
問合せ 町立図書館　☎（33）4056 

カルスタすぎと生涯学習センター
町立図書館 住民基本台帳の閲覧状況を公表します 町民課　住民・戸籍担当　内線254問合せ

　平成30年11月1日から令和元年10月31日までの住民基本台帳の閲覧状況を公表します。
　住民基本台帳の閲覧については、平成18年11月1日から住民基本台帳法の改正により、国・県等が閲覧する場合
や、公益性の高い場合に限り閲覧を認めることとなり、年1回「閲覧状況」について公表するものです。

閲覧日 閲覧目的 閲覧主体者（委託者） 閲覧申請者 閲覧に係る住民の範囲
平成30年
11月7日 メディア接触と政治についての調査 NHK放送文化研究所 一般社団法人

新情報センター
大字杉戸在住の18歳以上の
日本人

平成31年
2月18日 生活意識に関するアンケート調査 日本銀行 株式会社

日本リサーチセンター
大字堤根在住の20歳以上の
男女

平成31年
4月22日

2019年6月東京オリンピック・
パラリンピックに関する調査 NHK放送文化研究所 一般社団法人

中央調査社
清地3丁目在住の20歳以上の
日本人の男女

令和元年
5月28日 国民生活に関する世論調査 内閣府大臣官房政府

広報室
一般社団法人
中央調査社

大字堤根在住の18歳以上の
日本人の男女

令和元年
6月4日

平成31年度
県民満足度調査

埼玉県企画財政部
計画調整課

株式会社
タイム・エージェント

倉松1丁目在住の満18歳以上
の男女

令和元年
6月4日

令和元年度埼玉県
警察県民意識調査

埼玉県警察本部
警務部警務課

株式会社
タイム・エージェント

倉松4丁目、高野台南2丁目
在住の満20歳以上の男女

令和元年
6月12日

令和元年度
埼玉県政世論調査

埼玉県県民生活部
広聴広報課

株式会社サーベイ
リサーチセンター

内田2丁目在住の満18歳以上
の男女

令和元年
6月21日

情報行動と政治・社会意識に
関する調査

国立大学法人大阪大学
大学院人間科学研究科

株式会社
日本リサーチセンター

倉松4 ～ 5丁目在住の18歳～
69歳の男女

令和元年
6月27日

医療のかかり方・
女性の健康に関する世論調査

内閣府大臣官房政府
広報室

一般社団法人
中央調査社

大字佐左ヱ門在住の満18歳
以上の日本人の男女

令和元年
7月11日

新聞およびWeb利用に関する総合
調査 朝日新聞社 一般社団法人

中央調査社
大字遠野在住の満15歳以上
の日本人の男女

令和元年
9月24日 外交に関する世論調査 内閣府大臣官房政府

広報室
一般社団法人
中央調査社

大字宮前在住の満18歳以上
の日本人の男女

令和元年
10月2日 職業と生活に関する調査 独立行政法人

労働政策研究・研修機構
株式会社
日本リサーチセンター

清地4 ～ 5丁目在住の25歳～
64歳の男女

◆おはなしかい� 入場無料
　町立図書館「おはなしのへや」で、本の読み聞かせ・
紙しばい・手あそび等を行います。
◇子どものおはなしかい（幼児親子・小学生対象）
日時　毎週土曜日　14時～ 14時30分
　　　（第4土曜日は絵本を使わない素話中心）
◇ちいさい子のおはなしかい（乳幼児親子対象）
日時　1月8日㈬　11時30分～ 12時
◆0・1・2歳の絵本さがし
　赤ちゃん向けの絵本や「あそび」をテー
マにした絵本を紹介します。
日時　1月7日㈫　10時～ 12時
場所　町立図書館　おはなしのへや
対象　 子育て中の方・子どもの本に関心の

ある方（お子様も同席可能）

◆赤ちゃんタイム� 毎週水曜日　10時～ 12時

◆乳幼児子育てサロン� （赤ちゃんタイム内）
日時　1月15日㈬　10時～ 11時
場所　町立図書館　おはなしのへや
※2月の乳幼児子育てサロンはお休みです。

��　 1月の休館日　
　 1日㈬～ 4日㈯・6日㈪・14日㈫・20日㈪・27日㈪・

28日㈫～ 31日㈮
※4日㈯は館内整理のため図書館は休館です。
※ 28日㈫～ 31日㈮は、特別館内整理期間のため図書

館および一部の公民館図書室は休館します。
　 （公民館図書館休館日：西公民館／ 28日㈫・29日㈬、

南公民館／ 30日㈭、東公民館／ 31日㈮）
※ 上記期間中の資料返却は、返却ポストへお願いし

ます（CD・DVDは除く）。
※ 4日㈯、28日㈫～ 31日㈮は、生涯学習センターは

通常どおり開館します。

町の作成物への有料広告を募集します！
　町では、財源確保・住民サービスの向上・地域経済の活性化等を図るため、広報紙・町ホームペー
ジ・町郵送用封筒に広告を掲載してくださる広告主を募集します。ぜひ、会社やお店のイメージアッ
プにご活用ください。なお、広告の掲載は「杉戸町広告掲載要綱」に基づきます。掲載できない広
告もありますので、詳しくは各担当にお問合せください。

受付期間　2月17日㈪～ 21日㈮　9時～ 17時
申込方法　 所定の申込書（秘書広報課窓口にて配布、または町ホームページからダウンロード）に必要事項をご記

入のうえ、秘書広報課広報広聴担当へお持ちください。※掲載希望月が重なる場合は申込順。

受付期間　1月20日㈪～ 24日㈮　
申込方法　 所定の申込書（会計課窓口にて配布、または町ホームページからダウンロード）に必要事項をご記入の

うえ、会計課会計担当へお持ちください。※掲載希望が多数の場合、申込順とさせていだきます。

【広報すぎと】
対象期間　令和2年5月号～令和3年4月号
掲載回数　最大6回まで
掲載位置　表紙を除くページの下段
広告の規格　・1号（1枠）  縦4.5cm×横18cm
　　　　　　・2号（1/2枠）縦4.5cm×横8.5cm
掲載料　・1号　16,000円（1回の発行につき）
　　　　・2号　  8,000円（1回の発行につき）

【町ホームページ】
対象期間　令和2年4月～令和3年3月
掲載期間　1か月単位で最長12か月
掲載位置　トップページ
広告の規格　縦50ピクセル×横150ピクセル（1枠）
　　　　　　※画像はGIF形式
掲載料　10,000円（1か月）
　（例）12か月継続掲載の場合 ⇒ 24,000円分割引

【町郵送用封筒】
　掲載期間　令和2年4月から概ね1年または、封筒がなくなるまで
　掲載位置　郵送用封筒の裏面
　広告の規格　角2封筒の場合　縦3.5cm×横8.0cm
　　　　　　　長3封筒の場合　縦3.5cm×横8.0cm
　※募集広告の枠数についてはお問い合せください。
　広告の色　黒1色
　掲載料　1枠10,000枚につき、10,000円

 広報すぎと・町ホームページ広告

 町郵送用封筒広告

申込・問合せ 秘書広報課　広報広聴担当　内線286

申込・問合せ 会計課　会計担当　内線234

長期継続割引あり！

裏面 表面

広告枠

広告枠

広告枠

広告枠

掲載例（長3封筒の場合）

　　　　埼玉県聖火ランナー募集コールセンター
☎048（825）1130　受付時間　9時～ 18時
※土・日・祝日、12月28日～ 1月5日は除く。

問合せ

　東京2020埼玉県聖火リレー実行委員会では、パラリンピック聖火ランナーを募集しています。
　パラリンピック聖火リレーが埼玉県を通過するのは2020年8月20日㈭。通過自治体は、幸手市・蓮田市・白岡市・
川島町・入間市・朝霞市を予定しております。「ぜひとも、埼玉県を走りたい」という方のご応募をお待ちしています。
募集期限　2020年2月15日㈯まで
募集人数　29人
応募要件　 2008年（平成20年）4月1日以前に生まれた人（2020年8月1日時点で18歳未満の人は保護者の同意が

必要）、埼玉県にゆかりがある方、自分の意思で火を安全に運ぶことができる人（国籍・性別・
障がいの有無不問。介添えスタッフのサポートは必要に応じて可能。）

応募方法　 県ホームページ（右QRコードからアクセス可）の応募フォームに必要事項を入力してくだ
さい。

パラリンピック聖火ランナーを募集中

　　　　住民協働課　
住民協働担当　内線283
問合せ

　町では、住民団体が自主的・自発的に取り組むことにより、まちづくりへつながる公共性・公益性の高い事業に
対して、支援金を交付しています。
　応募される団体は、令和2年度用の募集要項を熟読の上、期限までに応募してください。
受付期間　1月6日㈪～ 31日㈮【必着】
支援部門　初期的支援部門（書面審査のみ）と継続的支援部門（公開の審査会あり）の2部門
公開審査会について（継続的支援部門のみ）　3月22日㈰　13時～（予定）　　場所　杉戸町役場
※公開審査会に出席できない団体は、不採択となります。
※詳しくは、町ホームページをご覧ください。募集要項、提出書類等は町ホームページでダウンロードできます。
※提出期限を過ぎた書類は、一切受付できませんので、ご了承ください。

令和2年度の事業を募集します！
みんなでつくるまちづくり支援制度
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