
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/

　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 2日㈪から平成 28 年 1月 29 日㈮まで
　　　（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。
　　　　　　審査会は 12月・2月の 2回開催予定。
申込・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の受付

受付期間　11月 30 日㈪まで
募金箱設置場所　杉戸町役場総合案内、カルスタすぎと
　　　　　　　　すぎとピア、リバティーホール杉戸
問合せ　杉戸町社会福祉協議会　☎ (32) 7402

台風 18 号等大雨災害義援金の募集

日時　10月 31 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、ぬり絵、

おもちゃの病院など（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）
　　　・昌平高校チアリーディング部・ダンス部
　　　　（14時 10 分～ 15 時）
主催　いきいきふれあいまつり 2015 実行委員会
問合せ　杉戸町社会福祉協議会　☎ (32) 7402　
　　　　FAX (36) 1687

いきいきふれあいまつり 2015

日時　10月 17 日㈯　10 時～ 12 時（小雨決行）
　　　※予備日 10月 24 日㈯　10 時～ 12 時
　　　 （予備日が大雨の場合、カルスタすぎとで講義の

みを実施。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 15 日㈭
申込・問合せ　環境課　環境保全担当　☎ (38) 0401

愛犬しつけ方教室

　教育指導補助員は、町立の小・中学校の学習や生活
の支援の仕事です。（教員免許不要）
対象　子ども好きで健康な 20歳から 60 歳までの方
勤務開始　平成 27年 11 月から
申込・問合せ　学校教育課　指導担当　内線 388

教育指導補助員募集

日時　10月 29 日㈭、11 月 27 日㈮、12 月 25 日㈮
　　　各日　13時 30 分～ 15 時　※予約制
場所　役場第 1庁舎 1階　相談室
対象　 介護サービスを利用している方、これから利用

したい方、または、そのご家族の方
その他　 介護相談員が相談や質問に応じます。※訪問

相談を希望する方はお申出ください。
申込・問合せ　高齢介護課　介護保険担当　
　　　　　　　内線 313・314

介護相談のお知らせ

日時　11月 7日㈯　10 時～ 12 時
場所　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　　参加費　無料
定員　50名程度　　申込期限　10月 23 日㈮
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

日時　12月 6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
対象　 来訪者と障がい者の交流に理解のある個人・団

体の方（業者の方はご遠慮ください）
運営協力費　1コマ（3メートル× 2メートル）1,000 円
申込期限　11月 6日㈮　　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・問合せ　杉戸町社会福祉協議会　☎ (32) 7402

第 19 回青空市出店者募集

日時　10月 31 日㈯　10 時～ 12 時
場所　役場　第 2庁舎 2階第 1・2会議室
対象　働くことに興味のある障がい者・家族・関係者
定員　30名（定員になり次第締切）
内容　①ＤＶＤ上映～障がい者の働く現場～
　　　②企業で活躍する障がい者の体験談
　　　③「働くこと」をみんなで語ろう！ 
　　　④障がい者雇用と支援の現状
申込期限　10月 29 日㈭
申込・問合せ　杉戸町障がい者就労支援センター
　　　　　　　☎ (33) 1713

障がい者のための就労準備セミナー

税務課　徴収担当　内線439問合せ10月から12月は滞納整理強化期間
　税負担の公平性および税収入を確保するため、杉戸町をはじめ県内63市町村と埼玉県は
「ストップ！滞納」を合言葉に滞納の解消に向けた取組みを行います。
　納期限までに納税するよう、ご協力をお願いします。
※納税・納期限情報はP25に掲載中。

シリーズ ご存知ですか？

サービスを受けるには要介護認定の申請が必要です。

高齢介護課 介護保険担当　内線 313・314問合せ ※次回は、利用できるサービスについてお知らせします。

【要介護認定の流れ】

①申請…役場高齢介護課へ
申請します。

④認定審査…専門家による
認定審査会にて審査し、要
介護度や有効期間等が決ま
ります。

②訪問調査…認定調査員がご自宅等
を訪問し、聞き取り調査を行います。

③主治医の意見書…かかりつけ医師
に意見書の作成を町から依頼します。

・ 要支援1・2、要介護1・2・3・4・5に認定された方は、介護（予防）サービ
スが利用できます。
・ 非該当に認定された方は、介護保険サービスは受けられませんが、町が行な
う介護予防事業を利用できます。

要介護度は7段階に分かれています。

⑤結果の通知…認定審査の
結果を郵送します。

【申請できる方】
○ 65歳以上…介護や日常生活に支援が必要となった方
○  40 歳から64歳…16 種類の特定の病気が原因により、介護や支
援が必要となった方

　※ 16 種類の特定疾病（がん (回復の見込みがないもの)、脳血管
疾患、関節リウマチ、初老期における認知症 など）

介 護 保 険 サ ー ビ ス

【申請に必要な物】
・介護保険被保険者証（65歳以上）
・健康保険証（40～ 64歳）
・  医療機関名・電話番号・主治医の氏名が分かるもの

第1回 ～申請・認定編～
介護保険サービス利用について、2回シリーズでお知らせします。
シリーズ1回目の今回は、申請から認定までの流れにつ
いてご説明します。

☆サービスの利用にはケアプランの作成が必要です。
【要支援1・2の方】 【要介護1～5の方】

担当地区の地域包括支援センターへ連絡します。

【西・中央地区】杉戸町すぎと地域包括支援センター（電話36-2620）
【東・泉・南地区】杉戸町良宝園地域包括支援センター（電話38-1120）

居宅介護支援事業所を選び連絡します。

居宅介護支援事業所の情報については、高齢
介護課窓口にあります。

　平成 27 年 10 月以降に県で発行する障害者手帳の体裁
（大きさ・色・表記）が、下記のとおり三障害統一になります。
なお、統一後でも今までの障害者手帳は引き続き有効です。

問合せ　福祉課　障がい福祉担当　内線 264・269

障害者手帳の体裁統一について

1．大きさ　　　11.4㎝×7.5㎝
　（現在の身体障害者手帳の大きさ）
2．色　　　　　紺色に金色の文字
　（現在は赤、緑、水色の三種類）
3．カバー表記　障害者手帳

小学生環境ポスター展覧会入選作品決定！ 　　　　　　環境課　
環境保全担当　☎ (38) 0401
問合せ

　町内小学生が「環境によい活動・行動を呼び掛けたポスター」をテーマに描いた150点の展覧
会を今夏カルスタすぎとにて行い、来場者に投票していただきました。
　入選ポスターは22点になりますが、そのうち4点をご紹介します。その他の入選ポスターは町
のホームページでご覧になれます。

「すてるな、あきかん！！」 「かけがえのない地球」 「心で変わる埼玉県」 「ゴミがないている」

大鷹彩恵さん（杉小 2年） 大鷹直斗さん（杉小 5年） 小沢雄統さん（西小 5年） 工藤瞳さん（第三小 4年）
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