すぎとひろば
平成30年度杉戸町文化財歴史講演会Ⅱ（公民館共催事業）
江戸時代の飛脚制度のしくみや実態がどのようなも
のであったのかを、わかりやすくお話いただきます。
ぜひ、ご来場ください。

生ごみ処理容器等購入費補助金

家庭から排出される可燃ごみの
約半分を生ごみが占めており、一
般ごみの年間排出量の約3割以上を
生ごみが占めていると言われてい
ます。
家庭から排出される生ごみを減
量するため、生ごみ処理容器及び
電気式生ごみ処理機を導入した方
に、購入費の一部を補助します。

補助金額 容
 器等購入額（消費税分は除く）の3分の2
◆生ごみ処理容器（上限）1基につき4,500円まで
◆生ごみ処理機（上限）1基につき20,000円まで
申請方法 所 定の申請書に必要書類を添えて、環境課
窓口（環境センター内）まで持参してくだ
さい。
※年度内における補助は、1世帯それぞれ1基まで。詳
しくはお問合せください。
※申請額が予算に達した場合は受付を終了します。
（平成30年12月現在の予算残額 103,000円）
問 環境課 廃棄物資源担当 ☎（38）0401
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「障害者控除対象者認定書」を
発行することができます

65歳以上の介護保険の要介護・要支援認定を受けて
いる方は、町が発行する「障害者控除対象者認定書」
を確定申告の際に添付することで、
障害者控除を受けることができます。
なお、一定の要件がありますので、
希望する方はお問い合わせください。
※所 得税、町県民税が非課税の方は
申請する必要はありません。
問 高齢介護課 介護保険担当 内線313・314

国民健康保険に加入している16歳以上の方は
所得の申告が必要です！

国民健康保険加入者は、国民健康保険税の算定や軽
減判定、高額療養費の自己負担限度額判定のため、所
得の申告が必要となります。
毎年所得の申告をしましょう。
所得の申告が必要な方
・国民健康保険の納税義務者である世帯主（国民健
康保険に加入していない世帯主含む）
・国民健康保険に加入している16歳以上の方
※収入がない方や親族の扶養になっている方、遺族年
金や障害年金等を受給している等の非課税所得のみ
の方についても、町県民税の申告をしてください。
問 町民課 国民健康保険担当 内線257・457

町ホームページ

☎ 0480（33）1111

http://www.town.sugito.lg.jp/ ▲

杉戸町ファミリー・サポート・センター

説明会兼講習会

杉戸町高野台西自転車駐車場の平成
31年度分利用受付会を下記のとおり
実施します。
積極的なご利用をお願いします。
日時 3月10日㈰ 9時～ 15時
受付場所 西公民館 多目的ホール
利用期間 4月1日～翌年3月31日
使用料 年額／ 7,200円
※受付会後は杉戸町役場都市施設整備課の窓口で随時
利用受付をすることができます。
問 都市施設整備課 管理担当 内線376・377

ファミリー・サポート・センターでは、育児を手助
けしてほしい方（依頼会員）と育児のお手伝いが出来
る方（提供会員）が相互に育児の援助活動を行なって
います。そこで、「提供会員」になっていただける方を
対象に説明会・講習会を開催します。あなたも提供会
員（有償ボランティア）として活動してみませんか？
日時 2月21日㈭ 13時～ 16時30分
場所 杉戸子育て支援センター「たんぽぽ」
内容 「地域でささえる子育て」のDVD鑑賞、保育の

心構えと幼児の接し方、幼児の健康管理と緊急
時の接し方 ほか
定員 10名、託児あり（要事前申込）
問 杉戸町ファミリー・サポート・センター
☎・FAX（32）8232

内職提供事業所募集中

すぎぴょんカフェ

平成31年度

杉戸町高野台西自転車駐車場利用受付会

町では、町民の内職希望者へ内職を提供していただ
ける事業所を募集しています。
家庭でできる簡単な手仕事や、事務的な仕事があり
ましたらご連絡ください。
ただし、家内労働法第26条の規定に基づく届出（委
託状況届）を労働基準監督署へ提供している事業所に
限ります。
詳しくは、厚生労働省ホームページ「家内労働法の
概要」をご覧ください。
問 商工観光課 商工担当 内線309

杉戸町くらしの会

消費生活セミナー

健康で生き生きとした生活を送るためには、正しい
消 費 者 知 識 を 持 つ こ と と、
体を健康に保つことがとて
も大切です。このセミナー
を通して、そのノウハウを
学びましょう！
日時 2月25日㈪
13時30分～ 15時30分
場所 すぎとピア 講座室
内容 「健康に暮らしていくための正しい消費者知識と

体づくり（げんきSUGI体操）」
講師 新井 めぐみ先生（理学療法士）
費用 無料
定員 30名（申込順）
持ち物 筆記用具、飲み物、タオル
申込方法 電話にて商工観光課へ申込み
申込期限 2月20日㈬
その他 動きやすい服装でお越しください。
申 ・ 問 商工観光課 商工担当 内線309

どなたでも気軽に参加できる「集いの場」です。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・・・みなさんでホッと一息コーヒーブレイ
クしませんか？
日時 2月15日㈮ 10時～ 12時
場所 ウエルシア 杉戸倉松店
内容 ミニ講座「折り紙で季節の小物づくり」
初 めての方も簡単にできる小物づくりです。お
しゃべりしながら楽しい時間を過ごしましょう。
※認 知症や健康・介護に関する個別相談もでき
ます。
参加費 無料
定員 10名程度
問 高齢介護課 すぎと地域包括支援センター
☎（36）2620

﹁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

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」

家庭でできるリサイクル♪

介護保険の要介護・要支援認定者の方へ

杉戸町役場

保健

保健

平成31年1月1日付けにて、法務大臣
から、藤倉 正さんが人権擁護委員とし
て委嘱されました。
人権擁護委員は、人権に関する悩み
事だけでなく、家庭や近隣のことなど
様々な問題について相談をお受けして
います。町民相談日（P21参照）に相
談に応じておりますので、お気軽にお申し出ください。
問 人権・男女共同参画推進課 内線217

高齢者が地域社会へ参加するきっかけの一つとして、
コミュニティアンドシニアフェアを開催します。盛り
だくさんのイベントが実施されますので、お誘いあわ
せのうえ、気軽にお越しください。
日時 2月23日㈯ 10時～
場所 生涯学習センター
内容 ◆基調講演
「シニアの地域デビュー応援講演会」
講師：三遊亭 鬼丸氏
◆ステージアトラクション、健康エリア ほか
その他 入場無料、事前申込不要、入退場自由
問 住民協働課 住民協働担当 内線283

すぎとひろば

子育て

子育て

人権擁護委員に
藤倉 正 さんを委嘱（新任）

杉戸町コミュニティアンドシニアフェア

講習会を一度受講すると、以降「ふるさと元気村（す
ぎとピア内トレーニング室）」をご利用いただけます。
日時 2月21日㈭、3月14日㈭ 10時～ 11時30分
場所 ふるさと元気村（すぎとピア内）
対象 町内在住の60歳以上の方
※要支援、要介護認定を受けている方を除く
定員 各月10名（申込順）
費用 無料
申込 電話またはすぎとピア窓口で申込
問 すぎとピア ☎（33）8192

情報はコチラ

カルスタ

カルスタ

日時 3月23日㈯ 14時～ 15時30分
場所 中央公民館 研修室
内容 気鋭の飛脚研究者による講演会
講師 巻島 隆先生（学術博士・元群馬大学講師）
定員 100名（申込順）
申込方法 電話にて社会教育課へ申込み
申 ・ 問 社会教育課 町史・文化財担当 内線483

町内の通勤・通学ルート及び散策コースとして多く
の方々に利用されている大落古利根川や南側散策道に
おいて、散乱するゴミを回収し、より親しみやすい空
間をつくることを目的としクリーン作戦を開催します。
多くの方々のご協力が必要となりますので、皆様の
ご参加をお待ちしております。
日時 3月3日㈰ 9時～（雨天中止）
集合・ゴミ回収場所
●旗が設置されている箇所（大落古利根川沿川）
●杉戸町役場、中央公民館
※詳細は町ホームページでお知らせします。
その他 ゴミ袋と軍手は各集合場所で配布します。
問 都市施設整備課 都市計画整備担当 内線375

町からの

ふるさと元気村事前講習会

すぎとひろば

すぎとひろば

（仮題）
「江戸の飛脚」

「クリーン古利根」＆「南側散策道
クリーン作戦」を開催します！

中学生「税についての作文」優秀作品の表彰

国税庁及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（右QRコード）でご覧にな
れます。
受賞名

杉戸町長賞
埼玉県納税貯蓄組合
総連合会優秀賞
春日部納税貯蓄組合
連合会長賞
春日部納税貯蓄組合
連合会長賞

問

税務課

学校・学年・氏名
題名
杉戸中学校3年 税金がもたらす
山納 健志
幸せ
杉戸中学校3年
日本を一つに
碓井 夕莉
東中学校3年
今、できること
石井 月舞
広島中学校3年
税金とは
知久 健汰

町民税担当

286

内線242・243
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