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　次の事業所を追加指定しました。
■店名　株式会社　サンライト　
　住所　杉戸町内田 2-2-1　☎ (34) 5711
■店名　株式会社　ＭＫ工業　
　住所　杉戸町深輪 312-10　☎ (38) 0042
■店名　株式会社　アクアサービス
　住所　大阪府豊中市庄内栄町四丁目 5番 7号　
　　　　☎ 06 (6335) 1211
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

日時　① 2月 4日㈭、② 9日㈫、③ 19 日㈮、④ 23 日㈫
　　　各回 12時～ 14 時
場所　①西地区：西公民館研修室
　　　②中央第 1地区：すぎとピア集会室
　　　③泉地区：泉公民館研修室
　　　④中央第 2・東・南地区：すぎとピア 2階ホール
対象者　町内在住の一人暮らし高齢者
参加費　500 円
申込　1月 18 日㈪までに担当区域の民生委員へ
問合せ　杉戸町社会福祉協議会　☎ (32) 7402

「一人暮らし高齢者ふれあい会食会」参加者募集

日時　1月 28 日㈭、2月 26 日㈮、3月 31 日㈭　
　　　各回 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

　次の事業所を追加指定しました。
店名　株式会社　荒川設備
住所　川口市大字峯810番地の12　☎ 048 (297) 8999
指定期間　平成 27年 10 月 19 日～平成 31 年 3月 31 日
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

日時　1月 30 日㈯　9時 30 分～ 16 時 10 分
　　　（開場 9時 10 分）
場所　カルスタすぎと　多目的ホール
内容　 琴、フラダンス、三味線などの活動を行ってい

る町内の文化・福祉団体の発表
費用　無料　
定員　200 名（事前申込不要、先着順）
主催　杉戸町コミュニティづくり推進協議会
　　　（文化・福祉部会）
問合せ　住民参加推進課　住民生活担当　内線 283

杉戸町コミュニティ祭

　申請により「障害者控除対象者認定書」の交付を受
けることができます。交付を受けた方は、所得税等の
控除を受けることができます。
※ 一定の要件がありますので、申請を希望する方はお
問い合わせください。
問合せ　高齢介護課　介護保険担当　内線 313・314

介護保険の要介護・要支援認定を
受けている方へ税控除の認定申請

　杉戸町の農地を相続等で取得したときは、農業委員
会へ届出が必要です。
　この届出は、所有権移転登記に代わるものではなく、
登記は別途必要です。
※ 権利取得の効力発生や、権利保全するものではない
のでご注意ください。

問合せ　農業委員会事務局　内線 324

農地の相続等の届出について

農業年金の特徴
　① 国民年金の第 1号被保険者（保険料納付免除者を
除く。）で、年間 60 日以上農業に従事する 60 歳
未満の人は、誰でも加入できます。

　② 毎月の保険料は、基本額 2万円から最高 6万 7000
円まで、1000 円単位で自由に決められます。

　③ 認定農業者で青色申告をしているなど、意欲ある
農業の担い手となる方には、国から月額最高 1万
円の保険料補助があります。

　④ もし、80 歳になる前に亡くなった場合でも、80
歳までに受け取れるはずの年金を死亡一時金とし
て、遺族が受け取れます。

　⑤保険料は、全額社会保険料控除の対象となります。
　⑥ 積立てられた保険料は、個人別に管理され、将来
受給する年金原資として長期に安定した運用が工
夫されています。また、年一回の積立金の通知が
あります。

問合せ　農業委員会事務局　内線 324

農業者年金に加入しましょう

　平成 27 年 1 月 1 日から 12 月 31 日までの国民健康
保険税納付済額は、「確定申告等参考資料（はがき）」
として 1月下旬に世帯主あてに郵送します。特別徴収
（年金から天引き）された国民健康保険税等は、日本年
金機構から届く公的年金等の源泉徴収票に記載されま
すので、そちらをご確認ください。
　また、平成 27年中に転入された方で、前住所地でも
国民健康保険に加入していた方は、前住所地で納めた
国民健康保険税額は記載されません。
問合せ　町民課　国民健康保険担当　内線 257・457

国民健康保険加入者への確定申告等参考資料の送付

　臨時福祉給付金は消費税率の引き上げに際し、所得
の少ない方（市町村民税が非課税の方など）への負担
を考慮し、臨時的に実施する給付措置です。町では、
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 1月
18 日（消印有効）までとなります。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。

問合せ　杉戸町臨時福祉給付金支給室　☎ (33) 1700

臨時福祉給付金の申請はお済みですか？
　誰でもできるワンバウンドで打ち合うニュースポー
ツです。
日時　2月 14 日㈰　8時 40 分～ 12 時 40 分
　　　（受付 8時 30 分）
場所　杉戸中学校体育館
参加費　1人　300 円（保険、参加費等）
募集　12チーム（先着順）　
　　　※  1 チーム 5名以上 8名以内で編成（中学生以

下でチームを編成する場合、当日保護者の引
率が必要）

申込期間　1月 14 日㈭～ 29 日㈮
申込・問合せ　社会教育課　スポーツ振興担当
　　　　　　　内線 493

杉戸町さいかつぼーる大会参加者募集

　環境センターでは、1号炉および 2号炉の排出ガス
測定（ダイオキシン類）を毎年度それぞれ 1回実施し
ています。
　9月 18 日㈮に 1号炉の測定を実施し、結果はこれま
で同様に排出基準を下回りました。

環境センタ－の煙突からの排出ガス測定結果

測定分析結果

項　　目 測定分析結果 排出基準

ダイオキシン類 0.15 ｎｇ-TEQ/㎥N 5 ｎｇ-TEQ/㎥N

ばいじん 0.003ｇ/㎥N未満 0.15 ｇ/㎥N

硫黄酸化物 0.019 ㎥N/ｈ 48.5 ㎥N/ｈ

塩化水素 6.7ｍｇ/㎥N 200 ｍｇ/㎥N

窒素酸化物 32　ｐｐｍ 180 ｐｐｍ
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規
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象

問合せ　環境課　廃棄物資源担当　☎ (38) 0401

TEQ＝ダイオキシン類の毒性を表す単位
ng  （ナノグラム）＝ 10億分の 1グラムの重さを表す単位
ppm（ピ－ピ－エム）＝ 100 万分の 1を表す単位

㎥N（ノルマルリッポウメ－トル）

＝摂氏 0度、1気圧に換算したガス量を表す単位

　国税庁および全国納税貯蓄組合連合会が「税についての作文」を募集したところ、次の皆さん（敬称略）が受賞さ
れました。作文は、町ホームページでご覧になれます。

税務課

町民税担当

内線 436

問合せ

受賞名 学校・学年 氏名 題名

杉戸町長賞 杉戸中学校３年 秋
あきやま

山　朋
とも

花
か

誰かの役に立てるように…

埼玉県税務連絡協議会会長賞 東中学校３年 関
せきぐち

口　華
はなこ

子 税は「笑顔の源」

春日部税務署管内納税貯蓄
組合連合会会長賞

広島中学校３年 松
まつなが

永　莉
り な

奈 世界に認められる日本とは？

中学生の「税についての作文」受賞者が決まりました○●○ ○●○ＳＨＯＫＵＩＫＵ 食育だより
　11月3日に開催された産業祭では、若手農業者団体「すぎとアグリ
21」が、杉戸産の“特別栽培米コシヒカリ”のすくい取りイベントを
行ったほか、「明日の農業担い手育成杉戸塾」の塾生および卒塾生が
ネギやカボチャ、ミニトマト等の色とりどりの野菜を販売しました。
　また、同日行われた農産物品評会では、生産農家が丹精込めて育て
た野菜、果物、花きなどの多種多様な農産物が計40品出品され、9名
の方が受賞されました。さらに、農産物品評会後には即売会が行わ
れ、大盛況のうちに終了しました。

問合せ 農業振興課　農業活性化担当　内線322

第27回杉戸町産業祭で地産地消促進をPR！
▼農産物品評会審査の様子

日時　1月 29 日㈮　10 時～ 12 時
場所　カルスタすぎと　集会室 1・2
内容　・障害者差別解消法について
　　　・マイナンバー制度について
対象　障がい者、家族、関心のある方
費用　無料（申込不要）
その他　手話・要約筆記あり
問合せ　福祉課　障がい福祉担当　内線 264

障がい福祉説明会
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