すぎとひろば

すぎぴょんカフェ（認知症カフェ）

今一度ご確認いただき、まだ所得の申告がお済みで
ない方は、可能な限り5月末までに所得の申告をお願い
します。
問 ・ 申告書提出先
町民課 国民健康保険担当
内線257・457

寄付をいただきました

国際ロータリー第2770地区第6グループガバナー補
佐 鶴見 裕様及び春日部ＲＣ・杉戸ＲＣ・春日部西Ｒ
Ｃ・庄和ＲＣ・春日部南ＲＣ・春日部イブニングＲＣ
様から、町発展のために、50,000円の寄付がありまし
た。ありがとうございました。
問 財産管理課 財産管理担当 内線273
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なかよし広場

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。
対象 町 内在住の幼稚園就園前の
お子様と保護者の皆様
内容 紙芝居、折り紙、ままごと、歌などの活動
その他 ・集団内における子どもたちの関わりの中で、
お子様の状況を再認識できます。
・参 加した保護者同士で率直にお子様につい
て語り合う場となります。
・町 立幼稚園職員に子育ての悩みや不安につ
いて相談することができます。
日程・場所
第1回

第2回

期日
5月13日㈬

5月20日㈬

時間
14時30分
～
15時30分

会場
西幼稚園

すぎと幼稚園

※開始時間15分前から受付を開始します。時間内であ
れば、途中参加も可能です。
※すぎと幼稚園はお車でご来園できます。西幼稚園に
は駐車場がありませんので、お車でのご来園はご遠
慮ください。
※各回の実施内容の詳細につきましては、直接園にお
問い合わせください。
問 西幼稚園 ☎（33）3223
すぎと幼稚園 ☎（53）8266

ふるさと元気村事前講習会

講習会を一度受講することで、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 4月16日、5月21日 毎月第3木曜日
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

すぎとひろば
杉戸町役場

町ホームページ

副町長に

役場事務分掌が一部変わりました

町では、東武動物公園駅東口通り線、旧杉戸小学校
跡地及び東口通り線周辺エリアの一体的な整備の推進
を図るため、4月1日から、「東口通り線整備推進室」
を「市街地整備推進室」に改めます。
併せて、商工観光課における商工担当及び魅力発信
担当を統合し、「商工観光担当」を新たに設置します。
問 総務課 職員担当 内線212・213

http://www.town.sugito.lg.jp/ ▲

田中 秀幸

氏を選任

3月16日、杉戸町議会は、田中 秀幸
氏を副町長として選任することに同意
し、同氏は4月1日から杉戸町副町長に
就任しました。
問 総務課 職員担当 内線212

「まちづくり懇談会」開催時期について
令和2年度「まちづくり懇談会」は、7月中旬に開催
を予定しています。
詳細については、広報すぎとやホームページ等でお
知らせします。

「まちづくり懇談会」とは？

「住みごごち100％のまち」の実現に向けて、町民
の皆さんと町政情報を共有し、「みんな」で知恵を
出し合い、お互いが信頼関係の中でよい町をつくっ
ていく「協働のまちづくり」を進めるために、開催
しているものです。
懇談会では、「新年度施政方針及び当初予算」の
説明とともに、特定のテーマに関する説明・懇談を
行います。

下水道事業会計が公営企業会計に移行しました

町の下水道事業は、令和2年4月1日から地方公営企
業法を適用し、公営企業会計へ移行しました。
複式簿記に基づく公営企業会計方式を導入すること
で、事業の経営状況や財政状態をより明確化し、経営
のさらなる効率化を図ることで、健全かつ持続可能な
下水道事業の経営に取り組んでいきます。
なお、地方公営企業法の適用は、財務における経理
方法の変更であり、使用者の皆様に直接的な影響を与
えるものではありません。
問 上下水道課 経営総務担当 ☎（37）1232

☎ 0480（33）1111

問

秘書広報課

秘書担当

﹁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」

■所得の申告をしないと…
・国 民健康保険税の算定や軽減判定を正しく行うこと
が出来ません。※所得がなくても所得の申告をして
いない場合、軽減制度は適用されません。
・高 額療養費の自己負担限度額を正しく判定すること
ができず、最も高い限度額に判定されます。

町では、男女共同参画社会の実現に向けて「すぎと
男女共同参画プラン」を効果的に推進するため、「すぎ
と男女共同参画推進町民スタッフ会議」を設置してい
ます。
内容 ・男女共同参画情報紙の編集・発行
・男 女共同参画にかかる施策の推進に関するこ
と
・そ の他特に男女共同参画に関し、町長が必要
と認める事業に関すること
編集会議 月1回程度
問 人権・男女共同参画推進課 内線217

情報はコチラ

保健

保健

国民健康保険に加入している16歳以上の方は、所得
がない、扶養になっている等の理由で所得税（住民税）
の申告が必要でなくても、全員、所得の申告が必要です。

すぎと男女共同参画推進町民スタッフ募集

すぎと男女共同参画プラン（第5次）の策定にあたり、
ご意見をいただく委員を募集します。男女共同参画社
会の推進に関心のある方をお待ちしています。
任期 5月下旬からプラン策定終了（令和3年3月31日）
までを予定
定員 3名
応募資格 次 の1 ～ 3の要件を満たしている方であれ
ば、どなたでも公募できます。
1．町内在住の18歳以上の方
2．男女共同参画社会づくりを一緒に考えて
いただける方
3．平日の会議に出席できる方
応募方法 応 募用紙に必要事項を記入し、人権・男女
共同参画推進課へ持参・郵送・電子メール
のいずれかでご応募ください。応募用紙は、
人権・男女共同参画推進課窓口、
各公民館にあります。また、町
ホームページからもダウンロー
ドできます。
応募期限 4月30日㈭【必着】
※応募者が定員を超えた場合は書類選考。
申 ・ 問 〒345―8502 杉戸町清地2―9―29
人権・男女共同参画推進課 内線217
jinkendanjo@town.sugito.lg.jp

町からの

子育て

子育て

国民健康保険ご加入の16歳以上の方は
全員所得の申告が必要です

水質検査計画は、水道法施行規則により、すべての
上水道事業者が作成し、水質検査の回数・項目・採水
地点等を定めたものです。
「令和2年度 水質検査計画」は、上下水道課窓口や町
ホームページでご覧いただけます。また、水質検査計
画に基づく水質検査結果もご覧いただけます。
なお、計画策定にあたり ｢令和2年度 水質検査計画
(案)｣ を、広報すぎと12月号に掲載してお知らせした
結果、これについてご意見等はございませんでしたが、
水質基準に関する省令の一部改正があったため、内容
を一部修正しております。
問 上下水道課 水道担当 ☎（37）1232

杉戸町男女共同参画社会づくり懇話会委員募集

カルスタ

カルスタ

認知症カフェとは？
国の認知症施策の一環で2012年から推進されてお
り「オレンジカフェ」という名前でも運営されていま
す。
何が行われるのですか？
気軽にお茶を飲みながら会話をしたり、講話を聞い
たり情報を得ることもできます。喫茶店やカフェに訪
れる感覚で、どのように過ごすのも自由です。
どんな場所ですか？
認知症について「知りたい」
「学びたい」
「考えたい」
「認知症になっても安心して暮らしたい」そんな地域
をつくる場所です。介護ストレスの軽減だけでなく、
新たな出会い、地域とのつながりの場です。
家族だけで行ってもいいですか？
ご家族だけで来ていただくこともできます。日常生
活で不安なこと、気がかりなことなど専門職に相談す
ることもできます。

水質検査計画を策定しました

すぎとひろば

すぎとひろば

どなたでも気軽に参加できる「交流の場」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…みなさんでほっと一息コーヒーブレイクし
ませんか？
日時 4月17日㈮ 10時～ 12時
場所 ウエルシア 杉戸倉松店
内容 「折り紙で作る小物入れ」を作ります。手指の運

動、脳トレにもおすすめの折り紙。おしゃべり
しながら、楽しい時間を過ごしましょう。
当 日は、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 地域包括支援センター担当
内線302・303

令和2年度

内線205

議会を“もっと”身近に！
第14回議会報告会

杉戸町議会議員による「第14回議会報告会」を開催
します。
日時 5月16日㈯ 10時～ 12時
場所 深輪産業団地地区センター 会議室1・2
内容 第1部 令 和2年度一般会計予算を中心に、3月
議会で審議した内容の報告
286
第2部 意
 見交換会（事前に頂いた質問や、来場
の皆様からの質問にもお答えします。）
※意見交換を行うため「参加される方」の質問を事前
に募集します。質問されたいことを「質問用紙」に
記入し、4月28日㈫まで杉戸町議会へお寄せくださ
い。詳しくは町ホームページをご覧いただくか、議
会事務局までお問合せください。
質問受付 ・ 問 議会事務局 内線224
広報すぎと
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