
区名 担当区域 区長名

1－1 下野 藤田　敏男

1－2
高野台西 1・2・3・
4・5・6丁目

岡本　慎二

2－1
宮の下、上株、中
志

宮崎　稔夫

2－2
高野台南 1・2・3・
4・5丁目

金田　年夫

3 高野団地 饗場　信昭

4 下株、佐内 平井　　馨

5 大栄団地 土田　　馨

6 むさし堤団地 金田　　勝

7－1 将監、大島、小谷堀 齋藤　幸男

7－2 高野台東 1・2丁目 小川喜久次

8－1
上杉戸（上杉戸、
舎人、河原の一部）

後藤　茂夫

8－2 県営杉戸舎人団地 水野美砂緒

8－3 太平ガーデンヒルズ 市毛　夏樹

9－1
横町（杉戸 1・5・6
丁目の一部、杉戸 7
丁目）

高橋　　司

9－2
横町（杉戸 5・6 丁
目の一部、舎人、上
田の一部）

大坪　安吉

区名 担当区域 区長名

23 本島 横山　利夫

24 遠野、広戸沼 倉持　松雄

25 佐左ェ門 鈴木　信一

26 並塚 小沼　康弘

27 才羽 小島　一男

28 大塚、北蓮沼 中島　　香

29
源内、宮内、藤
搦

千葉　建夫

30
上本村、中本
村、下本村、諏
訪、倉持、桑崎

野口　道夫

31
上蔵久、上新田、
下蔵久

髙橋　　充

32
表本郷、南本
郷、倉付、隼人、
三ッ俣

岡田　忠彦

33
木津内、宮前、
目沼

石塚　秀雄

34 鷲巣、木野川 古谷　和夫

35 深輪、屏風 関口　保眞

36 椿 髙橋　健一

区名 担当区域 区長名

10

十八丁、与佐ェ門（雅楽、与
佐ェ門、与佐ェ門前、十八丁
の一部）、内田 3丁目の一部、
内田 4丁目

関口　秀雄

11 フレッシュタウン団地 鈴木　　勲

12 河原（杉戸 1・4丁目の一部）橋本　明彦

13
愛宕町（杉戸 1・2・3・4
丁目、内田 1・2丁目の一部）

堀江　秀男

14 寿町（杉戸 3・4丁目の一部）大島　行雄

15－1
本町（杉戸 2・3 丁目、
内田 2・3丁目の一部）

木村三樹男

15－2 内田団地 緒方　英喜

16
新町（杉戸 2・3 丁目、
清地 1丁目の一部）

大澤　　光

17
上清地、中清地（清地 1
丁目、内田 2丁目の一部）

髙橋　　明

18
下清地（清地 1・2丁目
の一部・清地 4・5丁目・
清地 6丁目の一部）

髙橋　　恒

19
中妻（清地 2・3 丁目、
清地 6丁目の一部）

稲庭　　清

20
三本木（清地 2・3丁目、
清地 6丁目の一部）

小山　重雄

21
豊後（大字清地、倉松
5丁目の一部）

小山　　東

22
倉松（倉松 1・2・3・4丁目、
倉松 5丁目の一部、大字倉松）

篠田　一兄

平成28年度の区長を紹介します
(任期H28.4.1～H30.3.31)

住民参加推進課
住民生活担当　内線283

問合せ

　町では、行政事務の円滑な運営を図るため各地域に区を設け、みなさんとのパイプ役とし
て区長を委嘱しています。ここでは今年度の区長のみなさんと区長の仕事等を紹介します。

■区長一覧（敬称略）

■ 行政区制度等の見直しについて
検討しています。

　町では、住民共同の福祉を増進することを目
的とした行政区制度（43行政区）を運営してい
ます。多くの行政区は、自治会・町内会等により、
形成されておりますが、社会情勢の変化により、
自治会・町内会等への未加入者の増加や役員等
の担い手の確保に苦慮している状況にあります。
そのため、町では町民の自主性を尊重し、主体
的な地域づくりを行うため、区長のみなさんと
ともに、より良い行政区制度等の在り方につい
て検討を進めています。

■ご存知ですか？区長さんの仕事
ご存知ですか？① 町への要望事項に関すること
　区長さんは、区域内の住民の町政に対する提言、要望書の
提出を行っています。また、区域の問題解決に向けて、町と
の協議や意見交換も行っています。

ご存知ですか？② 区域内の諸事業に関すること
　区長さんは、区域内における交通安全、防犯に関する取り
組みを行っています。また、地域の美化活動にも取り組んで
います。

ご存知ですか？③ 社会福祉に関すること
　杉戸町社会福祉協議会等が行う各種募金や会員募集に関す
る協力の呼びかけ等を行っています。

ご存知ですか？④ 広報紙等の配布に関すること
　毎月1日に町が発行している「広報すぎと」や、その他印
刷物の配布、区域内の回覧等を行っています。

ご存知ですか？⑤ その他必要なこと
　町、その他行政機関からの依頼により、各種委員の推薦を
行っています。

防災行政無線を使用した全国一斉の訓練放送が実施されます 　　　　　　住民参加推進課
消防・防災担当　内線288

問合せ

　総務省消防庁では、全国瞬時警報システム（Ｊ
ジェイ

－Ａ
ア ラ ー ト

ＬＥＲＴ）を使用した情報伝達訓練を実施します。
　このため、町内75か所に設置している防災行政無線のスピーカーから訓練放送が一斉に流れますが、実際に発生した災害ではありませんのでご注意ください。

実施日時　6月23日㈭　10時15分頃
　　　　　※ 災害発生や気象状況によっては、訓練放送を

中止する場合があります。
放送内容（予定）
　チャイム＋「こちらは、ぼうさい杉戸です」＋「只今か
ら訓練放送を行います。」＋【 緊急地震速報チャイム音＋「緊
急地震速報。大地震（おおじしん）です。大地震です。」＋
「これは訓練放送です。」】×3回＋「こちらは、ぼうさい杉
戸です」＋「これで訓練放送を終わります。」＋チャイム

全国瞬時警報システム

Ｊ
ジェイ

－Ａ
ア ラ ー ト

ＬＥＲＴ　とは？
　総務省消防庁から発信される緊急情報を、人工
衛星を経由して町の防災行政無線を自動起動させ、
屋外スピーカーから音声放送で町民のみなさんへ
お伝えするシステムであり、早期の避難などによ
る被害の軽減を目的としています。

緊急地震速報（予測震度５弱以上）、弾道ミサイル情報、航空攻撃情報、
ゲリラ・特殊部隊攻撃情報、大規模テロ情報を放送します。

Ｊ－ＡＬＥＲＴで
放送される情報は？

シルバードライバードック2016 住民参加推進課
交通・防犯担当　内線284
杉戸警察署交通課　☎ (33) 0110

申込・問合せ

あなたの安全運転健康度を教習所の指導員がチェックします。

日時　7月16日㈯　（受付13時40分～）終了17時30分予定　※一日の受講で修了カードが交付されます。
場所　春日部自動車教習所　　対象　普通免許をお持ちの65歳以上の方
定員　先着20名（事前に申込が必要となりますので、お問合せ下さい。）　　費用　無料
内容　 教習所のコースを利用しての体験講習や講義を受けることで、忘れかけていた
　　　基本を復習して、今後の安全運転に役立てます。
　　　※  70歳以上の方が免許更新の際に受講する「高齢者講習」ではありません。

耐震診断士および耐震改修工事店の登録募集！ 　　　　　　建築課
開発建築指導担当　内線346

問合せ

　町内産業の振興を図るため、また既存木造住宅の耐震化を促進するために、耐震診断士および耐震改修工事店の登録申
請を受付しています。登録すると、耐震補助金制度関係の啓発用チラシやホームページに社名連絡先が掲載されます。

耐震改修工事店の資格要件
　耐震改修工事店の登録を申請できる方は、町内に
本店・支店、または営業所（個人の場合は住所）を
有する方とします。

受付日時　随時　※ 土・日・祝日、年末年始を除く
　　　　　　　　　8時30 分～ 12時、13時～ 17時15分
受付場所　役場本庁舎1階 建築課窓口
申請様式等　 建築課窓口にて配布。また、町ホームペ

ージからもダウンロード可。

公共施設の予約方法が変わります 総務課　情報統計担当　内線208

該当施設窓口問合せ

利用者登録　6月中旬より各施設の窓口にて　　システム稼働予定日　7月1日㈮
予約方法　 窓口もしくはインターネットから予約できます。予約確定方法は、抽選方式や先取り方式など施設によ

って異なります。事前にご確認ください。
該当施設　各公民館、南テニスコート、倉松公園、杉戸西近隣公園、生涯学習センター、すぎとピア、
　　　　　深輪産業団地地区センター、高野農村センター、エコ・スポいずみ

　7月より公共施設予約システムが導入されます。公共施設を予約する方法
として、いままでのように施設窓口での予約もできますが、インターネッ
トを利用してパソコンやスマートフォン、携帯電話からも予約をすること
ができるようになります。
　予約するにはアカウント登録が必要になります。6月中旬以降に各施設の
窓口にて利用者登録申請をしてください。利用者登録申請に必要な書類や
利用方法につきましては各施設の窓口もしくは総務課にご連絡ください。

自宅パソコン

※利用者決定は抽選方式と先取方式があります。

携帯電話 スマートフォン 窓口

予約公共施設予約システム

インターネット

耐震診断士の資格要件
　耐震診断士の登録を申請できる方は、次の⑴～⑶に
掲げるすべての要件に該当する方です。
⑴ 建築士法第2条第1項に規定する建築士の資格を有する方
⑵ 公的機関、または財団法人日本建築防災協会が主催
する耐震診断に関する講習会を受講し、修了証の交
付を受けている方
⑶ 町内に本店・支店、または営業所を有する建築士事
務所に所属している方

▲区長会議の様子
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