
　10 月 1 日付けで、次の方が民生委員・児童委員とな
りました。

【敬称略】
（氏名）　　　　（担当区域）
近藤 信夫　　　大字下高野（宮の下、上株、中志）
大里 栄子　　　大字清地（豊後）
問合せ　福祉課　社会福祉担当　内線 263

新しい民生委員・児童委員の紹介

　高等学校・専修学校および大学に入学を希望する方
の保護者で、入学資金（入学金・制服・教科書等）の
調達が困難な方に貸付を行います。申込書類は、役場
教育総務課で配布します。
受付　 11 月 4 日㈫～平成 27 年 1 月 30 日㈮（土・日・

祝日、年末年始を除く）
貸付の決定　入学準備金貸付審査会で審査のうえ決定します。
　　　　　　審査会は、12 月・2 月の 2 回開催予定です。
問合せ　教育総務課　庶務管理担当　内線 393

大学・高校入学準備金貸付受付のお知らせ

日時　11 月 8 日㈯　10 時～ 12 時
会場　すぎとピア　多目的ホール
対象　町内在住・在勤の障がい者、介護者
内容　スポーツ・レクリエーション
定員　50 名程度　　参加費   無料
申込期限　10 月 23 日㈭　17 時
申込・問合せ  杉戸町社会福祉協議会　☎ (32) 7402

「ふれあいのつどい（障がい者のつどい）」参加者募集

　低所得のひとり親家庭の児童が中学校へ入学する際、
就学支度金が支給されます。該当する方は、12 月 26
日㈮までに申請してください。なお、申請期限を過ぎ
ると支給されませんのでご注意ください。
対象　 平成 27 年 4 月に中学校へ就学する児童を扶養

している母子家庭の母、父子家庭の父、または
父母のない児童を養育している方で、市町村民
税非課税世帯の方（生活保護受給世帯を除く）

※ 「市町村民税非課税世帯」とは、申請者および申請
者と同居している扶養義務者それぞれの平成 25 年分
の所得によって、市町村民税の額が 1 円以上と決定
されている方が誰もいない世帯のことです。

支給額　10,000 円　
　　　　※振込先（申請者名義）が分かるものを持参してください。
申請・問合せ　子育て支援課　子育て支援担当　内線 279・265

ひとり親家庭児童就学支度金支給制度のお知らせ

　国土交通省、都道府県および市区町村は、住宅・建
築行政等の基礎資料を得ることを目的に、毎年「建築
物実態調査」を実施しています。
　最近の建築物および住宅の建築状況等を調査するため
に、調査員がお宅を訪問して、質問形式による調査を行
います。調査内容は、統計以外の目的に使用することは
ありませんので、ご理解ご協カをよろしくお願いします。
調査期間　11 月 15 日㈯まで
問合せ　建築課　開発建築指導担当　内線 343・344

「建築物実態調査」にご協力をお願いします

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/

　災害時のボランティア活動について、自分に何がで
きるかを一緒に考えてみませんか？ 
日時　11 月 27 日㈭　13 時 30 分～ 16 時　
会場　すぎとピア　講座室
定員　40 名（申込多数の場合は抽選）　
受講料　無料　
内容　 講演　テーマ：「災害時に私たちができること」
　　　グループワーク：～災害対応シミュレーション
　　　ゲーム・クロスロードを使って～
申込期限　11 月 17 日㈪　17 時
申込・問合せ　杉戸町社会福祉協議会　☎ (32) 7402

災害救援ボランティア講習会

　携帯電話やインターネットの普及により、子どもた
ちが様々なトラブルに巻き込まれることが最近、多く
なっています。
　私たち大人の果たすべき役割とは何かを考えませんか？
日時　11 月 7 日㈮　14 時～ 15 時 50 分　
場所　カルスタすぎと　多目的ホール
内容　 講演「インターネット時代を生きる子どもたち

と大人の役割」～知る努力・関わる勇気～
講師　埼玉県家庭教育アドバイザー　荻野 裕佳里 氏
定員　150 名（先着順）　　入場料　無料
主催　杉戸町青少年健全育成連絡協議会
申込・問合せ　社会教育課　社会教育担当　内線 483

インターネット時代の大人の役割講演会

日時　10 月 25 日㈯　10 時～ 12 時
場所　カルスタすぎと
内容　 杉戸町議会議員による、平成 25 年度一般会計決

算を中心に 9 月議会で審議した内容報告。
　　　 来場者の皆様からの質問に答える質問コーナー。
問合せ　議会事務局　内線 224

議会をもっと身近に！「第 8 回議会報告会」

日時　10 月 18 日㈯　10 時～ 12 時（小雨決行）
　　　※ 予備日 11 月 1 日㈯　10 時～ 12 時（予備日

が大雨の場合、西公民館で講義のみを実施し
ます。その際、愛犬は参加できません。）

場所　倉松公園　子ども広場
内容　 「おすわり」や「待て」、飼い主のペースに合わ

せた散歩など、家族の一員である愛犬との接し
方の実技指導。

講師　小佐野愛犬・警察犬訓練所 所長　小佐野 恵司 氏
定員　30 名（愛犬同伴）　　費用　無料
申込期限　10 月 16 日㈭
申込・問合せ　環境課　生活環境担当　☎ (38) 0401

愛犬しつけ方教室

−違反建築なくそう運動−
　10 月 10 日～ 10 月 20 日は、違反建築物を無くして良
好な市街地環境の形成および建築の質の向上に努めるこ
とを目的とした「違反建築なくそう運動」が実施されます。
　この運動の一環として、だれでも参加できるわかり
やすい法令説明会を開催します。
日時　10 月 17 日㈮　14 時～ 16 時
場所　宮代町　「進修館」　小ホール
内容　 建築物に関する法令説明会、無料簡易耐震診断

（筋かい記入の平面図が必要です）
費用　　無料（申込不要）
問合せ　建築課　開発建築指導担当　内線 343・344

「ルール守って明るく住マイル」

日時　11 月 1 日㈯　10 時～正午
場所　中央公民館　講座室
対象　働くことに関心がある障がい者、ご家族 等
内容　 ＤＶＤ上映「障がい者の働く現場」、企業で働く

障がい者の講話　など
参加費　無料　　申込方法　前日までに電話にて
申込・問合せ　杉戸町障がい者就労支援センター　☎ (33) 1713

障がい者就労準備セミナー
～そうか、そうだったのか！障がい者の働く現場～

　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

日時　12 月 7 日㈰　10 時 30 分～ 14 時
場所　カルスタすぎと　歩行者専用道路
内容　農産物直売、模擬店、衣類・雑貨等のフリーマーケット
条件　来訪者と障がい者の交流に理解のある個人・団体の方
　　　（ フリーマーケットを業としている方はご遠慮ください。）
費用　1 コマ（3 メートル× 2 メートル）1,000 円
主催　杉戸町障がい者協議会
共催　杉戸町、杉戸町社会福祉協議会
申込期限　11 月 28 日㈮　17 時
申込・問合せ　杉戸町社会福祉協議会　☎ (32) 7402

第 18 回青空市出店者募集

日時　10 月 18 日㈯　10 時～ 15 時
場所　すぎとピア全館
内容　・ ミニ福祉体験、ミニ福祉機器展、似顔絵、社

協コーナーなど（14 時まで）
　　　・ 福祉団体模擬店、煙体験、消火体験など（13 時 30 分まで）
　　　・Ko-1 による参加型マジックほか（14 時～ 15 時）
主催　杉戸町福祉ボランティア連絡会
問合せ　杉戸町社会福祉協議会　☎ (32) 7402　FAX　(36) 1687
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臨時福祉給付金・子育て世帯臨時特例給付金　申請はお済みですか？

申請期限10月31日㈮まで
　町では、臨時福祉給付金・子育て世帯臨時特例給付金の「2つの給付金」について、給付対象となる可能性の
ある方に申請書を送付しています。まだ申請がお済みでない方は、申請期限が10月31日㈮（消印有効）までで
すので、お早めに申請をお願いします。
　「2つの給付金」は消費税率の引き上げに際し、所得の低い方（市町村民税が非課税の方など）や子育て世帯の
負担を緩和するために実施しています。申請期限を過ぎますと、給付金の支給ができませんのでご注意ください。

杉戸町臨時福祉給付金支給室　☎ (33) 1700 ／子育て支援課　内線 265問合せ問合せ 環境課 廃棄物資源担当　☎ (38) 0401

　小型家電は、レアメタルと呼ばれる希少な金属資源を
含むことから、都市鉱山として近年注目されています。
　杉戸町では本年4月から、小型家電に含まれる希少金属のリサ
イクルを進めるため、使用済小型家電の回収を開始しました。
　回収方法は、皆さまから出された、不燃ごみや粗大ご
みの中から小型家電を回収しています。
これまでの回収実績については、右記のとおりです。

使用済小型家電回収状況 （単位：キログラム）

月 携帯電話 その他小型家電 合計
平成26年4月 27 3,821 3,848
　　　   5月 13 3,444 3,457
　　　   6月 7 3,600 3,607
　　　   7月 16 6,814 6,830
　　　   8月 15 7,843 7,858

合　計 78 25,522 25,600

使用済小型家電の回収実績について

地域の犯罪情報をメール配信 !!
埼玉県警察ホームページ（http://www.police.pref.saitama.lg.jp/kenkei/）「犯罪情報管 News」から登録すると、
地域で発生した犯罪情報がメール配信されます。ぜひ登録して、防犯対策にお役立てください。

防災無線で放送した直前の内容がフリーダイヤルで確認できます。（放送内容は放送後 24 時間まで保存）

フリーダイヤル 0120-65-5714　固定電話の場合、市外局番 0480 以外の地域からはご利用できません。 12広報すぎと
平成 26 年 10 月号
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