すぎとひろば

就学時健康診断のお知らせ

なかよし広場

すぎとひろば

秋の全国交通安全運動実施！ 9月21日㈮～ 30日㈰
「人も車も自転車も 安心・安全 埼玉県」

子育て

県内における本年の交通事故死者数は、7月末現在
103人で、全国ワースト２位となっています。一人ひと
りが交通ルールを守り、正しい交通マナーを身につけて、
交通事故の無い安心・安全なまちを目指しましょう。

入選者（敬称略） ※学校順、学年順、氏名順

交通規制のお知らせ

埼玉県春日部農林振興センターでは本年度、杉戸町の根用水
路(大字屏風地内）の改修工事を行います。これに伴い、隣接す
る町道は車両全面通行止めの交通規制となります。
近隣の方および道路を利用される方にはご迷惑をおかけしま
すが、ご理解とご協力をお願いします。

予定期間
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総務省統計局（埼玉県・杉戸町）では、10月1日に住宅・
土地統計調査を実施します。
この調査は、住生活に関する最
も重要かつ基本的な調査で、全国
約370万世帯の方々を対象とした
大規模な調査です。
今回の調査では、住宅数や国民の居住状況だけでな
く、①「高齢化社会を支える居住環境」、②「耐震性・
防火性等の住宅性能水準の達成度」、③「土地の利用状
況」のほか、「空き家対策の推進に関する特別措置法」
が施行されたことにより「空き家の実態」を把握する
ことをねらいとしています。
調査期間中、統計調査員が調査書類を配布いたしま
す。調査への回答は、インターネットでの回答または
紙の調査票での回答をお願いします。
問 総務課 情報統計担当 内線207

災害から命を守るために
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※工事状況等により変わることもあります。
その都度、現場掲示板等でご案内します。
※全面通行止め期間は通行できません。
※迂回道路は可能な限り右記路線をご利用ください。
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平成30年10月頃～平成31年3月頃

埼玉県春日部農林振興センター
県営事業担当 ☎048（737）2112
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規制内容

問合せ

「平成30年住宅・土地統計調査」を実施します

ハザードマップが確認できます

375

泉小

災害から命を守るためには、災害がどのような被害を
もたらすかを知り、どのように身を守ればよいかを決め
ておくことが大切です。
町では、地震や洪水の被害予測と、避難場所等の防災
情報を記載したハザードマップを作成してい
ます。くらし安全課で配布しているほか、町
ホームページ（右QRコード）でも閲覧する
ことができます。ハザードマップを確認し、
災害に備えましょう。
問 くらし安全課 消防・防災担当 内線288

町ホームページ

☎ 0480（33）1111

http://www.town.sugito.lg.jp/ ▲

認知症声かけ訓練参加者募集

認知症になっても安心して暮らせる地域づくりのた
め、認知症に対する理解と声かけの仕方を学ぶことを
目的に「認知症声かけ訓練」を実施します。皆さんの
ご参加をお待ちしています。
日時 10月13日㈯ 9時30分〜 12時
場所 生涯学習センター 多目的ホール
内容 認知症の方への声かけ体験・学習
定員 80名
申込方法 9月28日㈮までに高齢介護課に電話にて
申 ・ 問 高齢介護課 地域包括支援センター担当 内線302

すぎぴょんカフェ

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 9月21日㈮ 10時～ 12時
場所 ウエルシア 杉戸倉松店
内容 お薬の正しい飲み方・上手に飲む工夫
参加費 無料
定員 10名程度（申込不要）
問 高齢介護課 地域包括支援センター担当 内線302

国民健康保険に加入されている皆様へ

﹁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

農業水利施設「根用水路」改修工事に伴う
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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」

杉戸小学校 渡部 蒼来（2年生）、猿渡 圭悟（3）、
平田 壮（3）、佐久間 莉咲（4）、戸田 明璃（4）、
石垣 葵衣（5）、岩間 彩季（5）、馬場 光瑠（5）、
横山 日南（5）、勝本 心美（6）、山﨑 凛音（6）
杉戸第三小学校 関 美友（5）、中台 理音（6）
西小学校 平井 莉璃（4）、菊野 めゆ（6）
杉戸第二小学校 五十嵐 香偉（3）、五十嵐 利矩（6）
泉小学校 大塚 永莉翔（5）、貝塚 優翔（5）、
鍋田 楓乃（5）
高野台小学校 相澤 虎太郎（3）
問 環境課 環境保全担当 ☎（38）0401

杉戸町役場

保健

保健

全国重点
①子供と高齢者の安全な通行の確保と高齢運転者の交
通事故防止
②夕暮れ時と夜間の歩行中・自転車乗用中の交通事故
防止
③全ての座席のシートベルトとチャイルドシートの正
しい着用の徹底
④飲酒運転の根絶
埼玉県重点
高齢者の交通事故防止
市町村重点
自転車・歩行者の交通事故防止
問 くらし安全課 交通・防犯担当 内線284

6月18日に発生した大阪府北部を震源とした地震で
は、ブロック塀が倒壊し尊い命が失われました。
ブロック塀は建築基準法によりその構造が定められ
ています。建築基準法に適合しないブロック塀や、破損・
老朽化したブロック塀は、地震時に倒壊する恐れがあ
り、大変危険です。
そこで、ご自宅のブロック
塀が適正な状態であるかを確
認するための自己点検票を作
成しましたので、ご活用くだ
さい。また、構造基準等の詳細は町HPの「建築課から
のお知らせ」に掲載していますのでご確認ください。
自己点検票配布場所 建築課、各公民館等
問 建築課 開発建築指導担当 内線345・346

すぎとひろば

子育て

「環境によい活動・行動を呼び掛けたポスター」をテー
マに、6月23日㈯、24日㈰の2日間、第15回杉戸アー
スデー（会場：生涯学習センター）にて環境ポスター
展覧会を行いました。
応募作品85点の中から来場者に良かったと思う作品
に投票をしていただき、21点の作品が入選作品に選ば
れました。入選作品は、町のホームページでご覧にな
れます。

ブロック塀安全点検のお願い

情報はコチラ

カルスタ

カルスタ

小学生環境ポスター展覧会入選作品決定

埼玉建築士会杉戸支部では、違反建築等を未然に防
止し、良好な市街地環境の形成や安全で良質な建築物
の普及を図るため、「違反建築なくそう運動」の一環と
して法令説明会を開催します。
どなたでも聴講できますので、ご興味のある方はぜ
ひご参加ください。
日時 10月2日㈫ 14時～ 16時30分
場所 蓮田市総合文化会館（ハストピア）多目的ルーム
入場料 無料
問 建築課 開発建築指導担当 内線345・346

町からの

すぎとひろば

町では、お子様の健やかな成長を願い、保護者が安
心できる子育てに役立つよう、次のとおり「なかよし
広場」を開催します。
日時 10月3日㈬ 9時30分～ 10時30分
（受付9時15分～）※途中参加可
場所 西幼稚園
対象 町内在住の幼稚園就園前のお子様と保護者
内容 紙 芝居、折り紙、ままごと、歌などの活動、幼
稚園職員への子育て悩み相談、保護者同士の語
り合い など
その他 駐車場がありません。お車でのご来園はご遠
慮ください。
問 西幼稚園 ☎（33）3223

来年度、町立小学校に入学予定のお子様を対象に、
就学時健康診断を実施します。該当する保護者の方へ
案内を郵送しますので、指定日時・学校で受診してく
ださい。
なお、当日、天候等による延期の場合は町ホームペー
ジに掲載します。
日程
杉戸小学校
10月1日㈪
泉小学校
10月9日㈫
杉戸第二小学校 10月12日㈮
西小学校
10月15日㈪
杉戸第三小学校 10月16日㈫
高野台小学校
10月23日㈫
対象 平成24年4月2日～平成25年4月1日生まれの
お子様
問 学校教育課 学務担当 内線390

ルール守って明るく住マイル

平成30年10月1日より被保険者証が新しくなります！
現在お持ちの被保険者証の有効期限満了日は、
平成30年9月30日㈰です。
その後は使用できません！

●新しい被保険者証について●

①国 民健康保険税に未納がない世帯には、9月下旬に
簡易書留で郵送します。
②被保険者証が届いたら、氏名・住所など正しく記載
されているか必ずご確認ください。万が一、誤りが
あった場合には、速やかに町民課国民健康保険担当
窓口まで申し出てください。

●こんな時(方)はご注意ください●

○国民健康保険税の滞納がある
特別な事情がなく国民健康保険税を滞納した場合、
通常の被保険者証のかわりに有効期限が短い「短期被
保険者証」が交付されることになりますので、必ず期
限内に国民健康保険税を納付しましょう。(未納のある 286
世帯は、納税相談後に被保険者証を交付します。)
○学生の方
学生を対象とする㊫の被保険者証が交付される世帯
の有効期限は、平成31年3月31日までです。
○外国籍の方
外国籍の方で有効期限内に在留期限が満了となる方
は、在留期間満了日までが有効期限となります。
※埼玉県が国民健康保険の保険者に加わることにより、
保険証の様式が一部変更となりました。
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