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　町内の中学２年生に社会体験を通し
て、広い視野と自尊心を養ってもらう
ため、町内38の事業所で3日間の社会
体験活動を行いました。今年度は、公共
施設関係や製造業、飲食業、接客業など
様々な分野の職業を体験し、仕事の楽
しさや大変さ、社会の一員としての心
構えなど、大切なことを学び学校生活
では体験できない、貴重な3日間を過
ごすことができました。

　ご協力いただいた事業所一覧
吉川松伏消防組合	松伏消防署、金杉郵便局、秀花園、茨城急行自動車（株）	松伏営業所、
たから幼稚園、ゆたか保育園、かしのき保育園、認定こども園	みどりの丘こども園、
認定こども園	こどものもり、第一保育所、松伏小学校、金杉小学校、松伏第二小学校、
特別養護老人ホーム	三戸里園、介護老人保健施設	あすかHOUSE松伏、
介護老人保健施設	なのはなの里、かるがもセンター、グループホーム	みんなの家・松伏、
（株）カンノ、エスビースパイス工業（株）埼玉工場、コーワプラス（株）、
（有）ファミリーモータース、（株）高岡電気工業、（有）そば処	桂、3café、プードル洋菓子店、
カインズホーム	松伏店、(株)いなげや	松伏店、マクドナルド	松伏いなげや店、
セブンイレブン	松伏田島店、割烹	石塚家、ドラッグストア	セキ	新松伏店、
松伏町教育委員会・教育文化振興課、中央公民館・多世代交流学習館・B&G海洋センター、
児童館	ちびっ子らんど、地域子育て支援センター、学校給食センター、まつぶし緑の丘公園

　松伏中学校では、11月12日（火）～14
日（木）に102名、松伏第二中学校では、
11月6日（水）～8日（金）に165名の生徒
が職業体験を行いました。
　今回、広報の取材にご協力いただいた
事業所は、いなげや松伏店、まつぶし緑
の丘公園、割烹	石塚家、たから幼稚園で
す。（写真は左上から時計回り）
　中学生の受け入れにご協力いただいた
事業所の皆さん、ありがとうございました。

中学生社会体験チャレンジ事業

3days CHALLENGE

　ご協力いただいた事業所一覧
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しっかり防犯対策を！

一般家庭ごみ
収集日程

年末年始のお知らせ

役場などの閉庁・休館

　何かと忙しく、慌しくなる年末年始は、各種の犯罪が多発する傾向にあります。
「自分だけ大丈夫」と油断せず、しっかりと防犯対策をして被害に遭わないようにしましょう。

　外出時や就寝時には、
玄関のドアはもちろん、
トイレや浴室などの小窓
などもしっかり施錠しま
しょう。また、ドアや窓の
鍵を２つ以上取り付けた
り、窓に防犯フィルムを
貼るなども空き巣対策に
効果があります。

　年末年始は多くのごみが出されるこ
とが予想されますので、収集時間が通
常とは異なる場合があります。
●その他のごみ
分類種類、収集コースによって異なり
ますので、ごみ収集カレンダー又は町
ホームページでご確認ください。
●粗大ごみ
（申込み：中間処理場☎992-0531）
	持ち込み	年末は12月28日（土）まで、
年始は、令和2年1月5日（日）からです。
	戸別収集	 	年末分は、12月5日（木）～
11日（水）。年始分は、令和2年1月13日
（月）～17日（金）。いずれも土・日曜日
を除く。
※申込みは前日までですが、混雑が予
想されますので、お早めにご予約を。

※この期間に戸籍の届出（出生届、死亡届など）をされる方
は、役場守衛室までお願いします。なお、出生届、死亡届など
届出期間が定められている場合は、その期間に届出をお願
いします。期日が閉庁期間にあたる場合は、1月6日（月）が
届出の期限となります。
■年末年始の閉庁期間中の問合せ
　松伏町役場守衛室　☎991-1900

※	児童館「ちびっ子らんど」、子育て支援センターは8ペー
ジをご覧ください。その他施設の休館日については、各施
設へお問い合わせください。

■主な公共施設の休業期間

役場の窓口は、原則として
12月28日(土)～令和2年1月5日(日)

は、お休みです

（8時までに出してください）

空き巣対策 車上狙い・乗物盗難対策 振り込め詐欺対策

年末最終日 年始開始日

月・木コース 12月30日（月）1月6日（月）

火・金コース 12月31日（火）1月7日（火）

水・土コース 12月28日（土）1月4日（土）

施設名 電話番号 休業期間
中央公民館
（田園ホール・エローラ） ☎992-1321

12月29日(日)～
令和2年
1月3日（金）

Ｂ＆Ｇ海洋センター　 ☎992-1291

多世代交流学習館「メロディー」☎991-2338

まつぶし緑の丘公園管理センター ☎991-1211

ふれあいセンター「かがやき」☎991-2701

保健センター ☎992-3170 12月28日(土)～
令和2年
1月5日（日）北部サービスセンター ☎992-1777

　自動車・自転車・オートバイから離れるとき
は、短時間でも必ず鍵を掛けましょう。
自動車・・・
①エンジンキーを抜いてドアロックをする。
②	車内には現金や貴重品などを置かず、バッグ
なども車外から見えない所に置きましょう。
自転車・オートバイ・・・
①防犯登録をする。
②	通常の鍵のほかにチェーンなどのロックを使
用するなど、複数の鍵でロックしましょう。

　町内で振り込め詐欺の予兆電
話、架空請求のハガキやメール等
の特殊詐欺が多発しています。
①	留守番電話機能等を使い犯人の
電話に出ない。
②	親族をかたっても信じ込まない。
電話で現金の話が出たら疑う。
③	他人に現金やキャッシュカード
を渡さないなど身に覚えのない
ことには注意しましょう。

4 広報まつぶし　2019年12月　No.607

問合せ	総務課	庶務防災担当	☎991-1895

問合せ
環境経済課	生活環境担当	☎991-1839問合せ	総務課	秘書広報担当	☎991-1898



（

下記の登録１１店舗で対象商品を注
文してスタンプをゲットしよう！
参加用紙は各登録店舗に用意している
ので、どの店舗からスタートしてもOK！

10月1日からスタートした「松伏ふるさと
カレースタンプラリー」が12月27日（金）
で終了となります。まだ、スタンプを集め
ている途中の方やこれからスタンプラリー
に参加される方は黄色ののぼりが目印のふ
るさとカレー登録店舗へ行こう！

AKB48　チーム8
埼玉県代表　髙橋彩音

みんな食べてね!

希望賞品によって集めるスタンプ数
が異なるので、色々な店舗をまわって
みよう！（スタンプ５店舗以上で応募
可能）

※おひとり様何口でも応募可能
※当選発表は賞品の発送（１月下旬頃
予定）をもってかえさせていただきます

冬の交通事故防止運動

スタンプラリーに参加するには…

【運動期間】
12月1日（日）～14日（土）
【スローガン】
人も車も自転車も　安心・安全　埼玉県
【町の目標】
自転車の安全利用の推進
　年末は交通事故が多発する時期となり
ますので、安全運転を心掛けてください。

きらめき３Ｈ（トリプルエイチ）運動実施中

交通事故は夕暮れから夜間の時間帯に多く発生する
傾向があります。
日没が早い冬期は特に3Hを心がけましょう。

必要なスタンプ数が集まったら、参加
用紙にある応募者記入欄に必要事項
を記入して、各店舗のスタッフに提出
してください！
（応募者全員にステキな賞品をプレ
ゼント）

そば処　桂
築比地1449-7
☎	992-0487

そば処　司庵
松伏2431-1
☎	992-1266

プードル洋菓子店
ゆめみ野6-1-50
☎992-4911

ホームベーカリー・
チャコス
松伏638
☎991-6760

ブランジェ・アプレ
ゆめみ野4-1-17
☎992-0290

illustrated	by	サワサワ

気まぐれダイニング
松伏　MACHIBUSE
松伏1999-9
☎	972-5656　

鳥久
松伏2473
☎	991-2607

うなぎ料理専門店
川昌
金杉1511-2
☎	992-0123

まるか家
松伏369-6
☎	992-4630

３café
上赤岩864-1
☎	940-3307

きそば　なかだ
ゆめみ野6-17-2
☎	991-6963

早めのライト
（Hayame）

反射材着用
（Hansya）

歩行者保護
（Hokosya）
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問合せ	総務課	庶務防災担当	☎991-1895

問合せ	環境経済課	商工担当	☎991-1854　松伏町商工会	☎992-1771	



　	　

　		

統計調査員募集　～国勢調査2020に向けて～

「第２期松伏町まち・ひと・しご
と創生総合戦略（案）」に関する
ご意見を募集します

公共交通検討会議
『まつぶし公共交通Lab(ラボ)』スタート！
公募研究員を募集します

　町では、人口減少・高齢化に対応するため総
合戦略を平成27年度に策定し、効果的な事業
の推進に努めているところです。
　その総合戦略が今年度に終了することから、
この度「第2期総合戦略（案）」を作成しましたの
で、町民の皆さんのご意見をお聞かせください。
■公開場所
◯	町ホームページ　◯	企画財政課
◯	町役場１階町政情報コーナー
◯	中央公民館図書室　◯	多世代交流学習館図書コーナー
◯	北部サービスセンター　◯	Ｂ＆Ｇ海洋センター
■募集期間　12月16日（月）～令和2年1月15日（水）
■対象　　　町内在住・在勤・在学の方
■ご意見に対する回答　
提出されたご意見等は、町の考え方を付して町
ホームページで公表しますので、特に個別に回答
はしません。また、公表する際、住所・氏名等は記
載しません。

■提出方法　所定の用紙に、必要事項を記入の上、持参、メール、郵送又はＦＡＸで企画財政課へご提出ください。
■問合せ　　松伏町企画財政課　〒３４３－０１９２　松伏町松伏２４２４番地
	 ☎991-1818（直通）　	　			991-7681　　			kizai1020100@town.matsubushi.lg.jp

　町の公共交通をより良いものとするため、将来の公共交
通のあり方について、町民の皆さんと一緒に考えていきたく、
新たな検討会議『まつぶし公共交通Ｌａｂ（ラボ）』を立ち上
げることとなりました。
　私たちと一緒に公共交通について考えてみませんか？
■会議概要
町の公共交通に関して、更に利便性が向上するような方策
についての意見を皆さんで出し合い、まとめていく会議
■募集人数
10名以内（町内在住・在勤・在学の高校生以上の方）
■応募方法
応募用紙に必要事項を記載しご応募ください。
※	応募用紙は、本庁舎２階企画財政課、北部サービスセン
ター、中央公民館、B&G海洋センター、多世代交流学習館
で配布又は町ホームページからダウンロードできます。
■募集期間　１２月２日（月）～２７日（金）
■その他　詳細は町ホームページをご覧ください。
※Lab（ラボ）とは？
英語のLaboratoryの略で、研究室（所）などの意味があります。

　町では国や県が行う様々な統計調査に従事していただく方を募集しています。
シニア世代はもちろん、子育て中で長時間働けない方や休日を有効活用したい方なども大歓迎。
　基本的に一つの調査で調査期間は２か月程度ですが、実際に活動していただくのは数日程度です。
　まずは町の統計調査員として登録を！！

＼シニア世代も大活躍／

統計調査員はどんな仕事をするの？　

【調査員の身分】 調査期間中は非常勤の公務員　【報酬】 調査日数や調査対象などを考慮して支払い
【応募資格】 ①20歳以上75歳未満の方	 ②統計調査員として任務を遂行できる方
	 ③選挙､税務及び警察に直接関係のない方	 ④暴力団員その他の反社会勢力に該当しない方
	 ⑤求めに応じて積極的に各種統計調査に従事でき､かつ､健康な方	

１		町の事務打合せ会（説明会）に出
席する

※	説明会は1～2時間程度。調査方法等の
説明、調査に必要な書類・用品等を配布

３	記入を依頼し、調査票を配布する
※	調査対象の世帯や事業所・企業な
どを個別に訪問し、調査を依頼

５	調査票を点検・整理する
※	町に提出するために調査票や調
査用品等を準備

２	調査対象を確認する
※担当する調査地域と調査
対象の把握

４	調査票を取集する
※各調査対象のもとを再度
訪問し、調査票を受け取る	

６	町に調査票など調査関係書類を提出する
※指定された期日に町の受領会に参加する
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問合せ	総務課	秘書広報担当	☎991-1898



マップーメール

　今年の秋は、日本各地で台風や大雨による被害が多く発生しました。
　町では、災害が発生する恐れがある場合や実際に発生した場合、避難勧告などの避難情報や、避難所の開設
状況などの防災情報を防災行政無線や町ホームページ、事前登録が必要なマップーメールなどでお知らせし
ていますので、情報収集の際にご活用ください。
　また、今回の災害では町民の方々から次のお問い合わせが多くありました。

　　　　　　　　	とは、松伏町のメール配信サービス（登録無料）
です。防災・防犯情報、生活情報、イベント情報など希望する情報を配信
します。

利用するには？
▶携帯電話及びスマートフォンで登録
①	「t-matsubushi-mail@sg-m.jp」に空メールを送る
　また、QRコードを読み取ることができる携帯電話
及びスマートフォンの方は、右記のQRコードで読み
取ると簡単にアクセスできる
※	迷惑メール対策として、ドメイン指定をされている
場合は「@sg-m.jp」からのメールを受信できるように設定をする
②	空メール送信後、仮登録完了のメールが届くので、記載されてい
るアドレスへアクセス
③利用規約を確認の上、「メール配信に同意する」ボタンを押す
④	希望する配信内容（右画像）を選択し「次の画面に進む」ボタンを
押す（複数選択可）
⑤	利用者情報入力（性別、職業、年齢、お住まい）を選択し「次の画面
に進む」ボタンを押す
⑥利用者情報の内容を確認し「入力内容を登録する」ボタンを押す
⑦「本登録完了のお知らせ」メールが届き、登録完了

▶パソコン及びスマートフォンで登録
①次のアドレスへアクセス
　https://service.sugumail.com/matsubushi/member/
②利用規約を確認の上、「同意する」ボタンを押す
③画面の指示に従って入力及び画面遷移し、登録完了

＜配信情報＞

大雨や強風などにより、
防災行政無線が
聞こえにくい、
放送内容
を確認したい	

●テレドーム （☎ 048-990-9012）
内容をもう一度音声で確認できます。

※通話料がかかります。
●マップーメール （事前登録が必要）
町の防災情報などのメール配信サービス
●町のホームページへの掲載

そんな時は・・・

上記の方法で、放送内容を確認
することができます

マップーメール   　を登録しましょう！

町からの情報をメールで
受け取りたいけど、登録
はどうしたらいいの？

困ったわ～
何かいい方法は
ないかしら・・・

空メールとは、件名、本文を
入力しないメールの事です
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問合せ	総務課	秘書広報担当	☎991-1898




