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夢 タウン
まつぶし

TEL�991-1898��(直通)�FAX�991-7681�※松伏町の市外局番は「048」です。

2〜3��平成25年度当初予算
4　　�松伏町長選挙が5月19日(日)に行われます

主な内容

松伏町のキャラクター
マップー
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町税の休日 ･夜間納税相談窓口
休日
夜間

5月26日(日)　午前9時から午後4時まで�
5月19日(木)　午後8時まで

町県民税 ･ 固定資産税 ･ 軽自動車税 ･ 国民健康保険税が納付できます

今月の納期限

役場�本庁舎
　1階�税務課

5月31日(金) 保育料5月分･固定資産税1期･軽自動車税

納期限内に納付しましょう！

町内小中学校で入学式が行われました【4月8日】
▶詳細は10ページ



平成25年度当初予算
企画財政課のお知らせ

民生費
【社会福祉】
【老人福祉】
【児童福祉】

総務費
【総務管理費】
【税務執行】
【各OA
システム管理】

教育費
【学校管理費】
【公民館費】
【学校給食
センター費】

衛生費
【ごみ収集委託】
【東埼玉資源環
境組合分担金】

公債費
【過年度
借入の返済】 

土木費
【道路整備】
【下水道事業

繰出金】

消防費
【吉川松伏消防
組合負担金】
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－「暮らし満足度一番のまち」の実現－
　平成25年度当初予算が3月定例議会で可決されました。予算額や主な事業は次のとおりです。

 ※【　　】内は主な使いみち。

※(　　)内は構成比､下段の額は前年度比。1万円未満四捨五入。

民生費
28億1,839万円

(35.9%)
5,380万円増

総務費
10億6,593万円

(13.6%)
728万円増

教育費
9億4,489万円

(12.0%)
5,511万円減

衛生費
7億4,365万円

(9.5%)
1,931万円減

公債費
6億9,440万円

(8.8%)
511万円増

土木費
6億6,064万円

(8.4%)
7,754万円減

地方消費税交付金
2億2,000万円

(2.8%)
増減なし

消防費
6億1,047万円

(7.8%)
4,067万円増

その他
3億1,163万円

(4.0%)

町税
30億1,198万円

(38.4%)
219万円減

地方交付税
15億3,100万円

(19.5%)
増減なし

一般会計 78億5,000万円 (前年度比0.5％減)
特別会計 62億1,593万1千円 (前年度比2.2％増)

総　　計 140億6,593万1千円 (前年度比0.7％増)

歳入
78億5,000万円 78億5,000万円

歳出
国県支出金

12億2,086万円
(15.5%)

1億721万円減

町債
6億2,750万円

(8.0%)
4,090万円減

繰入金
5億1万円
(6.4%)

6,700万円増

諸収入
2億6,317万円

(3.3%)
4,467万円増 その他

4億7,548万円
(6.1%)

　平成25年度当初予算は､「暮らし満足度一番のまち」の実現に向けて､「子育て支援」､「地域社会づくり」､
「福祉･健康･社会保障」､「産業振興」､「生活基盤整備」､「生活環境の充実」､「行財政運営の充実」を目指し
編成しました。

一般会計予算



問合せ／財政担当 991-1820

主な事業等の概要 ※【　　】内は予算額。1万円未満四捨五入。
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子育て支援　〜次世代育成のまちづくり〜
▶子ども･子育て支援関連事業【3億1,074万円】
　 子ども･子育て支援事業計画策定に向けた地域のニーズを調査するとともに､
保育の充実を図り､子育て世代を支援します。
▶教育活動推進事業【463万円】
　 小学５年生を対象に科学実験の演示を行うとともに､小中学生の学力テスト
を引き続き実施します。
地域社会づくり　〜自己実現と地域文化を育むまちづくり〜
▶公民館管理運営事業【7,000万円】
　田園ホール･エローラの舞台音響設備を改修し､生涯学習環境の整備を行います。
▶地域活動支援事業【1,056万円】
　地域コミュニティの更なる活性化を図るため､自治会等振興補助金の拡充を図ります。
福祉･健康･社会保障　〜自立と支え合いのまちづくり〜
▶老人福祉センター環境整備事業【5,267万円】
　介護予防機器を設置するとともに､土･日曜日に開所し､地域とのふれあいを図ります。
　また､老人福祉センター入口町道の拡幅及び旧金杉小学校体育館解体工事を実施します。
▶敬老祝金事業【98万円】
　米寿のお祝金を増額し､高齢者の長寿を祝福するとともに､町民の敬老思想の高揚を図ります。
産業振興　〜地産地消のまちづくり〜
▶商工業活性化事業【1,635万円】
　健康づくりの推進と観光資源のＰＲを目的に､ウォーキングマップを作成します。
▶農業基盤整備事業【1,140万円】
　用排水路及び農道などの維持管理のほか､地域と協働で農道整備を進めます。
生活基盤整備　〜安心･安全･美しいまちづくり〜
▶都市計画道路整備事業【4,799万円】
　都市計画道路河原町深町線の平成25年度内開通に向け､工事などに取り組みます。
▶公共交通整備事業【394万円】
　利用者の多いバス停留所に上屋を設置し､利便性の向上を図ります。
生活環境の充実　〜環境共生と循環型のまちづくり〜
▶防災行政無線運用事業【6,501万円】
　地域の安全･安心を推進するため､防災行政無線を4ヵ年計画でデジタル化に更新します。
▶中間処理場管理運営事業【2,050万円】
　毎月２回日曜日に粗大ごみの直接搬入の受入を開始し､利便性の向上を図ります。
行財政運営の充実　〜行財政改革の推進〜
▶権限移譲の推進【486万円】
　埼玉県からパスポート交付などの権限移譲を受けることにより､住民サービスの向上を図ります。
▶第5次総合振興計画の策定【223万円】
　平成26年度から､10年間の新たな町政の指針となる､第５次総合振興計画を策定します。

■　国民健康保険特別会計 38億2,932万2千円 (4.1％増)

■　公共下水道事業特別会計 6億6,326万9千円 (3.7％増)

■　農業集落排水事業特別会計 723万8千円 (2.1％増)

■　介護保険特別会計 15億1,810万2千円 (2.8％減)

■　後期高齢者医療特別会計 1億9,800万円 (2.8％増)

特別会計予算　62億1,593万1千円 (2.2％増)



選挙管理委員会のお知らせ 問合せ／松伏町選挙管理委員会(総務課内)
991-1893
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　6月1日任期満了による松伏町長選挙が行われます。
■投票できる方(有権者)
　次の要件をすべて満たし､松伏町の選挙人名簿に登録された方。
　　①平成5年5月20日以前に生まれた日本国民の方
　　②平成25年2月13日以前に住民登録(届け出)をした方
　　③平成25年5月19日(期日前投票の場合は投票する日)現在､松伏町に住民登録のある方
■投票所入場整理券の送付
　有権者に入場整理券を送付します。入場整理券には､投票所や投票時間が記載されています。ご確認のう
え､指定された投票所へ入場整理券をご持参し､投票してください。なお､入場整理券を紛失又は未着の場合で
も投票はできますので､投票所でその旨を係員にお申し出ください。
■期日前投票について
　仕事や旅行などのため投票日に投票できない方は､「期日前投票」ができます。

■不在者投票について
　身体に重度の障がいがある方や介護保険利用者で一定の条件を満たす方は､ご自宅で郵便による「不在者
投票」ができます。不在者投票を行うためには別途手続きが必要となりますので､希望される方は早めに松
伏町選挙管理委員会へ申請してください。
　都道府県の選挙管理委員会が指定した病院に入院している方や､老人ホーム等に入所している方は､その
施設で「不在者投票」ができますので､各施設にお問い合わせください。
　その他､長期出張などで､告示日(5月14日)以前から松伏町外に長期間滞在し､期日前投票ができない方も
不在者投票ができる場合がありますので､松伏町選挙管理委員会にお問い合わせください。
■開票について
　開票は投票日当日に行います。参観を希望される方は､当日､会場にて受け付けしてください。

■投票･開票速報(投票･開票率など)
　テレホンサービス及びインターネットサービスをご利用いただけます。
＜テレホンサービス＞ 0180-994-131
＜インターネットサービス＞http://www.town.matsubushi.lg.jp/
　　▶投票速報　5月19日(日)午前9時頃～
　　▶開票速報　5月19日(日)午後10時10分頃～
※ テレホンサービスについては､時間帯によりテープ入れ替えの影響から途中で
　切れることがあります。なお､携帯電話からはご利用できません。

松伏町長選挙が5月19日(日)に行われます
＜投票時間：午前7時〜午後8時＞

期　間／ 5月15日(水)～5月18日(土)
時　間／午前8時30分～午後8時
場　所／役場第二庁舎�3階301会議室
持ち物／投票所入場整理券(未着の場合でも､投票はできます。)

日　時／ 5月19日(日)午後8時50分～
場　所／松伏第二小学校体育館　
　　　　※会場の都合により､入場者数を100名に制限します。

■立候補届出の受付期間
　日　時／ 5月14日(火)午前8時30分～午後5時
　場　所／役場本庁舎 2階201会議室

■立候補書類の事前審査
　日　時／ 5月7日(火)午前9時～正午
　場　所／役場本庁舎 2階201会議室
　対　象／立候補予定者

立候補の受付について



福祉健康課のお知らせ

まつぶし緑の丘公園のお知らせ

問合せ／子育て支援･児童福祉担当 991-1876

問合せ／まつぶし緑の丘公園管理センター
991-1211
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991-1211

子ども･子育て支援新制度に向けた
取組について

　町では､松伏町子ども･子育て支援審議会において､「松伏町子ども･子育て支援事業計画」を策定し､
事業を実施していきます。計画策定にあたり､広く町民の皆さんの意見を反映させていくため､各種団
体等からの選出の他に､一般公募により委員を募集します。
■募集人数／ 2名以内(応募多数の場合は選考)　※町内在住の20歳以上の方
■任期／ 平成25年6月～平成27年5月
■�審議会／平成25年6月～平成26年3月の間に､5回程度実施する予定です。平成26年4月以降の実施
回数は未定です。
■委員報酬／特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例に基づき支給します。
■�申込み／5月15日(水)までに､住所､氏名､年齢､応募動機や子育て支援に関するご意見等(400字程度。
書式は自由)を添えて､福祉健康課へ直接持参してください。郵送の場合は､「〒343-0192 松伏町大
字松伏2424番地 松伏町役場 福祉健康課 子育て支援･児童福祉担当 宛」にお送りください。

　幼児期の学校教育･保育や､地域の子ども･子育て支援を総合的に推進するための､子ども･子育て支援
新制度が､平成27年度にスタートする予定です。
　松伏町では､本年６月から「松伏町子ども･子育て支援審議会」を発足させ､町民の皆さんの子育ての
状況やニーズを把握し､それに基づいた事業計画の策定の準備を進めるなど､新制度に向けた準備をし
ていきます。
※ 子ども･子育て支援新制度の詳細については､内閣府ホームページ(http://www8.cao.go.jp/
shoushi/shinseido/index.html)をご覧ください。

「松伏町子ども･子育て支援審議会」の
委員を募集します

　毎年恒例となりました､大川戸地区県営公園整備促進委
員会の主催による「ポピーまつり」を開催します。園内
で､色とりどりに咲きほこるポピーをお楽しみください。
　当日は､各種団体によるアトラクションや特産品直売
会なども行われますので､ポピーまつり会場へ､みんなそ
ろっておでかけしませんか。皆さんのご来園をお待ちし
ています。
■�日時／ 6月1日(土)午前10時～
　※雨天の場合､2日(日)に順延
■場所／まつぶし緑の丘公園内
■�内容／ポピー花摘み､写生会､各種アトラクション､模擬
店など。

ポピーまつりを開催します
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保健センターのお知らせ 問合せ／保健センター 992-3170･4323･3100

■対象／▶松伏町国民健康保険加入者･･･4月1日における被保険者で､40歳以上の方
　　　　▶後期高齢者医療保険加入者･･･集団健診のみ
　　　　▶生活保護受給者･･･40歳以上の方(事前に保健センターへ申請してください。)
■受診方法
　▶集団健診　健診会場で受診
　　日程及び会場／ページ下部参照　　　　　　費用／無料
　　申 込み／ 5月中旬に案内通知を送付しますので､申込みハガキを5月24日(金)までに投函してください。

なお､ハガキ申込み終了後は､5月27日(月)から保健センターの窓口及び電話で受け付けます。(申込み順)
　　　※ 東日本大震災により避難中の被災者の方(他県の広域連合の後期高齢者医療資格を有する被保険者)

で､健康診査の受診を希望する場合は､住民ほけん課高齢福祉担当( 991-1884)までお問い合わせ
ください。

　▶個別健診　医療機関で受診
　　対象／松伏町国民健康保険の加入者のみ　　費用／ 1,000円

期　間 指定医療機関及び受診方法
6月1日(土)～10月31日(木) 指定医療機関は下部参照。朝食をとらずに､午前中に受診してください。

国民健康保険の特定健診と
後期高齢者の健康診査について

■対象／40歳(平成26年3月31日現在年齢)以上の町民の方
■受診方法
　▶集団検診　胃･大腸･肺がん(結核検診)同日実施
　　日程及び会場／ページ下部参照

　

　▶個別検診　胃･大腸がん

�胃･大腸･肺がん(結核)検診　　　　
　　　　　　肝炎ウイルス検診について�

項　目 内　容 自己負担金
胃 が ん 胃部Ｘ線検査 1,000円
大腸がん 便潜血反応  600円

肺 が ん
胸部Ｘ線検査  300円
喀痰(該当者のみ)  500円

項　目 内　容 自己負担金 期　間 指定医療機関及び受診方法
胃 が ん 胃部Ｘ線検査  2,900円 6月1日(土)～

10月31日(木)
埼玉筑波病院又は埼玉野村病院へ予約

大腸がん 便潜血反応  1,100円 指定医療機関は下部参照。事前に医療機関
から採便容器を受け取り診療日に提出

申 込み／5月16日(木)から電話申込みを開始します。
受付時間は､午前8時30分～午後5時15分です。
　※ 特定健診の受診券をお持ちの方は､同封のハガ

キで特定健診と一緒にお申し込みください。希
望日(第3希望まで)を保健センターへ。

　▶肝炎ウイルス検診　　※他のがん検診と同時に受けられます。(単独での受診も可)
対　象 内　容 自己負担金 期　間 会場等

過去に検査を受け
たことがない方

血液検査(採血)により､肝
炎ウイルス(B･C型)の感
染の有無を調べます。　

集団   700円 集団検診日程は
下部参照

集団検診会場は
下部参照

個別 1,200円 6月1日(土)～
10月31日(木)

指定医療機関は
下部参照

※ 次の方は無料で受けられます。①75歳以上の方②住民税非課税世帯の方③生活保護受給の方(②③の方は検
診を受ける前に必ず保健センターへ申請してください。)

　　申込み／受診券同封の案内文書を確認し､直接医療機関で受診してください。

集団検診日程及
び会場

指定医療機関

会　場 日　程
保健センター 6月10日(月)･11日(火)･13日(木)･14日(金)･17日(月)･18日(火)･

20日(木)･21日(金)･22日(土)･23日(日)･24日(月)･25日(火)
松伏町役場 6月15日(土)･16日(日)
老人福祉センター 6月12日(水)
埼玉筑波病院･埼玉野村病院･安藤医院･宮里医院･宮里こどもクリニック･
ねもとレディースクリニック･津田医院･ふれあい橋クリニック･岡村クリニック



農業委員会のお知らせ 問合せ／農業委員会(環境経済課内) 991-1853
選挙管理委員会(総務課内) 991-1893

まちづくり整備課のお知らせ 問合せ／下水道担当 991-1844

　町の市街化区域の公共下水道整備は､平成25
年度の工事で整備が完了します。
　公共下水道は､家庭から排出された汚れた水
を下水処理場できれいにして河川に流すことで
河川の水質を維持することができます。また､
生活排水が側溝に流れ出ないので､ハエや蚊の
発生､側溝からのいやな臭いを防止し､快適な住
環境を保つことができます。
　公共下水道は､皆さまが接続することで､初
めて効果を発揮します。ぜひ早期の接続をお
願いします。
　なお､どのように接続したらよいかわからな
いなど詳しくはお問い合わせください。

松伏総合公園

松伏記念公園

松伏高等学校

松伏小学校

児童館

松伏町役場

大落古
利根側

葛飾吉川松伏線

赤岩地区
公民館

松伏第二小学校

保健センター

ふれあいセンター
「かがやき」
松伏町社会福祉協議会

松伏総合公園

松伏記念公園

松伏高等学校

松伏小学校

児童館

松伏町役場

大落古
利根川

葛飾吉川松伏線

赤岩地区
公民館

松伏第二小学校

ちびっ子らんどちびっ子らんど

保健センター

ふれあいセンター
「かがやき」
松伏町社会福祉協議会

公共下水道の整備が完了します

既に公共下水道が使用できる範囲

平成25年度に工事する範囲

､
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氏　名 性別 住 所 選出区分
竹 内　　 隆 男 上赤岩

一般選挙(届出順)

齊 藤　　 操 男 魚　沼
澤田　訓男 男 下赤岩
畑野　輝明 男 大川戸
砂 川　　 進 男 田　島
山﨑　秀夫 男 大川戸
今井　一忠 男 築比地
八木　孝夫 男 田　中
横川　朝治 男 大川戸
小 林　　 茂 男 金　杉

　4月6日任期満了に伴い､新しい農業委員が決まりました。任期は平成28年4月6日までです。
　各種農業制度､農地の貸借･売買･転用等に関することなどにつきましては､地元の農業委員にご相談ください。

新しい松伏町農業委員が決まりました
(敬称略)

氏　名 性別 住 所 選出区分
山﨑　隆彦 男 下赤岩 さいかつ農業協同組合推薦
柴田　光善 男 魚　沼 埼玉県東部農業共済組合推薦
山崎　正義 男 築比地 土地改良区推薦
長谷川真也 男 松　伏

議会推薦横川　政子 女 大川戸
内藤　玉江 女 松　葉

※ 3月24日(日)執行の松伏町農業委員会委員一般選
挙は､立候補者が定数(10人)を超えなかったため､
無投票となりました。
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住民ほけん課のお知らせ 問合せ／高齢福祉担当 991-1884

平成25年度介護予防事業
　介護予防教室の参加者を募集します

　町では､高齢者の皆さんが､元気でいきいきと暮らしていただくための介護予防事業を行っています。ぜひ､
ご参加ください。

①いきいき健康体操教室(週１回･全８回共通コース)

　
　※時間／【午前の部】10時～正午､【午前の部】1時30分～3時30分
②ふれあい体操塾(年間18回コース)
　■�日程／ 5月17日､6月7日･21日､7月5日･19日､9月20日､10月4日･18日､11月1日･15日､12月6日･20日､
　　平成26年1月10日･24日､2月7日･21日､3月7日･28日 いずれも金曜日
　■時間／午前9時30分～11時
　■場所／Ｂ＆Ｇ海洋センター 体育館
　■定員／ 80名程度
　■�持ち物／室内用運動靴､汗ふきタオル､飲料水､ヨガマット(バスタオルでも可)､ミニボール(直径20㎝程度､

スポーツ用品店で購入できます。)
　■申込み／事前申し込み不要。直接会場へお越しください。
③介護予防サポーター養成講座　ウォーキング連続講習会(5回コース)
　　バランスのとれた姿勢で､筋肉を効果的に使う歩き方を体系的に学びます。
　■日程／ 5月9日､16日､23日､30日､6月6日 いずれも木曜日

　■�持ち物／室内用運動靴､汗ふきタオル､飲料水､バスタオル(ストレッチ体操に使用)
④介護予防サポーター　ウォーキング･スキルアップ講習会(年間10回コース)
　 　ウォーキング講座経験者のスキルアップを目指す講習会です。
　■日程／ 5月10日､6月14日､7月12日､8月9日､9月13日､10月11日､11月8日､12月13日
　　平成26年2月14日､3月14日 いずれも金曜日
　■時間／午前9時30分～11時
　■会場／Ｂ＆Ｇ海洋センター 体育館(※8/9､9/13は中央公民館201･202研修室)
　■持ち物／室内用運動靴､汗ふきタオル､飲料水､バスタオル(ストレッチ体操に使用)
※上記以外の講座･教室については､随時募集記事を掲載します。

※ いずれの講座･教室とも参加費は無料､対象は原則として65歳以上の方です。
　 ②以外のお申込み､各教室･講座のお問合せは､住民ほけん課高齢福祉担当へ。

会　　場 時間 定員 日　　　程
役場301会議室

午前
30名

5/14･21･28､6/4･11･18･25､
7/2　いずれも火曜日

内前野会館 Aコース
25名内前野会館 Bコース

午後
大川戸農村センター
ふれあいセンター Aコース

午前
30名

5/15･22･29､6/5･12･19･26､
7/3　いずれも水曜日三栄会館

25名
緑の丘公園管理センター

午後
赤岩地区公民館 30名 5/15(水)･23(木)･29(水)､6/5(水)･

12(水)･19(水)･27(木)､7/3(水)

会　　場 時間 定員
Ｂ＆Ｇ海洋センター 体育館 午前9時30分～11時 50名
農村トレーニングセンター 午後1時30分～  3時 20名

■�持ち物／汗ふきタオル､飲
料水､赤岩地区公民館のみ
室内用運動靴
■���申込み／5月7日(火)から､
　 電話で住民ほけん課へ。
なお､74歳以下の方はお
一人で2会場以上の参加申
込みはできません。
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放射線量測定結果について

　参考　0.103…11箇所･全84回の測定値の平均
　　　　0.171… 測定値の最大値(平成23年10月11日  

松伏第二中学校で測定)
　　　　0.041… 測定値の最小値(平成25年4月16日金

杉小学校で測定)
　※ 町の基準…0.19(5市１町の基準である「0.23」以

下になることを目指して､地上50センチメートルの
高さにおける測定値が「0.19」を超えた場合は､放
射線量低減化作業等を行うことにしています。）

　毎週火曜日に実施している､町公共施設の放射線量
測定結果をお知らせします。
　測定の結果､町の基準を超えている公共施設はあり
ませんでした。なお､最新の測定結果は町ホームペー
ジをご覧ください。

問合せ／生活環境担当 991-1840環境経済課のお知らせ

税務課のお知らせ 問合せ／町民税担当 991-1833

■平成25年度軽自動車税の納付について
　平成25年度軽自動車税の納期限は､5月31日
(金)です。納期限内であれば､金融機関の他､お
近くのコンビニエンスストアでも納めること
ができますので､期限までに納付をお願いし
ます。
■�障がいを有する方の軽自動車税の減免につ
いて
　身体障害者手帳､療育手帳､精神障害者保健
福祉手帳､戦傷病者手帳のいずれかを交付さ
れている方､又は手帳を交付されている方と
生計を同一する方の所有する車両で右記の内
容に該当する方は､申請をして減免を受ける
ことができます。
■申請に必要な書類
　① お持ちの手帳(身体障害者手帳､療育手帳､

精神障害者福祉手帳､戦傷病者手帳)
　②運転する方の運転免許証
　③車検証
　④納税通知書
　⑤印かん
■提出期限／ 5月24日(金)
　※ 提出期限を過ぎますとお受けできません
のでご注意ください。

　※ 郵送で申請する場合は､事前に税務課町
民税担当にご連絡ください。

■�減免を受けることができる障がいの程度と受けられる方の
範囲
　①障がいの程度

　②減免を受けられる車

手帳の種類 障がいの区分 障がいの程度
(級別)

身体障害者
手 帳

視覚
1級～3級､4級の1
(4級のうち､両視の
視力の和が0.09～
0.12)

聴覚 2級､3級
平衡機能 3級
音声又は言語機能 3級(こう頭が摘出

された場合のみ)
上肢 1級､2級
下肢 1級～6級
体幹 1級～3級､5級
乳幼児期以前の非進行性　上肢
脳病変による運動機能  　 移動

1級､2級
1級～6級

心臓機能･じん臓機能･呼吸器
機能･ぼうこう又は直腸機能･
小腸の機能

1級､3級

ヒト免疫不全ウィルスによる
免疫機能･肝臓機能 1級～3級

療 育 手 帳 Ⓐ､Ａ
精神障害者
保 健 福 祉
手 帳

1級(自立支援医療費受給者証等により､通院の事
実が確認できる方のみ)

戦 傷 病 者
手 帳

恩給法に定める障がいの程度で､減免の範囲が定
められています。

■測定日　4月16日(火)＜第84回測定＞
測定場所 測定値

赤岩農村センター駐車場(砂利敷) 0.078
松伏第二中学校校庭(土の上) 0.109
松伏記念公園(土の上) 0.083
松伏小学校校庭(土の上) 0.095
児童館屋外(土の上) 0.070
松伏第二小学校校庭(土の上) 0.062
町立第一保育所園庭(土の上) 0.066
松伏中学校校庭(土の上) 0.086
大川戸農村センター駐車場(砂利敷) 0.068
金杉小学校校庭(土の上) 0.041
老人福祉センター屋外(土の上) 0.098
※単位はマイクロシーベルト毎時

平成25年度軽自動車税の納付及び
障がいを有する方の減免について

　　▶障がいを有する方本人(納税義務者)の所有する車
　　▶ 障がいを有する方と生計を同一する方(納税義務者)

の所有する車
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ZOOM UP !
ミニまつぶし2013が開催されました
【3月23日･24日】

岡田安治展から文化協会へ寄付金をいただきました
【3月27日】

平成25年度松伏町消防団辞令交付式が松伏消防署で行われま
した【4月7日】

東京日野自動車株式会社松伏支店と災害協定を締結しました
【4月12日】

教育委員会委員に再任されました
【4月1日】

まつぶし緑の丘公園水辺ゾーン完成記念式典及び
完成記念まつりが開催されました【3月23日】

　Ｂ＆Ｇ海洋センターの体育館及び駐車
場､中央公民館で「ミニまつぶし2013」が
開催され､2日間で845人の方が来場し､
賑わいました。

　まつぶし緑の丘公園で開催され､式典には､町長を始
め､関係者一同が集まり､水辺ゾーンの完成を祝福しま
した。また､完成記念まつりでは､町の特産品等の販売
各種模擬店が出店し､多くの方が来場されました。

　2月7日から11日ま
で中央公民館で「～郷
土画家を偲ぶ～岡田
安治展」が開催されま
した。展覧会は､趣旨
に賛同していただいた
方からの寄付金で運営
され､その一部を故岡
田安治家の方(写真左)

と岡田安治展実行委員会から､町の文化振興にと､文化協会へ寄
付していただきました。

　平成25年度は､新任
役員2名と9名の新入
団者を迎え､消防団長
から辞令書を交付さ
れました。4月1日現
在､松伏町消防団員は
106名(内､女性消防団
員11名)となりました。

　災害時には貨物自動
車の提供を受け､災害
物資や備蓄品等の迅速
な運搬が可能となりま
す。また車両内にキッ
チンを備えた車両の提
供を受けられるように
なり､被災者等へ温か
い食料供給ができるよ
うになります。

　御処野紀夫氏が松伏町教育委員会
委員に再任され､教育委員会から教育
長に再任されました。任期は平成29
年3月31日までです。

今月の表紙

　ご入学おめでとうご
ざいます！晴れ渡る空
の下､入学式が行われ
ました。新一年生は､
期待と不安で胸をふく
らませていました。(写
真は､松伏小学校です。)

､



�　 �

　昭和の古き良き思い出の歌で､きっ
と懐かしいあの頃に…タイムスリッ
プ！情感豊かな歌声で贈る､昭和歌謡
必聴のステージ！
■�日時／ 6月22日(土)午後2時開演
　(1時30分開場)
■�出演／夢野愛子とラブカンパニー
■�曲目／リンゴの唄･東京キッド･
　上を向いて歩こう ほか
■�費用／大人2,500円
　高校生以下1,000円
　【全席指定】
※チケット好評発売中！
※ 未就学児の入場は
　ご遠慮ください。

東京ヴィヴァルディ
合奏団特別演奏会“エローラの「四季」”Vol.10！
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“夢野愛子と
ラブカンパニー”　毎年恒例の“エローラの「四季」”。

　10回目の今回は､ゲストに滝 千春(ヴァイオリン)と大至(相撲甚
句)を迎えてお贈りします。
■日時／ 5月18日(土)午後3時開演(2時30分開場)
■出演／東京ヴィヴァルディ合奏団
　　　　ゲスト  滝 千春(ヴァイオリン)､大至(相撲甚句)
■曲目／相撲甚句･祝 ～大至～､芥川也寸志：弦楽のための三楽章
　ヴィヴァルディ：「四季」全曲 ～ヴァイオリン独奏 滝 千春～ ほか
■費用／大人4,000円､高校生以下2,000円【全席指定】
　※チケット好評発売中！※未就学児の入場はご遠慮ください。

■�日時／5月25日(土)午後1時～9
時､26日(日)午前9時～午後3時

■�場所／市民交流センターおあし
す
■�内容／市の花「さつき」と特産品
「花しょうぶ」の展示会です。ま
た､さつきのチャリティ販売も行
われます。
■問合せ／商工課
　 048-982-9697

■�日時／ 6月2日(日)午前10時～
午後4時
■場所／中央市民会館
■�内容／福祉団体の活動発表､バザ

　ー ､模擬店､車いすの無料点検な
　ど
■問合せ／こばと館
　 048-966-6633

■�日時／ 6月9日(日)午前10時30
分～午後4時
■�場所／獨協大学35周年記念館
■�内容／世界の音楽とダンス､各国
のグルメ屋台､民俗衣装の試着･
記念撮影､民芸品やお菓子などの
販売
■問合せ／文化観光課
　 048-922-2968

■�日時／5月26日(日)午後3時～6

■�場所／フレスポ八潮イベント広
場(つくばエクスプレス八潮駅前)
■�内容／枝豆試食会､枝豆加工品
販売ほか
■費用／入場無料
■�問合せ／やしお枝豆まつり実行
委員会(八潮市商工会)
　 048-996-1926

■�日時／ 5月25日(土)午後1時～5
時､26日(日)午前9時～午後4時
■�場所／瑞沼市民センター体育館
■�内容／市内のさつき愛好家が丹
精込めて育てた市の花「さつき」
の展示･即売会
■問合せ／産業振興課農業振興係
　 048-930-7722

滝  千春 大至

蘇る！昭和歌謡

時

ほか

〜10年目の感謝をこめて〜

東京ヴィヴァルディ合奏団

エローラコンサート情報 ■問合せ／田園ホール ･エローラ (松伏町中央公民館 )
　　　　　 992-1001･1321　http://www.ellora.jp/

埼玉県東南部 5 市広域情報行ってみたいなとなりまち

 草加市
草加国際村一番地
第10回国際交流フェスティバル

 吉川市
さつき･花しょうぶ展

 越谷市
障害者の日記念事業

「第33回ふれあいの日」

 三郷市
第41回三郷市さつき展

 八潮市
やしお枝豆ヌーヴォー祭



広報まつぶし/平成25年5月/第528号12

6日(月) ･13日(月) ･21日(火)･27日(月)
8日(水) は設備点検のため､臨時休館。

【赤岩地区公民館】
 一路 浅田　次郎　著
 妖怪の日本地図 千葉　幹夫　文
 ぱっくんおおかみとおばけたち　　　（児童書）

【中央公民館】
 ローカル線で行こう！ 真保　裕一　著
 冬芽の人 大沢　在昌　著
 したのどうぶつえん あきびんご　作

  

■�日時･場所／5月11日､25日 赤岩地区公民館 和室
　5月18日 柿の実文庫( 991-5170)
　いずれも土曜日 午後2時～3時
■その他／入場無料。直接会場へお越しください。

■�日時･内容／5月11日 「しゃくとりむし」
　5月25日「くるくるこいのぼり」
　いずれも土曜日 午後3時～ 3時30分
■場所／赤岩地区公民館 和室
■その他／参加費無料。直接会場へお越しください。

　お父さんに日頃の感謝を込めて､手作りのパスケ
ースをプレゼントしませんか？
■日時／ 6月15日(土)午前9時30分～正午
■場所／赤岩地区公民館 2階大会議室
■対象･定員／町内小学1年～6年生 20名(申込み順)
■費用／ 500円
■持ち物／筆記用具､はさみ
■�申込み／ 5月18日(土)午前9時から赤岩地区公民
館へ(電話申込み可)

■�日時／5月26日(日)午後1時30分～1時間程度
■�場所／Ｂ＆Ｇ海洋センター 2階トレーニングルーム
■�内容／エアロバイク､多目的マシーンの使用方法
等(要予約)
■問合せ／Ｂ＆Ｇ海洋センター

■日時／ 5月11日(土)午前9時～11時
■場所／Ｂ＆Ｇ海洋センター
■対象／どなたでも参加できます(1人でも可)。
■費用／ 200円
■��今月の種目／さいかつぼーる､ミニテニス､スポー
　ツ吹き矢ほか。
■�注意事項／運動の出来る服装､体育館シューズ持参
■主催･指導／松伏町スポーツ推進委員
■問合せ／Ｂ＆Ｇ海洋センター

▶エンジョイダンス教室
　日時／ 5月1日(水)､15日(水)､22日(水)
　　いずれも午前10時～
　対象･定員／ 16歳以上の方 20名
　費用／各300円(保険代等)
▶ストレッチ＆バランスボール教室
　日時／ 5月14日(火)､21日(火)､28日(火)
　　いずれも午前11時～
　対象･定員／ 16歳以上の方 20名

作って遊ぼう

父の日プレゼント講習会

おはなしランド
◆
日
時
／
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日 赤岩地区公民館のお知らせ

中央公民館のお知らせ

7日(火)･13日(月)･20日(月)･27日(月) 
22日(水)は館内清掃のため､臨時休館

7日(火)･13日(月)･20日(月)･27日(月)
8日(水) は設備点検のため､臨時休館

5月の休館日

5月の休館日

今月の新着図書ご案内

TEL

7日(火)･8日(水)･13日(月)･20日(月)
27日(月)

5月の
一般開放日

11日(土) 午後1時〜9時(アリーナ)
　　　　 午後1時〜9時(武道場)
26日(日) 午前9時〜午後9時(アリーナ)
　　　　 午前9時〜午後1時(武道場)
　　　　 午後3時〜9時(武道場)
※利用方法はお問い合わせください。

B＆G海洋センターのお知らせ
5月の休館日

トレーニング講習会

気楽に遊び体

総合型地域スポーツクラブ｢マッピー松伏」



　　　　　　　　　　　　　　　　　　　中央公民館(田園ホール･エローラ) ����992-1321･992-1001
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　教育文化振興課 ��　990-9011�　　　　　
埼玉県生涯学習ステーション http://www.pref.saitama.lg.jp/site/station

赤岩地区公民館 ��　991-2338
B&G海洋センター ��　992-1291
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　松伏町の成人を祝う会は､新成人による実行委員
会が企画･運営をし､「手作りの成人式」を行ってい
ます。「平成26年成人を祝う会」を､自分の手で作っ
てみませんか？
■期日／平成26年1月12日(日)(予定)
■場所／田園ホール･エローラ(中央公民館)
■�対象／平成5年4月2日から平成6年4月1日まで
に生まれた町内在住の方10名程度
　※ 町外へ転出し､松伏町の式典に参加を希望され

る方も可能です。
■�内容／ 9月頃から実行委員会(5回程度)を開催し､
式典やアトラクションの内容を協議し､案内状や
式次第の製作などを行います。
■申込み･問合せ／教育文化振興課

　「ひとりひとりの成長にあわせた子育て～子ども
の気持ちを受けとめていますか～」という子ども
の年齢に応じた成長パンフレットを発行いたしま
した。
　身近な場所に置いていただき､子どもの変化が気
になった時､不安を感じた時にご活用ください。
■�配布場所／教育委員会･中央公民館･赤岩地区公
民館･児童館等
■問合せ／教育文化振興課

■日時／ 6月8日(土)､9日(日)､15日(土)､16日(日)､
　22日(土)､23日(日)(全6回)午後1時30分～2時
　30分
■場所／Ｂ＆Ｇ海洋センター 2階武道場
■対象／ 5歳児～小学生
■定員／ 20名
■費用／保険料800円
■�申込み／Ｂ＆Ｇ海洋センター受け付けにある申込
書に記入し､受付箱へ。5月31日(金)申込み締切。
■問合せ／山﨑 991-6507
　　　　　渡邊 992-0622

　初心者大歓迎です！
■日時／第２･第４木曜日 午前10時～正午
■場所／外前野記念会館ハーモニーほか
■費用／月会費2,500円
■問合せ／新大正琴愛好会 中嶋 991-2350

　費用／各300円(保険代等)
※上記2教室の場所は､Ｂ＆Ｇ海洋センターアリーナ
▶スポーツ吹矢教室
　日時／ 5月10日(金)､24日(金)いずれも午後1時～
　場所／Ｂ＆Ｇ海洋センター 武道場
　対象･定員／ 16歳以上の方 20名
　費用／各300円(保険代等)
■�申込み･問合せ／Ｂ＆Ｇ海洋センターに参加費用
を添えてお申し込みください。(電話及び代理人
による申込不可)

　マッピーメンバーシップカードは､下記の適用プ
ログラムを100円引きで利用できるお得なカード
です。ぜひ､ご利用ください。
■利用期間／平成25年4月1日～平成26年3月31日
■年会費／ 3,000円
■適用プログラム
　 健康ヨガ､エンジョイダンス､ストレッチ＆バラ
ンスボール､スポーツ吹矢
　※ フラダンス教室や開講予定のプログラムでは､

適用されません。
■費用／カード提示により､通常300円のところ､
　200円で利用できます。
■問合せ／Ｂ＆Ｇ海洋センター

　松伏町子ども会育成会連絡協議会(松子連)は､任
意加入の町内の子ども会で組織されている団体で
す。
　松子連に加入して､親子一緒に楽しみませんか？
■�対象／松伏町内の子ども会(個人ではなく子ども
会単位での加入になります。)
■内容／【平成25年度主催事業(予定)】
　 みんなであそぼう！(6月)､親子映画会(7月)､土手
すべり(10月)､第32回彩の国21世紀郷土かるた
松伏大会(1月)
■�費用／年会費 小学生1人200円(幼児･保護者無
料)▶保険料など1人140円(幼児･保護者含む)
■申込み／加入は随時受け付けています。
■�問合せ／松伏町子ども会育成会連絡協議会事務
局(教育文化振興課内)

大正琴会員募集

子育てパンフレットを発行しました

松伏町子ども会育成会連絡協議会(松子
連)加入子ども会募集

「平成26年成人を祝う会」実行委員を
募集します

教育文化振興課のお知らせ

サークル掲示板
第24回子ども剣道教室

マッピーメンバーシップカード会員募集



　＞＞＞情報ストリート

はなまつりに一緒に参加しましょう
　日時／ 5月8日(水)午前11時～11時30分
　対象･定員／ 3～5歳児･親子30組
園庭で一緒に遊びましょう(園庭開放日)
　日時／ 5月15日(水)午前9時30分～11時
　対象･定員／ 0～5歳児･定員なし
親子で手あそびや紙芝居を楽しみましょう
　日時／ 5月22日(水)午前9時30分～11時
　対象･定員／ 0～1歳児･親子7組､2歳児･親子7組
歯ブラシとコップを作ったり､スタンプラリーを楽
しみましょう
　日時／ 5月29日(水)午前9時30分～11時
　対象･定員／ 3～5歳児･親子30組
■申込み･問合せ／電話でこどものもり( 991-
　4854)へ。

幼稚園ってどんな所？おへやで遊びましょう
　日時／ 5月22日(水)午前10時～11時
　対象･定員／ 2～3歳児･親子10組
子育て講座
　日時／ 5月11日(土)午前11時～正午
　対象･定員／未就学児保護者･20名
■申込み･問合せ／大川戸幼稚園 991-2277

■日時／ 5月26日(日)午後2時～
■場所／児童館ちびっ子らんど
■内容／楽しいゲーム､工作など
■定員／ 120名(申込み順)
　※ 当日､お楽しみ券を午後1時45分から配布しま
す。

■問合せ／児童館ちびっ子らんど 993-0202

＜町内の催し＞　

　
　陸上のカーリングといわれるボールゲーム「ペ
タンク」を体験してみませんか！
■日時／講習会：5月10日(金)午後1時～3時30分頃
　大会：6月7日(金)午前9時30分～午後3時頃
　 いずれも雨天中止(中止の場合は事前にご連絡し
ます。)
■場所／松伏記念公園北側広場(中央公民館北側)
■�内容／講習会：ルール説明､ボールの投げ方､作
戦の基本､練習試合など
　 大会：【午前】予選リーグ　【午後】決勝トーナメ
ント
　※大会のみ昼食代実費をご負担いただきます　
　(500円程度)。
■問合せ／住民ほけん課 991-1884

　計量法では､取引または証明に使用するはかりに
ついて､2年に1度定期検査を受けることを義務づけ
ています。
■�検査対象となる計量器／ひょう量が250㎏以下
の電気式以外のはかり
　※ 電気式はかり及びひょう量が250㎏を超える
電気式以外のはかりは､県が指定した検査機関
(社団法人埼玉県計量協会)によって､事業所を
巡回して検査を実施します。

■�日時／ 5月27日(月)午前10時～正午､午後1時～
3時
■場所／役場駐車場
※ 「取引」とは､有償･無償を問わず､物や役務の給
付を目的とする業務上の行為をいいます。「証明」
とは､公にまたは業務上他人に一定の事実が真実
である旨を表明することをいいます。
■問合せ／環境経済課 991-1854

認定こども園「こどものもり」
( まつぶし幼稚園 ･ こどもの森保育園 ) 子育てサロン
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各課のダイヤルインをご利用ください。

計量器定期検査(集合検査)を実施します

ペタンク講習会･大会

大川戸幼稚園「幼稚園で遊ぼう！」

児童館「ちびっ子フェスティバル」
楽しい事いっぱい！みんなでアンパンマン
と一緒に元気に遊ぼう！
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水･水道をテーマにした図画･ポスター募集
　応募作品／画用紙サイズ４切～８切
　応募資格／松伏町在住の小･中学生
　 応 募方法／作品裏面に､郵便番号､住所､氏名､電

話番号､学校名､学年を記載して水道企業団総
務課へ(郵送又は持参)。応募は一人一点まで。

　応募締切／５月20日(月)必着
　 申 込み／〒343-8505　越谷市越ヶ谷三丁目5番

22号越谷･松伏水道企業団総務課「水道週間作
品」募集担当

■問合せ／越谷･松伏水道企業団 総務課庶務係
　 048-966-3931
　

＜国の募集＞

　関東信越国税局では､スーパー ､コンビニエンス
ストア､酒販店などへの買い物の機会にお酒売場の
未成年者飲酒防止のための表示状況等を確認し､税
務署に連絡する「酒類販売管理協力員」を募集す
る予定です。
　応募方法､募集期間､委嘱期間等詳しくは､国税庁
ホームページ(http://www.nta.go.jp)をご覧く
ださい(5月下旬掲載予定)。
■問合せ／浦和税務署　酒類指導官部門　
　 048-833-2651(自動音声対応による案内)

＜町のお知らせ＞

　5月上旬に､平成25年度固定資産税の納税通知書
を送付します。固定資産(土地･家屋･償却)をお持ち
の方で､納税通知書が届かない場合にはご連絡をお
願いします。
　また､固定資産税の納税通知書に添付されている

　聴覚障がい者の手話が理解でき､手話で日常会話
ができることをめざす講座です。
■�日時／ 5月17日(金)から10月11日(金)までの毎
週金曜日午後7時～9時(全22回･特別講演を含む) 
■場所／役場会議室及び中央公民館
■�対象･定員／町内在住､在勤､在学で､手話奉仕員養
成講座入門課程の修了証･受講証をお持ちの方､又
は同等レベルの方20名(申込み順。定員になり次
第締切り)
■費用／ 1,470円(テキスト代)
■�申込み･問合せ／ 5月1日(水)から10日(金)までに
福祉健康課( 991-1877 991-3600)へ。
　　　　　　　

■日時／ 5月26日(日)午前9時～正午
■場所／松伏消防署(松伏町松伏813番地)
■内容／心肺蘇生法･ＡＥＤの手順など
■定員／ 30名(申込み順)
■受付期間／ 5月7日(火)～20日(月)
■問合せ／吉川松伏消防組合 警防課
　 048-982-3968

＜県内の催し＞　　

■日時／ 5月25日(土)午前10時～午後2時40分
　※雨天時は､5月29日(水)､31日(金)の順に延期。
■�場所／越谷西特別支援学校(越谷市西新井850-1)
■内容／短距離走､リレー ､ダンスなど
■問合せ／県立越谷西特別支援学校
　 048-962-0272

水道フェア
　日時／ 6月2日(日)午前9時～午後3時
　場所／越谷･松伏水道企業団庁舎･駐車場
　 内 容／水･水道をテーマにした作品展示と優秀作品
の表彰式典､水道相談､利き水､子ども広場など

各課のダイヤルインをご利用ください。

手話奉仕員養成講座 基礎課程

平成25年度酒類販売管理協力員募集

固定資産税の納税通知書を送付します
第55回水道週間6月1日(土)〜7日(金)

「復興の  未来と生命(いのち)  照らす水」

普通救命講習会Ⅰ

県立越谷西特別支援学校 第26回運動会

お知らせ

募 集
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各課のダイヤルインをご利用ください。

課税明細書には､資産ごとに参考税額の記載があり
ます。営業･農業･不動産等の所得がある方は､来年
の確定申告で経費(租税公課)を記載する際に申告参
考資料として使用できます。
■問合せ／税務課 991-1831

　これまで時効で納めることができなかった期間や
資格取得の届出忘れなどにより国民年金保険料を納
付できなかったことで､年金の満額支給や年金その
ものが､受給できなくなる恐れがあります。このよ
うな事態を避けるために､平成27年9月までの期間
に限り､過去10年分まで納付できるのが後納制度で
す。
　今回､後納制度の利用が可能と思われる方には年
金機構からお知らせが送付されます。
■�対象者/納付済期間及び合算対象期間の合計が25
年未満で､老齢基礎年金の受給権を有せず､過去
10年以内に未納期間を有する方が対象。なお､繰
り上げ受給者の方は対象となりません。
■�対象保険料/既に2年の時効が経過して納付でき
なくなった国民年金保険料で､後納の申込みを承
認した日の属する月前10年以内のものが対象で
す。
■利用期間/ 平成27年9月30日まで
■�申込み方法/後納制度は事前に申し込みが必要で
す。利用の可否をお問い合わせください。
■問合せ／春日部年金事務所 048-737-7112
　国民年金保険料専用ダイヤル 0570-011-050

　国民健康保険に加入するときや､やめるときには､
14日以内に町に届出が必要となります。
■国保に加入するとき
　▶職場の健康保険をやめたとき
　▶他の市町村から転入したとき
　▶子どもが生まれたとき
　▶生活保護が廃止されたとき
■国保をやめるとき
　▶職場の健康保険に加入したとき

　▶他の市町村に転出するとき
　▶国保の被保険者が死亡したとき
　▶生活保護が開始されたとき
　これらの届出をする場合は､上記の事実を証明す
る書類と､届出に来られた方の本人確認書類(免許証
･パスポートなど)が必要となります。また､同一の
世帯以外の方が届出をする場合は､当該世帯主の委
任状が必要です。
■問合せ／住民ほけん課 991-1868

■申請受付開始日／ 5月17日(金)
■�補助金の対象となる方(抜粋)／既存の一戸建て住
宅に太陽光発電設備を設置し､当該住宅に自ら居
住し､自ら電力会社と電力受給契約を締結する個
人の方。
　※ その他条件がありますので詳細はお問い合わ

せください。
■�交付の条件(抜粋)／▶財団法人電気安全環境研究
所(JET)の「太陽電池モジュール認証」相当の認
証を受けているもの等で､太陽光発電普及拡大セ
ンター (J-PEC)により登録された設備を設置する
こと。▶太陽光発電設備を設置する建築物及び
建築物の敷地等に､都市計画法及び建築基準法等
の法律違反がないこと。
　※ その他条件がありますので詳細はお問い合わ

せください。
■補助額／１件あたり50,000円
■問合せ／環境経済課 991-1840

　町では､地先の側溝清掃は､各自治会でお願して
います。
　清掃を行わないと泥土の滞留による悪臭､虫の発
生､大雨時の道路冠水等の原因となります。
　コンクリート製の側溝蓋を上げる蓋上げ機やヘ
ドロをすくうジョレンを貸与し､ヘドロを入れる土
のう袋は､無償で支給しています。清掃による泥土
は､町委託業者が収集し処分します。
■問合せ／まちづくり整備課 991-1823

住宅用太陽光発電設備の設置費用を補助します

側溝の清掃について国民健康保険からのお知らせ
〜こんなときには14日以内に届出を〜

国民年金保険料の後納制度について
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各課のダイヤルインをご利用ください。

  

　自転車を乗るときは､「車」であるとの意識を常
にもち､安全運転を心掛けてください。
　また､最近は自転車事故においても､多額の損害
賠償を求められることがあります。万が一に備え
て､損害賠償保険などに加入しましょう。
■損害賠償例
　・自転車と歩行者の事故　約5,000万円
　・自転車同士の事故　　　約3,000万円
■保険の種類
　「ＴＳマーク付帯保険」､「自転車総合保険」､「個
人賠償責任保険」等があります。詳しくは､損害保
険代理店や保険会社､自転車安全整備店にご確認く
ださい。
■問合せ／総務課 991-1895

＜県のお知らせ＞

■�対象/現在受給者証をお持ちで引続き治療が必要
な20歳未満の方
■�申請期間／ 5月10日(金)～6月14日(金)(土･日曜
日を除く)
■場所／各保健所
■�申請書類／申請書､医療意見書､生計中心者の所
得税関係証明書等(住所地を管轄する保健所から
必要な書類が郵送されます。)
■問合せ／春日部保健所 048-737-2133

　忘れずに､5月31日(金)の納期限までに納めま
しょう。金融機関･郵便局のほか､コンビニエンス
ストアでも納められます。
※ 自動車税全般に関すること､住所変更･納付書紛
失などの連絡､納税状況の確認などについては､
自動車税コールセンターにご連絡ください。
　自動車税収入額の一部は､「彩の国みどりの基金」
に積み立て､県内のみどりの保全や創出などに活用
させていただいています。

■問合せ／【自動車税】自動車税コールセンター
　 050-3786-1222
　【彩の国みどりの基金】埼玉県環境部みどり自然
　課 048-830-3190

■�対象／①8月～11月にアマチュア文化団体が実
施する文化活動(活動成果の発表など)②7月～26
年3月に文化団体やNPO等が実施する子どもを
対象とした文化芸術の体験教室等③8月～11月
に伝統･郷土芸能団体が実施する伝統･郷土芸能
用具の備品整備､後継者育成等
■�助成金額／①2分の1以内(上限25万円)②③対象
経費の20万円以内
■申込み･問合せ／ 5月1日(水)～22日(水)(消印有
　 効)までに所定の事業計画書(埼玉県ホームページ
又は埼玉県文化振興課(県庁内)で入手)を郵送で
同課 (〒330-9301 さいたま市浦和区高砂3-15-
1 048-830-2887)へ。※詳細は埼玉県文化振
興課へお問い合わせください。希望される方に
は「埼玉県文化振興基金助成事業申請の手引き」
を送付します。

＜その他のお知らせ＞

　主に中小企業で協会けんぽへ加入されているご
本人様とそのご扶養者様は､町の特定健診は受けら
れません。協会けんぽでは､ご本人様は､直接事業所
へご本人様用の申請書をお送りしています。また､
そのご扶養者様の受診券は､２５年度から直接ご自
宅へお送りしています。
　なお､協会けんぽの任意継続保険へご加入されて
いる方は､協会けんぽまでお問い合わせください。
■問合せ／全国健康保険協会(協会けんぽ)埼玉支部
　 048-658-5915

小児慢性特定疾患医療給付の継続申請受付
を開始します

自転車ものれば車のなかまいり
〜５月は自転車マナーアップ強化月間です〜

全国健康保険協会(協会けんぽ)加入者の
特定健診について

5月は自動車税の納期です

平成25年度埼玉県文化振興基金助成事業について
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問合せ／教育文化振興課 990-9011
　　　　企画財政課 991-1815人権 それは 愛

　5月12日は､民生委員･児童委員の日です。
　この日から活動強化週間として､担当地区
の民生委員･児童委員が各家庭を訪問し､PR
カードを配布します。(留守のお宅には､ポス
トに入れさせていただきます。)
　「絆」の大切さを実感した東日本大震災か
ら2年が過ぎました。私達も地域の人々との
つながりを大切にし､より広げようと活動し
ています。お気軽に声をかけてください。
　行政とのパイプ役として､支援に協力して
まいります。　

小鳩だより 問合せ／松伏町民生委員･児童委員協議会広報部会
　　　　福祉健康課社会福祉担当 991-1874

民生委員･児童委員は､いつもそばにいます
〜広げよう､地域に根ざした思いやり〜

PRカード

友　だ　ち
　わたしは､ひまわり組の一年生と友だちになりました。学童にその子が見学に来たときわたしの方を
見て､｢友だちになろう。｣って言っているみたいでした。わたしも､そのとき､同じことを思いました。
　その子は､女の子で､いつもえ顔で､やさしい子です。大声でどなったり､悪口を言ったりしません。
わたしは､そういうところが好きです。だから､わたしはいつも､その子といっしょに遊んでいます。
　学童に帰ると､その子とわたしで､一りん車の練習をしています。わたしは､一りん車はできるけど､
その子はまだ走れません。それで､わたしは教えてあげています。手を持ってあげて､いっしょにすす
めるようにしています。わたしが､教えてあげるとその子は､とてもうれしそうです。その子がうれし
そうにしてくれると､わたしは､教えてあげてよかったと思います。そしてわたしもうれしい気持ちに
なります。
　ときどき､その子と遊んでいるとき､話が通じなくなってしまうことがあります。その子は､鉄ぼうが
じょうずなので､わたしが､｢前まわりをやってみて。｣と言ったのに､ブランコに行って乗り始めてしま
いました。声はきちんと聞こえていたのにブランコに行ってしまいました。しかたがないのでわたし
もブランコのところに行きました。
　話がうまく通じないことがあっても､わたしは気にしないでいっしょに遊びます。どうしてかという
と､わたしは､その子が好きだからです。わたしがその子を好きと思っていると､その子も同じことを
思ってくれるんだと思います。話がうまく通じなくても､気持ちは通じていると思います。これからも､
いろいろ教え合って､仲良くしていきます。いろいろな友だちをわたしから好きになって､友だちをた
くさんつくりたいです。

　今月は｢松伏町小･中学校人権作文集－第12集－｣の作品の中から､小学校4年生の作品を紹介します。

　この人権作文は､児童･生徒のみなさんに､人権や差別について考えていただき､他人の心の痛みがわかる､
差別のない･許さない･見のがさない人になってほしいと願がって作成されています。



Matsubushi Public Information/May.2013/No.528 19

保健センターのお知らせ

小児時間外( 初期救急 )診療
事前に電話で患者さんの状態を伝えてから受診してください。

�(受付時間
午後7時～9時30分)

※�上記以外の診療は､吉川市内の医療機関で実施しています。
��　詳細は小児時間外(初期救急)診療体制についてのお知らせ(保存版)
　又は町ホームページでご確認ください。

5/1(水) 宮里こどもクリニック 991-5010
2(木) 津田医院 993-3111
15(水) 宮里こどもクリニック 991-5010
21(火) ねもとレディースクリニック 991-5216
29(水) 宮里こどもクリニック 991-5010
6/6(木) 津田医院 993-3111

休日当番医�(午前9時～正午)

 電話でご確認の上 ､ 受診してください。
5/3(金) 埼玉筑波病院 内 ･外 992-3151
4(土) 埼玉野村病院 内 ･外 992-0411
5(日) 埼玉筑波病院 内 ･外 992-3151
6(月) 埼玉野村病院 内 ･外 992-0411
12(日) 宮里こどもクリニック 小･内･皮 991-5010
19(日) ふれあい橋クリニック 脳外･内 991-1300
26(日) 宮里医院 内 991-2911
6/2(日) 埼玉筑波病院 内 ･外 992-3151

相談コーナー
相談はそれぞれ専門の方があたります

●こころの相談 (予約が必要です)
日　時／5月20日(月)　午後1時30分～4時
場　所／保健センター
※ 不安･不眠･イライラ等でお困りの方
問合せ／保健センター 992-3490

●栄養相談 (予約が必要です)
日　時／5月8日(水)､6月5日(水)
　　　　いずれも午前9時30分～11時
場　所／保健センター
問合せ／保健センター 992-3170

●健康(育児)相談
日　時／5月8日(水)､6月5日(水)
　　　　いずれも午前9時30分～11時
場　所／保健センター
問合せ／保健センター 992-3170

※乳幼児健診は保健カレンダー (保存版)をご覧ください。

問合せ／保健センター 992-3170･4323

初夏の母親学級が始まります

麻しん風しん予防接種の重点期間です

飲みすぎていませんか？　〜健康まつぶし21計画より〜

　4回目は沐浴体験やお父さんのマタニティ体験もあります。翌年には同窓会を開きます。
　 日時

1回目 　5/14 (火) 13:30～16:00
2回目 　5/21 (火) 10:00～13:00
3回目 　5/28 (火) 13:30～16:00
4回目 　6/  1 (土)   9:30～12:00

　4月～6月は麻しん風しん予防接種の重点期間です。現在､1期(1歳～2歳未満児)､2期(就学前1年前の児)の
方を対象に予防接種を実施中です。麻しんは春季に流行し感染力が強く､症状が重く合併症が怖い病気です。
未接種の方は早めの接種をお勧めします。

■場　所／保健センター
■持ち物／母子健康手帳、筆記具
■費　用／調理材料費350円
■申込み／電話で保健センターへ。　

■お酒の適量の目安�

ビール 日本酒(15度) 焼酎(35度) ワイン ウイスキー
ブランデー

中瓶1本 1合 約0.5合 グラス約2杯 ダブル1杯
500㎖ 180㎖ 80㎖ 200㎖ 60㎖

■肝臓を故障させる原因は？
　ほとんどが､お酒や栄養過多(脂肪
の取りすぎ)です。
　また､健康診断で､γ-GTP､中性
脂肪が高値だった方の多くは､お酒
を常飲しています。
　まずは､お酒の量を減らし､休肝
日を週1～2回設けましょう。
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役場の土･日･祝日及び夜間(午後5時15分〜翌日午前8時
30分)の問合せ／守衛室 �991-1900

●総人口と世帯�(4月1日現在)
　人口／3万944人(前月比90人減)､世帯／1万1,480世帯
　男＝ 1万5,629人､女＝ 1万5,315人
●火災･救急･交通事故�(3月分)�
　火災／5件(11)､救急／ 84件(274)
　交通事故／48件(145)､死者／0人(1)

※�(����)内は1月
からの累計

※この広報紙は目にやさしく読みやすいユニバーサルデザイン(ＵＤ)書体を使用しています。

My Sweet Faces!

◆ 写真･住所･ご両親の氏名とお子さんの氏名
(ふりがな)･生年月日･電話番号･簡単なコメ
ントを添えて､総務課 秘書広報担当までお
申込みください。

●人権･行政相談
日　時／5月7日(火)午後1時～4時
場　所／役場第二庁舎 3階会議室
問合せ／総務課 991-1895
●弁護士による法律相談 (予約が必要です)
日　時／5月17日(金)､27日(月)
　　　　いずれも午後1時30分～4時
　　　　相談予約5月7日(火)から受付
場　所／ふれあいセンター 介護相談室
問合せ／社会福祉協議会 991-2701
●心配ごと相談
日　時／5月17日(金)午後1時30分～4時
場　所／ふれあいセンター 介護相談室
問合せ／社会福祉協議会 991-2701
●教育相談
日　時／月～金曜日(祝日を除く)
　　　　午前9時30分～午後4時30分
場　所／教育相談室(適応指導教室内)
問合せ／適応指導教室 992-2000
●就学相談 (予約が必要です)
日　時／月～金曜日(祝日を除く)
　　　　午前9時～午後5時
場　所／役場第二庁舎 2階教育総務課
問合せ／教育総務課 991-1864

●税理士による税務相談
日　時／5月8日(水)､6月5日(水)
　　　　いずれも午後1時～4時
場　所／役場第二庁舎 3階会議室
問合せ／税務課 991-1833
●消費生活相談
日　時／ 月～木曜日(祝日を除く)
　　　　午前10時～正午､午後1時～4時
場　所／役場第二庁舎 １階消費生活センター
相談方法／来庁又は電話( 991-1854)
問合せ／環境経済課 991-1854

●女性相談･育児相談 (予約が必要です)
日　時／ 月曜日(第1･第3･第5)午前9時30分～
　　　　午後0時30分
　　　　 水曜日(毎週)午後1時～4時　
　　　　 土曜日(第2･第4･第5)午後1時～4時
　　　　※各祝日を除く
場　所／役場内 相談室(保育あります)
問合せ／企画財政課 991-1815
　　　　� 991-1825(水･土曜日のみ)

●人権相談
日　時／月曜日(祝日を除く)午前9時～午後4時
場　所／さいたま地方法務局越谷支局
　　　　(越谷市東越谷)
問合せ／さいたま地方法務局越谷支局
　　　　 048-966-1337
●不動産相談
日　時／5月20日(月) 午前10時～午後3時
場　所／埼玉県宅建協会越谷支部
　　　　(越谷市役所駐車場隣)
問合せ／埼玉県宅建協会越谷支部
　　　　 048-964-7611
ゆずって　ゆずります
ゆ ずって／たから幼稚園(女の子用)制服一式･カ
バン､車いす､小さめの冷蔵庫､ガス台､ポータ
ブルトイレ
ゆ  ずります／三味線､五月人形､電子レンジ
■受付･あっせん／環境経済課 991-1854

※ DV(夫や恋人による暴力)やお急ぎの場合は､上記の
相談日以外も相談をお受けします。

※ 予約はお受けしていません。相談中の場合は､お待
ちいただくことがあります。　

田�口�結�登�くん
［Ｈ23.10.4］

一緒に成長して行こうね
【健一･実穂】　（大字松伏）

た ぐ ち 　 ゆ い と

コメント

※ 平成26年度以降入学児の発育や障がいなどに関する
相談をお受けします。

わが家のエンジェル


