
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/

　町では、代理人や第三者の請求により住民票の写し
等（本籍記載のもの）を交付した場合、その交付した
事実について登録者本人に書面で通知する「本人通知
制度」を実施しています。
　これは個人の権利侵害を防止すると共に不正請求・
不正取得を防止するための制度です。制度利用には、
事前の登録が必要です。
対象　町内に住民登録または本籍がある方
費用　無料
手続　 本人確認書類（運転免許証、写真付き住民基本

台帳カード、旅券等）をお持ちの上、町民課窓
口で所定の申込書で申請。

期間　 一度登録すると無期限（ただし、住所・氏名・本
籍等の変更時は、変更の届出が必要。届出がな
い場合、登録が廃止となる場合あり。）

申請・問合せ　町民課　住民・戸籍担当　内線　254・256

本人通知制度をご利用ください
～住民票等の不正請求を防ぐために～

「人も車も自転車も 安心・安全 埼玉県」
　この時期は、夏休み中の児童・生徒の交通事故や、
夏の開放感や行楽による疲労による交通事故が発生し
やすくなります。一人ひとりが交通ルールを守り、ゆ
とりを持った運転や交通を心がけ、事故のない安心・
安全な杉戸町を目指しましょう！
【町の重点目標】
○自転車の交通事故防止
【県の重点目標】
○子供と高齢者の交通事故防止
○自転車の安全利用の推進
○飲酒運転の根絶および路上寝込み等による交通事故防止
問合せ　住民参加推進課　交通・防犯担当　内線 284

7 月 15 日㈬～ 24 日㈮ 夏の交通事故防止運動

　町立小・中学校で用務員として働いていただける方
の登録を募集します。
勤務場所　町立小・中学校 9校のいずれか
業務内容　 校舎内外の美化、整備、湯茶の接待等と片

付け　ほか
勤務形態　 原則、月～金曜日の 7 時～ 15 時までのう

ち 4時間。週 2～ 3日程度。
　　　　　※ 学校により、始業時間、休憩時間が異な

ります。
　　　　　※夏季休業期間等は勤務日数が変わります。
賃金　時給 860 円
問合せ　教育総務課　庶務管理担当　内線 393

臨時職員の登録をお願いします

　介護保険の申請をした方に対して、在宅・施設・病
院に出向き、要介護認定に関する訪問調査を行います。
応募資格　 保健師、看護師、社会福祉士、介護福祉士

のいずれかの資格を有する方（10 月 1日か
ら週 2～ 3回勤務可能な方）

報　　酬　非常勤特別職としての報酬
募集人員　1名
申込方法　 8 月 7 日㈮までに、履歴書（写真貼付）・資

格証明書の写しを直接持参してください。
選考方法　面接および書類による選考
申込・問合せ　高齢介護課　介護保険担当　内線 313

介護保険認定調査員を募集します

　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・泉地区に住所を有し、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、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
応募期限　9月 30 日㈬まで
　　　　　（応募用紙の配布・提出先は下記窓口）
問合せ　住民参加推進課　交通・防犯担当　内線 284

杉小・泉小区の交通指導員を募集

対象　スポーツ活動や文化活動などを行う 5名以上の団体
補償範囲　団体管理下での活動中（国内）の事故など
掛金　800円～11,000円（年齢・活動内容により異なる）
保険期間　加入日～平成 28年 3月 31 日
補償内容　 傷害保険・賠償責任保険・突然死葬祭費用

保険
　　　　　※ 詳細は「スポーツ安全保険のしおり」ま

たは「あらまし」をご確認ください。
申込方法　 社会教育課スポーツ振興担当に設置の加入

依頼書に必要事項を記入のうえ、郵便局窓
口で払込後、払込受付証明書を貼付した加
入依頼書を埼玉県支部へ郵送する

問合せ　社会教育課　スポーツ振興担当　内線 493
　　　　スポーツ安全協会埼玉県支部
　　　　☎ 048 (822) 8950

平成 27 年度スポーツ安全保険のご案内

　皆さんのご家庭等に設置している水道メーターは、
水量の正確性を確保するため、計量法施行令に基づき
定期的に交換することになっています。
　今年度対象となるご家庭・事業所には、事前に杉戸
管工事業協同組合・杉戸町水道指定給水装置工事事業
者（身分証明書携行）が確認に伺い、「水道メーター取
替工事のお知らせ」をご案内します。
　なお、取替期間は下表のとおりです。簡易的な工事
のため、お客様の立ち会いは不要ですが、留守の場合
には敷地内に入り取替工事を行うことになりますので、
ご了承ください。
　また、交換作業の支障にならないよう水道メーター
や止水栓付近に犬等をつないだり、物を置いたりしな
いよう、ご協力をお願いします。
　水道メーターは取替工事期間中に限らず、
いつも見やすく清潔にしましょう。
●取替期間（土 ･日・祝日を除く）

問合せ　上下水道課　水道担当　☎ (37) 1232

水道メｰタｰの取替について

8月検針分（偶数月検針） 8月下旬～9月下旬

9月検針分（奇数月検針） 9月下旬～10月下旬

節電のお願い
今年の夏も、
　家庭でコツコツ
　　無理なく節電！ 東京電力管内における今夏の節電は、

7月1日㈬から9月30日㈬までの平日
9時から20時までの時間帯となってい
ます（数値目標はありません）。家庭
でできる節電メニューをご紹介します
ので、無理のない範囲で節電にご協力
をお願いします。

問合せ 環境課　環境保全担当　☎ (38) 0401

　暑さが厳しい時間にエアコンの使用
を過度に控えると、室温が上昇し、熱
中症を引き起こす恐れがあります。
　特に、ご高齢の方や小さなお子様は、
水分をこまめに補給し、体調に注意し
ながら無理のない範囲で節電にご協力
ください。

！ 熱中症にご注意ください

■エアコン  ▶室温 28度を心がけましょう。（10％減）
▶“すだれ“や“よしず“などで窓から日差しを和らげましょう。（10％減）
▶無理のない範囲でエアコンを消して、扇風機を使いましょう。（50％減）
■冷蔵庫  ▶設定を「強」から「中」に変え、扉を開ける時間を減らし、
食品の詰め過ぎにも注意しましょう。（2％減）

■照明  ▶日中は照明を消しましょう。（5％減）
■テレビ  ▶省エネモードに設定するとともに画面の輝度を下げ、必要な
時以外は消しましょう。（2％減）

■炊飯器  ▶早朝にタイマー機能で 1日分まとめて炊いて、冷蔵庫や冷凍
庫で保存しましょう。（2％減）

■温水洗浄便座（暖房便座） ▶温水洗浄・暖房便座のオフ機能や、タイマー
節電機能があればこれらを利用しましょう。機能がない場合は、コンセン
トからプラグを抜いておきましょう。（いずれかの対策で 1％減 )

■待機電力  ▶リモコンの電源ではなく、本体の主電源をきりましょう。長
時間使わない機器はコンセントからプラグを抜いておきましょう。（2％減）

　杉戸町コミュニティづくり推進協議会（コミ協）では、地域
住民で構成する団体やグループなどが実施する花植え活動に対
し、花植えに要する種子、苗・苗木費用の援助を行い、花いっ
ぱいのまちづくりを推進しています。

誰が対象になるの？
　①コミ協の会員
　②町内の 10戸以上で構成する地域住民グループ
　③町内自治会、婦人会、PTA、子ども会など地域に密接した地域住民団体

何が対象になるの？
　広場、公園、運動場、児童遊園、集会所等のコミュニティ施設（学
校は除く）やその周辺、または商店街、街路等の公共の場所への植
栽に必要な種子、苗、苗木代です。（役務費、用具等は助成の対象外）
　なお、植栽場所については、管理者の承諾を得ることが必要です。

どのくらい助成してもらえるの？
　助成金は、1事業者あたり年 2回まで交付されます。
　限度額は、コミ協の会員：3万円　／　その他の団体：2万円
　※ 1,000 円未満切り捨て

申請手続きは？
　所定の申請書を事務局まで提出してください。
　※ 申請書は、住民参加推進課または町ホームページからダ
ウンロードできます。

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

問合せ

花の種子・苗・苗木費用を助成！！ 生活困窮者自立支援制度が
始まりました

　平成27年4月から生活困窮者の支援制度が始
まりました。誰もが安心して自立した生活を送
ることができるように、杉戸町に住んでいる人
については「アスポート相談支援センター埼玉
東部」が支援します。一人で抱え込まずに相談
してください。
　また、生活困窮者は、自らＳＯＳを出すこと
ができない場合があります。周りに困っている
人がいたら、相談先に情報提供してください。
■対象者
　 　生活に困っている方、収入が少なくて家計
が厳しい方、仕事や住むところがない方、将
来が不安な方、家族のことで悩んでいる方、
社会に出るのが怖い方　など
■支援内容
　・自立相談支援事業　　・学習支援
　・住居確保給付金
■その他　相談無料、秘密厳守。

相談先・問合せ

アスポート相談支援センター埼玉東部　
☎048 (720) 8475、FAX 048 (720) 8476
福祉課　社会福祉担当　内線263

　　無理なく節電！　　無理なく節電！

杉戸町マスコットキャラクター
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