すぎとひろば

町営住宅の入居登録

団地名 住

所

住宅構造

形式

どなたでも気軽に参加できる「集いの場」です。みなさ
んでコーヒーブレイクしませんか？
地域の方、介護されている方、認知症の方、認知症の家
族の方もぜひどうぞ。
日時 7月20日㈮ 10時～ 12時
場所 ウエルシア 杉戸倉松店
内容 今
 日からできる脳リフレッシュ体操、参加者の交流
参加費 無料
定員 10名程度（申込不要）
問 高齢介護課
すぎと地域包括支援センター担当 内線302

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～
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み ず こ

このコーナーは、中央公民館で活動する「光風会」
「杉風会」による投句を掲載しています。

杉戸いきいきあっぷサポーター（介護予防サポーター）
第4期生募集
介護予防を目的とした体操を指導していただくボラ
ンティア「杉戸いきいきあっぷサポーター」を募集し
ます。高齢者が住み慣れた地域で、いきいきと生活し
ていただくためのお手伝いをしてみませんか？
対象 町内在住で介護予防に関心のある方（年齢不問）
※原則、養成講座にすべて参加できる方
定員 30名（申込順）
活動内容 町 の介護予防事業（出前いきいき体操教室
講師・まいにち体操教室補助指導員等のお
手伝い）の実施や、地域での自主的な介護
予防活動
-------------------サポーター養成講座----------------日程 全12回 各日13時30分～ 15時
8月28日、9月4日・11日・18日・25日、10月2日・
9日・16日・23日・30日（全火曜日）
平成31年1月～ 2月に2日間予定
場所 すぎとピア 2階多目的ホール
申込 7月23日㈪～ 27日㈮に地域包括支援センター担
当まで来庁または電話。
問 高齢介護課 地域包括支援センター担当 内線302

日帰りツアーへ行こう！

期日 8月18日㈯
場所 野田市清水公園、越谷市科学技術体験センター
対象 小学3年生～中学3年生
定員 20名程度 ※定員を超えた場合は抽選
費用 1,000円（体験費・昼食代等）
申込方法 7月14日 ㈯ 10時 ～ 11時30分 に 役 場 本 庁
舎1階会議室にて受付
主催 杉戸町青少年相談員協議会
問 子育て支援課 子育て支援担当 内線265

すぎとひろば
杉戸町役場

町ホームページ

☎ 0480（33）1111

http://www.town.sugito.lg.jp/ ▲

花の種子・苗・苗木費用を助成します！
～花いっぱいのまちづくりを目指して～

地域住民で構成する団体やグループなどが共同して実
施する花植え活動に対し、花植えに要する種子・苗・苗
木費用の助成を行い、花いっぱいのまちづくりを推進し
ています。
助成対象 ①コミ協会員
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、子ども会等
地域に密接した地域住民団体
助成内容 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、用土、肥料等は対象外）※植栽場所は、
管理者の承諾を得ることが必要です。
助成金額
助成金 1事業者あたり年2回まで助成。
（2回目の助
成については、予算の範囲内において額を決
定し助成。
）
限度額 コ
 ミ協会員：3万円、その他団体：2万円
※1,000円未満は切り捨て
申請方法 役場住民協働課窓口または町ホームページか
ら取得した所定の申請書を事務局へ提出。
問 杉戸町コミュニティづくり推進協議会事務局
（住民協働課内）内線283

﹁声の広報すぎと﹂ＣＤ無償貸出中！
問
問合
合せ
せ 秘書広報課 広報広聴担当 内線

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 杉戸町に住民登録又は本籍がある方
登録方法 本人確認書類（運転免許証、写真付き住民基
本台帳カード、マイナンバーカード、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 無期限
※住所・氏名・本籍等の登録事項に変更があった
ときは、変更の届出が必要になります。変更の
届出がない場合、登録が廃止となる場合があり
ます。
申 ・ 問 町民課 住民・戸籍担当 内線254・256



いつでもどこでも「広報すぎと」を
閲覧可能！スマホ用アプリ
「マチイロ」

※家賃は、世帯全員の所得合計により計算し決定します。
※空家発生時に登録順に従い入居となります。
申告資格
・町内に住所または、勤務地があること。
・町民税を滞納していないこと。
・現 に同居、または同居しようとする親族（婚約者
を含む）がいること。
（ただし、三本木団地2DK
に限り高齢者等の単身者の登録も可能）
・住宅に困窮していることが明らかであること。
・入居を予定している世帯全員の収入の総額が収入
基準の範囲内であること。
・暴力団員ではないこと。
※父 子及び母子世帯、多子世帯、高齢者世帯等は優
先的に登録します。
詳しくは、申告用紙と同時に配布する「入居者募集の
しおり」をご覧ください。
配布 ・ 受付 ・ 問 建築課 営繕担当 内線344

すぎぴょんカフェ

情報はコチラ

保健

保健

家
賃
20,100円～
2DK
4階建 鉄筋
40,000円
三本木 清地3－19
23,700円～
コンクリート造
3DK
47,200円
3階建 鉄筋
18,700円～
下高野 下高野247
3DK
コンクリート造
36,800円

「人も車も自転車も 安心・安全 埼玉県」
この時期は、夏の開放感や行楽の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
通行を心がけ、事故のない安心・安全な杉戸町を目指しま
しょう！
【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
○飲酒運転の根絶及び路上寝込み等による交通事故防止
【町の重点目標】
○自転車利用者のマナーアップ
問 くらし安全課 交通・防犯担当 内線284

公益財団法人スポーツ安全協会では、平成30年度ス
ポーツ安全保険の加入受付をしています。
対象 ス ポーツ活動や文化活動などを行う4名以上の
団体
補償範囲 団 体管理下での活動中（国内）と団体活動
への往復中の事故など
保険期間 加 入依頼書を郵送した消印日と払込日のい
ずれか遅い日の翌日～平成31年3月31日㈰
掛金 800円～ 11,000円
（年齢・活動内容により異なる）
補償内容 傷 害保険・賠償責任保険・突然死葬祭費用
保険（補償金額は加入区分により異なる）
申込方法 社 会教育課スポーツ振興担当窓口で配布の
加入依頼書に必要事項をご記入の上、郵便
局窓口で払込後、払込受付証明書を貼付し
た加入依頼書をスポーツ安全協会埼玉県支
部へ郵送する。
※必ず、
「スポーツ安全保険のしおり」又は「あらまし」
をよくお読みになり、内容をご確認ください。
※スポ安ねっとをご利用の場合はスポーツ安全協会の
ホームページをご覧ください。
問 社会教育課 スポーツ振興担当 内線493
公益財団法人 スポーツ安全協会埼玉県支部
☎048（779）9580

町からの

子育て

子育て

町営住宅への入居を希望する方の登録申請を受付し
ます。
用紙配布期間 7月2日㈪～ 8月31日㈮
※土・日・祝日を除く
登録受付期間 8月13日㈪～ 31日㈮
※土・日を除く
受付する町営住宅

平成30年度スポーツ安全保険のご案内

カルスタ

カルスタ

埼玉県内では交通死亡事故が多発しています。特に
高齢歩行者の事故は夕方から夜間にかけて、買い物の
行き帰り等に多発しています。以下のことに注意して、
交通事故には気を付けましょう。
歩行中は！
・信号や横断歩道があるところを渡りましょう。
・横断中も油断せず、特に左からの車に注意しましょう。
・反射材を身につけましょう。
ドライバーは！
・早めのライトオン、ハイビームを活用しましょう。
・速度を控え「おもいやり運転」を心がけましょう。
・横断歩道は歩行者が優先、必ず一旦停止しましょう。
問 くらし安全課 交通・防犯担当 内線284

夏の交通事故防止運動実施！
7月15日～ 24日

すぎとひろば

すぎとひろば

高齢歩行者が関係する
交通事故が多発しています

ご家庭・事業所の水道メーター取替のご案内
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
定期的に交換します。
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
替作業のお知らせ」をご案内いたします。
取替期間（土・日・祝日を除く）
8月検針分（偶数月検針）：8月中旬～ 9月中旬
9月検針分（奇数月検針）：9月下旬～ 10月下旬
簡易的な作業ですので、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作業を行うこ
とになりますので、ご了承下さい。
また、取替作業の際に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作業期間中に限らず、いつも見
やすく清潔にしましょう。
問 上下水道課 水道担当 ☎（37）1232
広報すぎと
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