 チーム（先着順・1 チーム 3 ～ 4 名編成）
※メンバーは小学生以上で編成し、16 歳以上のメンバーが必ず 1 名入ること。
申込期限　6 月 18 日㈬まで
主催　杉戸町スポーツ推進委員   
　　　連絡協議会
申込・問合せ　 社会教育課　
　　　　　　　スポーツ振興担当
　　　　　　　内線 493

杉戸町ファミリーバドミントン交流大会参加者募集

問合せ ファミリー・サポート・センター　☎・FAX (32) 8232

　ファミリー・サポート・センターでは、育児の手助けをしてほしい方（依頼会員）と育児のお手伝いが出来
る方（提供会員）が、相互に育児の援助活動を行っています。

育児援助内容
・保育園や放課後児童クラブの送迎、帰宅後の預かり
・病院や健診、習い事の送迎、その他外出時の援助など
対象　・依頼会員（サービスを依頼したい会員）
　　　　６か月から小学４年生までの子どもを子育て中で、町内在住・在勤の方
　　　・提供会員（サービスを提供できる会員）＊有償ボランティア
　　　　町内在住の方（資格・経験・性別不問）
料金　依頼会員は提供会員に直接報酬を支払います

援助時間 報酬額
月曜日～金曜日　7時～ 19時 30分あたり　350円
土・日曜日・祝日、年末年始　上記以外の時間 30分あたり　450円

ファミリー・サポート･センター説明会兼講習会

  説明会兼講習会
日時　6 月 25 日㈬　13 時～ 16 時 30 分
場所　杉戸子育て支援センター「たんぽぽ」
内容　・「地域でささえる子育て」の DVD 鑑賞
　　　・センターの概要と会則
　　　・ 保育の心構えと幼児の接し方、幼児の

健康管理と緊急時の接し方
対象　 育児サービスに関心のある方、すでに会員登録している方
定員　10 名　＊託児あり（事前申込必要）

あなたも地域の子育てに参加してみませんか
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