
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/

　昨秋より改修工事中の「エコ・スポいずみ」が、町
民の健康増進と生涯学習の推進、ふれあいと交流を促
進する施設として、リニューアルオープンを予定して
います。詳細は広報すぎと 4月号にてお知らせします。
問合せ　社会教育課　スポーツ振興担当　内線 493

4 月から「エコ・スポいずみ」がリニューアルします

　平成 27 年 1 月 1 日現在で調整した、土地および家
屋価格等縦覧帳簿を閲覧できます。
日時　4月 1日㈬～ 6月 1日㈪
　　　8時 30 分～ 17 時 15 分（土・日・祝日を除く）
場所　税務課��資産税担当窓口（役場第 3庁舎 1階）
対象者　�町内に所在する固定資産（土地・家屋）に対

して課する固定資産税の納税者
持参するもの　本人を確認できるもの（運転免許証等）
　　　　　　　※�代理の場合は納税者からの委任状、

法人の場合は社印が必要。
問合せ　税務課　資産税担当　内線 245･246

固定資産税土地・家屋価格等縦覧帳簿の縦覧

日時　3 月 28 日㈯　10 時～ 12 時
場所　役場　第 2庁舎 2階会議室
対象　障がい者・家族・企業関係者等
費用　無料
内容　テーマ「企業はこんな人を求めている！」
　　　・�企業が求め活躍できる人材とは？障がい者雇

用の現状（講師：埼玉県障害者雇用サポート
　　　　　　　　センター　小池�和春氏）

申込方法　3月 25 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

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。

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。

　4月 1 日から、すぎとピアの維持管理業務を指定管
理者が運営することになりました。
指定管理者　社会福祉法人杉戸町社会福祉協議会
指定期間　平成 27年 4月 1日から平成 32年 3月 31 日まで
業務内容　「彩の国いきいきセンターすぎとピア」の
　　　　　管理運営業務

すぎとピアに指定管理者制度が導入されます

問合せ　すぎとピア　☎�(33)�8192

※指定管理者制度とは？
　これまで町に限定されてきた公共施設の運営・管理を
民間事業者などに委ねる制度です。指定管理者制度を導
入することで、多様化する住民ニーズに、より効果的・
効率的に対応できます。また、民間の能力を活用しつつ、
住民サービスの向上や経費の縮減を図ることができます。

　東日本大震災から 4年が経過しましたが、この間にも日本列島は多くの災害に見舞われました。記憶に新しいところ
では、昨年 8月に広島市で豪雨による土砂災害が発生するなど、災害による犠牲者が後を絶ちません。
　しかし、昨年 11 月に、長野県北部で発生した長野県神城断層地震では、幸いにも命を落とされた方が 1人もいませ
んでした。震源に近い白馬村では、家屋の倒壊などにより自宅に取り残された人を、懐中電灯の明かりを頼りに近所の
住民たちが救助しました。また、建設会社のフォークリフトで屋根を持ち上げたり、消防団のチェーンソーで柱を切断
したりして救出しました。まさに住民同士の深いつながり『絆』があったからです。
　災害が起きたとき、高齢者や障がい者、病人や負傷者、子どもなど、いわゆる「災害時要援護者」と呼ばれる人たち
を助けることができるのは、普段からその近くにいる人、同じ地域に暮らす人たちです。お互いの人権を意識したつな
がりが、災害のときに重要な意味を持ってきます。
　災害に直面したとき、まずは自分や家族のことを考え、周りを気にかける余裕を持つことはなかなか難しいと思いま
す。だからこそ、災害時だけではなく普段から相手を思いやる心を持ち、地域とのコミュニケーションをとり、人権を
意識して、お互い支えあって行動していくことが大切なのではないでしょうか。

災害と人権　～普段からのつながり～それは 愛
人 権

( 順不同・敬称略 )

杉戸町社会福祉協議会
平成 27 年 1 月 1 日～ 1 月 31 日寄付♥

・匿名� 443円
・ともしびワンチャンバンド� 10,000円
・21世紀青年会� 5,000円
・杉戸町民生委員児童委員協議会� 21,083円

・匿名2件� バザー用品
・匿名� タオル

・使用済切手� 1件

空間放射線量の測定結果

測定場所 測定高さ 11月 12 月 1月

役�場 1.0メートル 0.080 0.080 0.079

泉小学校 0.5メートル 0.105 0.095 0.101

西近隣公園 0.5メートル 0.109 0.109 0.108

　町では、空間放射線量の定期測定を行っ
ています。11月から1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

新しく犬を飼った・飼い犬が死亡した場合は、環境課で手続きを！

犬の登録・狂犬病予防注射
生後 3 か月以上の犬は、登録と年 1 回の狂犬病予防注射を！

環境課　生活環境担当　☎ (38)�0401問合せ

■集合注射費用（1 頭につき）
　新規登録／ 6,300 円（登録料、注射料金、注射済票代）
　登 録 済／ 3,300 円（注射料金、注射済票代）
※�この日程で狂犬病予防注射を受けられない場合は、動物病院で
注射をした後、環境課で手続きをしてください。
　（新規登録／ 3,550 円、登録済／ 550 円）
※�生後 3か月未満や妊娠中、産後 1か月未満の犬については、後
日注射をしてください。
※�病中・病後、および健康状態に異常がある犬は、か
かりつけの獣医師に相談のうえ注射をしてください。
※当日は、釣銭の無いようご協力をお願いします。

■集合注射日程

日　　時 場　　所

4月16日㈭
10時～ 11時30分 高野農村センター
13時30分～ 15時 杉戸西近隣公園

17日㈮
10時～ 11時30分 中央公民館
13時30分～ 15時 南公民館

20日㈪
10時～ 11時30分

カルスタすぎと
（生涯学習センター）

13時30分～ 15時 保健センター

21日㈫
10時～ 11時30分 東公民館
13時30分～ 15時 泉公民館

就学援助の申請を受け付けます 問合せ 学校教育課　学務担当　内線389

　経済的に困難な世帯に、学用品・給食費等の費用の一部を援助します。援助を希望する方は、申請書に必要
書類を添えて申請してください。なお、この援助は毎年度申請が必要です。

⑴次のいずれかに該当になる方
　①生活保護の停止または廃止
　②町民税の非課税または減免
　③国民年金保険料の減免
　④国民健康保険料の減免、または徴収の猶予
　⑤児童扶養手当の支給　など
⑵世帯の収入が不安定などで、援助が必要と認められる方

　学用品費、通学用品費、校外活動費、修学旅行費、新入学学用品費、給食費、児童・生徒会費、ＰＴＡ会費、医療費

　就学援助は、世帯所得限度額によって認定されます。なお、世帯所得限度額は、家族構成・年齢構成等により異
なりますので、詳しくはお問い合せ下さい。

（例：ケース1・2の違い）
　　　親の年齢、子どもが小学生
　　　か中学生か、など。

1　就学援助申請書、委任状
　（学校または学校教育課で配布します）
2　前年の所得を証明できる次のいずれかの書類
　（就学児童生徒・学生以外の方全員分）
　　・源泉徴収票の写し　・確定申告書控の写し
　　・平成27年度住民税決定額証明書
3　�「対象⑴」の該当者は、該当事由を証明する決定
　（承認）通知書、受給者証の写し

対象

援助内容

就学援助認定モデルケース

申請に必要なもの

父 母 子 子 準要保護認定世帯の世帯所得限度額

ケース1 35歳 30歳 10歳 8歳 3,020,000円

ケース2 40歳 40歳 13歳 10歳 3,165,000円

受付期間　4月1日㈬～平成28年1月末日（土・日・祝日を除く）
　　　　　※4月30日㈭までに申請し認定された方は、4月分から支給されます。
　　　　　5月1日㈮以降に申請した方は、申請月の翌月からの支給となります。
受付場所　学校、または学校教育課窓口

任期　5月下旬～プラン策定終了（平成27年度中）までを予定
定員　3名　※応募者が定員を超えた場合は書類選考。
応募資格　�次の1～3の要件を全て満たしている方であ

れば、どなたでも応募できます。
　　　　　1．町内在住の18歳以上の方
　　　　　2．�男女共同参画社会づくりを一緒に考え

ていただける方
　　　　　3．平日の会議に出席できる方
　　　　　　（保育が必要な場合は対応します）

応募方法　�応募用紙に必要事項を記入し、人権・男女共同参
画推進室へ持参・郵送・電子メールのいずれかで
ご応募ください。応募用紙は、人権・男女共同参
画推進室窓口、各公民館にあります。また、町ホ
ームページからもダウンロードできます。

応募期限　4 月 30 日㈭【必着】
申込・問合せ　　〒345-8502　杉戸町清地2-9-29
　　　　　　　　人権・男女共同参画推進室　内線217
� 電子メール　jinkendanjo@town.sugito.saitama.jp

申込・問合せ

　すぎと男女共同参画プラン（第4次）の策定にあた
り、ご意見をいただく委員を募集します。男女共同参
画社会の推進に関心のある方をお待ちしています。

杉戸町男女共同参画社会づくり懇話会

委　  員　  募　  集

社会教育課　社会教育担当　内線482
人権・男女共同参画推進室　内線217

問合せ

平成26年
11月26日㈬
ダンスクラブなでしこ
� 50,000円
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