
皆さんに伝えたい。皆さんから聴きたい。～「住みごこち100％のまち」の実現に向けて～

まちづくり懇談会を開催します

年金生活者等支援臨時福祉給付金のご案内

秘書広報課　秘書担当　内線205問合せ

　　　　　福祉課
社会福祉担当　内線263
問合せ

　平成28年度施政方針および当初予算の概要等をテーマに、「まちづくり懇談会」を開催します。
　「まちづくり懇談会」は、「住みごこち100％のまち」の実現に向けて、町民の皆様と様々な町政情報を共有し、“み
んな”で知恵を出し合い、町民と行政が信頼関係の中で「協働のまちづくり」を進めるために開催するものです。
　皆様のご参加をお待ちしています。

1.　平成28年度施政方針および当初予算について
2.　杉戸町魅力再発見～杉戸宿開宿400年を契機としたにぎわいづくり～テーマ

日時・会場

ココに注目！！

質問の事前受付

第1回 4月21日㈭　19時～ 20時30分 カルスタすぎと　多目的ホール
第2回 4月24日㈰　10時～ 11時30分 すぎとピア　2階　多目的ホール
第3回 4月25日㈪　19時～ 20時30分 エコ・スポいずみ　多目的スペース

※事前の参加申込は不要です。第2回は、手話通訳・要約筆記、託児スペースがあります。

1 町長とのフリートークによる意見交換を行います！

2 質問を事前に受け付けます！
　詳細は、下欄をご確認ください。

3 配布資料を事前に公開します！
　 4月12日㈫から、町内主要施設（役場、各公民館等）の窓口等や町ホーム
ページで配布資料を公開します。

　資料を事前にご確認いただき、質問やフリートークの参考としてください。

1 質問用紙の取得方法
　町内主要施設（役場、各公民館等）の窓口等または町ホームページからのダウンロードで取得できます。

2 質問用紙の提出方法（①または②）
　①質問用紙回収箱に投かんする方法
　　質問用紙回収箱は、町内主要施設の窓口等に質問用紙とともに備え付けてあります。
　②郵送、FAX、Eメールまたは持参による方法 
　　住所、FAX番号およびEメールアドレスは、質問用紙に記載してあります。

3 質問用紙の提出期間（全3回共通）
　4月1日㈮～ 4月18日㈪　
　※月曜日が休館となる町内主要施設の回収箱には、17日㈰までに投かんしてください。

4 その他
　 当日の懇談会では、事前にいただいたご質問に回答するほか、各テーマ等に対しての質疑応答の時間を設けます。

　賃金引上げの恩恵が及びにくい低年金受給者への支援および高齢者世帯の年金も含めた所得全
体の底上げを図ります。また、社会保障・税一体改革の一環として平成29年度から実施される「年
金生活者支援給付金」の前倒し的な位置づけとして、低所得の高齢者等を対象に給付するものです。

年金生活者等
支援臨時福祉
給付金とは？

対象者　 平成27年度の簡素な給付措置（臨時福祉給付金）
の支給対象者のうち、平成28年度中に65歳以上
となる方（昭和27年4月1日以前に生まれた方）

給付額　給付対象者1人につき30,000円
申請手続き
【申請先】 平成27年1月1日に住民登録がされている市区町村
【申請期間】4月15日㈮～ 7月19日㈫
※ 対象となる可能性のある方には、事前に申
請書およびパンフレット等を郵送します。
また、詳細は町ホームページに掲載中。

配偶者からの暴力を理由に避難している方
　事情により、基準日（平成27年1月1日）時点で
住民票を移すことができていない方は、事前に現
在お住まいの市町村に申し出ていただくことによ
り、支援が受けられる場合があります。
関連情報　 厚生労働省ホームページでも詳細をご

覧いただけます。　
　　　　　年金生活者等支援臨時福祉給付金 で検索

臨時福祉給付金を装った振り込め詐欺・個人情報
の詐取にご注意ください！！
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以下の体操教室は、「すぎと健康マイスター」の対象事業です。

「まいにち体操教室（前期）」（旧らくらくかんたん体操教室）

対象　 町内在住の 65 歳以上の方
　　　（要支援、要介護認定をされていない方）
　　　※60～64歳の方も各会場3名程度参加できます。
定員　西公民館（午前・午後）／各50名
　　　すぎとピア（午前・午後）／各50名
　　　深輪産業団地地区センター（午前・午後）／各 40名
　　　※定員を超えた場合は抽選
内容　 座ったままできる体操、簡単な体力測定、介護

予防に関する講話など
費用　無料
申込　 4月25日㈪～28日㈭に、高齢介護課地域包括

支援センター担当窓口、または電話にて申込。
※ 1名につき1会場のみの申込で、前年度らくらくかん
たん体操教室に参加していない方が優先となります。
また、グループでお申込いただいても、ご希望に沿
えない場合があります。

※ 後期（10月～ 2月）の申込は広報すぎと8月号など
でお知らせ予定。

場 所
西公民館
多目的ホール

すぎとピア
多目的ホール

深輪産業団地地区
センター会議室1・2
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～15時

10時～
11時30分

13時30分
～15時

10時～
11時30分

13時30分
～15時

開催
予定日

6月
6・13・27
7 月
4・11・19・25
8 月
1・8・22・29
9 月
5・12・20・26

6 月
8・15・22・29
7 月
6・13・20・27
8 月
3・10・17・24・31
9 月
7・14

6 月
2・9・16・23・30
7 月
7・14・21・28
8 月
4・18・25
9 月
1・8・15

　より多くの方に参加していただけるように、前期・後期に変更しました。

個人向け・全15回

対象　 町内在住の概ね65歳以上の方を中心としたグ
ループ（要支援、要介護認定をされていない方）

人数　10～ 20 名程度（会場の広さによる）
日程　平成 28年 3月まで随時
派遣回数　1グループ 10 回まで
　　　　　※ 最低でも 8回程度は実施するよう計画

してください。
時間　1回につき 60 ～ 90 分程度
場所　町内の集会所または自治会館など
内容　座ったままできる体操、介護予防の講話など
派遣費用　無料　
　　　　　※会場使用料は利用団体負担となります。

申込方法　 新規利用団体受付開始 4 月 18 日㈪から

　　　　　 前年度利用団体受付開始 5 月 9日㈪から

高齢介護課地域包括支援センター担当窓口、または
電話にてお申込ください。申込時、「①団体名・代表
者名、②連絡先、③開催予定会場、④希望の日時、
⑤参加予定人数」をお知らせください。申込は、初
回開催予定日の 1か月前までとなります。
※ 新規利用団体の場合は、初回開催予定日を 6月以
降に設定してください。
※ 募集団体は 14 団体（申込順）です。募集数に達す
るまで随時受付します。

「出前型らくらくかんたん体操教室」
　「出前型の体操教室」ならお住まいの近くで、希望の日程で、気軽に体操を始めることができます。お友だちと、
近所の方と、クラブの方と、この機会に体操を始めてみませんか？ 新規利用団体は、優先的に講師を派遣します。

団体向け・年10回程度

高齢介護課　
すぎと地域包括支援センター担当
☎ (36) 2620

申込・
問合せ

　町では、平成24 年度から杉戸いきいきあっぷサポーター（介護予防のための体操を指導するボランティア）を
養成しています。自治会館や集会所、公民館など、身近な場所にサポーターが出張し、体操をていねいに教えます。

対象　 町内在住の概ね 65歳以上の方を中心としたグ
ループ（要支援、要介護認定をされていない方、
医師の運動制限を受けている方を除く）

人数　5名以上
日程　平成 29年 3月まで希望に応じて随時
時間　1回につき 60 ～ 90 分程度
場所　町内の集会所または自治会館など
内容　 ボール体操、脳トレ、ウォーキング・ストレッ

チ、筋力アップ体操など
派遣費用　無料　
　　　　　※会場使用料は利用団体負担となります。

申込方法　 高齢介護課地域包括支援センター担当窓口
または電話にてお申込ください。申込時、「①
団体名・代表者名、②連絡先、③開催予定
会場、④希望の日時、⑤参加予定人数」を
お知らせください。申込は開催予定日の１か
月前までとなります。

　　　　　※ 初回開催予定日は4月18日㈪以降に設定
してください。

杉戸いきいきあっぷサポーター（介護予防サポーター）による

「出前いきいき体操教室」利用団体を募集します！
団体向け・年1回～希望に応じて

8広報すぎと　平成 28年 4月号9 広報すぎと　平成 28年 4月号


