
　＞＞＞情報ストリート
＜県内の催し＞　

　合同説明会は､市町村ごとに設置するブースで､各
市町村の特色や職員の募集状況､勤務状況などにつ
いて､直接人事担当者に話を聞くことができます。
■日時／ 7月17日(水)午後1時～6時(入場は5時)
■ 場所／さいたまスーパーアリーナ コミュニティ
アリーナ(ＪＲ京浜東北線･宇都宮線･高崎線 さい
たま新都心駅下車徒歩すぐ､ＪＲ埼京線 北与野駅
下車徒歩7分)
■費用／無料
■ 問合せ／彩の国さいたま人づくり広域連合 自治
人材開発センター 市町村職員担当
　 048-664-6681
　http://www.hitozukuri.or.jp/navi/event/

＜町の募集＞

　保育士をめざす人！子どもが大好きな人！
子どもたちとのふれあいを通して､保育士の仕事を
体験してみませんか。
■日時／ 8月22日(木)､23日(金)のいずれか1日
　午前9時～午後1時
■場所／町立第一保育所
■ 対象･定員／町内在住･在学の高校生10名(1日5
名)(申込み順)
■ 申込み･問合せ／ 7月10日(水)から松伏町社会福
祉協議会( 991-2701)へ。

＜町内の催し＞　

　
　「ホタル100万匹の夢と感動と緑豊かな自然再生
を通じて次世代に誇れるまちづくり」を目指す「夏
まつり」です。
■ 日時／ 7月6日(土)､7日(日)(雨天中止(小雨決行))
両日とも午後5時30分～8時30分
■場所／まつぶし緑の丘公園
■ 内容／ホタル鑑賞､ミニコンサート､各種模擬店
など
■主催／ＮＰＯ法人松伏公園都市づくり協会
■問合せ／(ホタル担当)横川 勲 090-3103-9057
　(責任者)若盛 正城 991-4865

短冊に願いを書いたり､七夕飾りを作りましょう
　日時／ 7月2日(火)午前9時30分～11時
　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／ 7月10日(水)午前9時30分～11時
　対象･定員／ 0～5歳児･定員なし
色水あそびやシャボン玉あそびをを楽しみましょう
　日時／ 7月17日(水) 午前9時30分～11時
　対象･定員／ 3～5歳児･親子30組
水あそびを体験しましょう
　日時／ 7月25日(木)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
■申込み･問合せ／電話でこどものもり( 991-
　4854)へ。

幼稚園の大きなプールで遊びましょう
　日時／7月29日(月)午前10時～11時30分
　対象･定員／ 2～3歳児･定員10名
■申込み･問合せ／大川戸幼稚園 991-2277

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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埼玉県内市町村職員採用合同説明会

大川戸幼稚園「幼稚園で遊ぼう！」
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募 集

彩の国ボランティア体験
　高校生１日保育士体験募集
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＜町のお知らせ＞

　新築又は増改築された全ての建物について､固定
資産税の評価額を算出するための「家屋調査」を
実施しています。調査日時は事前にお知らせし､町
職員が室内･外の材質等を確認しますのでご協力を
お願いします。
　特に未登記家屋の新築･増築･取り壊しをしたと
きは､税務課までご連絡ください。
■問合せ／税務課 991-1831

　7月8日(月)から､外国人の方についても住民基本
台帳ネットワークシステムの運用が開始され､次の
ようなことができるようになります。
▶他の市区町村でも「住民票」を受け取ることがで
きます。▶町に申請し､「住民基本台帳カード」を
作成することにより､電子申請を利用した一部の行
政手続きができるようになります。
　また､これに伴い､外国人の方の住民票に「住民票
コード」が記載されますので､「住民票コードのお
知らせ」を7月中旬に世帯ごとに送付します。
　詳しくは､送付される通知及び総務省ホームページ
をご覧ください。

■問合せ／住民ほけん課 991-1866

　20歳前の傷病による障害基礎年金を受給されて
いる方は､引き続き年金を受けられるかを確認する
ために､毎年7月に「所得状況届」を提出する必要
があります。
■ 提出方法／ 7月上旬に日本年金機構から「所得状
況届」が送付されますので､必要事項を記入し､7
月末日までに住民ほけん課窓口へ提出してくだ
さい(郵送可)。
　 また､障がい状態の確認が必要な方には診断書の

＜国の募集＞　

■問合せ／自衛隊朝霞地域事務所
　 048-466-4435
　http://www.mod.go.jp/pco/saitama/

＜その他の募集＞　

■日時／ 8月2日(金)､5日(月)､6日(火)(全3回)
　いずれも午後1時30分～3時30分
■場所／松伏高校 実習棟3階情報処理室
■ 対象･定員／ 3･4年生のそろばん未経験者20人
(申込み順)※上記日程をすべて参加し､保護者の
送迎が可能な児童
■費用／無料
■指導員／本校商業科教諭　矢島芳夫
■ 内容／ 2桁～3桁の加減算を暗算で行うことを目
標にそろばんを行います。
■ 持ち物／筆記用具､上履き､そろばん(貸し出しあ
り)
■ 申込み／ 7月26日(金)までに､住所､電話番号､保
護者氏名､児童氏名､性別､学年､学校名を記入し
て､メール又はＦＡＸでお申し込みください。
　 yajima.yoshio.f6@spec.ed.jp
　 048-993-1180
■問合せ／埼玉県立松伏高等学校 992-0121

外国人住民の方も住民基本台帳ネットワー
クシステムの運用が開始されます

障害基礎年金を受けている方の
「所得状況届」の提出について

自衛官募集

家屋調査へのご協力について

お知らせ
募集種目 応募資格 受付期間
一般曹候補生 18歳以上27歳未

満の方 8月1日(木)
～9月6日(金)

自衛官候補生

航空学生 高卒(見込含)
21歳未満の方

防衛大学校
(推薦)

高卒(見込含)
21歳未満の方
※他条件あり 9月5日(木)

～9月9日(月)防衛大学校
(総合選抜)

高卒(見込含)
21歳未満の方

高等工科学校
生徒(推薦)

男子で中卒(見込
み)17歳未満の方
※他条件あり

11月1日(金)
～12月6日(金)

平成25年度松伏高校
「小学生そろばん教室」参加者募集

総務省   外国人住基カード 検索



付いた「所得状況届」が送付されますので､7月
中に医師の診断を受けてから提出してください。
※ 「所得状況届」を7月末日までに提出していただ
けない場合又は所得の状況が確認できない方な
どは､年金の支払いが一時停止されることがあり
ますのでご注意ください。
■問合せ／住民ほけん課 991-1870

　戸籍や住民票の不正取得による､個人情報の不正
利用の防止のため､「本人通知制度」の登録者を受
付しています。
　この制度は､戸籍謄本や住民票の写しなどを代理
人や第三者が請求し､交付した場合､登録した方を
対象に交付の事実を本人に通知する制度です。
■ 対象者／松伏町に住民登録又は､戸籍のある方
■ 登録に必要なもの／本人確認の書類､代理申請の
場合は委任状
■問合せ／住民ほけん課 991-1866

　空き地に雑草が繁茂し､枯れ草が密集していると
害虫､火災､犯罪の発生原因や交通の妨げとなり､周
辺環境を悪くしてしまいます。
　空き地を所有(管理)している方は､定期的に草刈
り等を行い､適正な管理を行ってください。
■問合せ／環境経済課 991-1840

■小中学生のお子さんの保護者の方
　 　小中学生のお子さんの「こども医療費受給資
格証(就学児用)」は､毎年8月に更新します。7月
下旬ごろに､8月からお使いただく新しい受給資
格証を送付します。
　 　ただし､町税等に未納のある方については､通
院医療費を助成できない場合があります。その
場合は､支給停止通知と入院医療費用の受給資格
証を送付します。
■小学校就学前のお子さんの保護者の方
　 　就学前のお子さんの「こども医療費受給資格
証(乳幼児用)」は､認定から6歳の誕生日後の最初

の3月31日までお使いいただけます。
　 　お子さんが就学するときに､就学児用の受給資
格証の交付申請が必要です。(小学校に入学する
年の1月頃に受給資格登録申請書を送付します。)
支給制限はありません。
■問合せ／福祉健康課 991-1876

＜県のお知らせ＞

■日時／ 8月28日(水)午後3時～
■場所／越谷市役所　第二庁舎5階大会議室
■ 内容／越谷都市計画都市計画区域の整備､開発及
び保全の方針の変更▶越谷都市計画区域区分の
変更
■都市計画の変更の構想(原案)の閲覧
　日時／ 7月2日(火)～17日(水) (土･日･祝日を除く)
　　　　午前８時30分～午後５時15分
　場所／ 松伏町まちづくり整備課､越谷市都市計画

課､吉川市都市計画課､埼玉県都市計画課､
埼玉県越谷県土整備事務所

　 ※ 埼玉県都市計画課ホームページでもご覧にな
れます。

■公述(公聴会で意見を述べること)の申し出
　対象／ 松伏町､越谷市及び吉川市に住所を有する

個人及び法人
　提出方法／ 県ホームページ又は町ホームページ

をご覧ください。
　※ 公述の申し出が無い場合､公聴会は中止となり

ます。
■問合せ／埼玉県都市計画課 048-830-5341
　又は松伏町まちづくり整備課 991-1803

＜その他のお知らせ＞

　賞金は､1等･前後賞合わせて5億円！また､2,000
万サマーと同時発売です。
　この宝くじの収益金は､市町村の明るく住みよい
まちづくりに使われます。
　昨年のサマージャンボ宝くじ及び2,000万サマー
の時効は､8月12日(月)です。期限がせまっており
ますので､お忘れなく！
■発売期間／ 7月10日(水)～8月2日(金)
■抽せん日／ 8月13日(火)
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戸籍謄本等の不正取得防止のため
「本人通知制度」に登録しませんか

こども医療費受給資格証の更新について
～小中学生のお子さんの受給資格証の更新時期です～

空き地に雑草が繁茂していませんか？

サマージャンボ宝くじ発売

都市計画に関する公聴会


