


まつぶしPR大使を委嘱しました

　世界に1冊、あなただけの広報
紙を作成してみませんか。広報ま
つぶしの表紙をいただいた写真に
変更してプレゼントします。
記念すべき日を含む月の広報紙
を、思い出となる写真とともに、
1冊いかがでしょうか。

　令和2年4月1日に「まつぶしPR大使」として、AKB48 チーム8 埼玉県代表の髙橋彩音さんを委嘱しました。
　昨年度に引き続き、今年度で、3年連続のPR大使となる髙橋彩音さんには、今までの経験を活かし、町と
連携し、様々な活動や事業を通して、町の魅力を広く発信し、多くの人に町の魅力をPRしていただけるこ
とを期待しています。

松伏町の皆さんへ
　この度、「まつぶしPR大使」に就任させていただきまし
た、AKB48 チーム8 埼玉県代表 髙橋 彩音です。平成30
年5月の「春の花まつり」で初めて「まつぶしPR大使」に就
任し、今年度もPR大使として継続が決まり、3年連続でこ
のような貴重な機会をいただいたこと、大変光栄です。
　今年も、今まで以上に笑顔と元気、そして町の発展につ
ながるようにお手伝いができればと思っております。
　松伏町の皆さん、改めまして
よろしくお願いします。

まつぶしPR大使を委嘱しました

50TH ANNIVERSARY-MATSUBUSHI-

　第8期松伏町推奨特産品の認定を記念して特
産品フェアを開催します。松伏町商工会特産品
推進委員会がお奨めする逸品が勢ぞろいします。会場で特産品をお買い上げの方又は特産品
フェアのチラシを持参の方、先着200名様（お一人様一つ限り）に粗品をプレゼントします。　また、ステージイベントでは「ペガサス」のライブを予定しています。ぜひご来場ください。

「ペガサス」
元アイドルグループ「whoopee」のギタリスト"たく渡辺"が、サックスプレイヤー・マルタのセッションキーボード"あんぽ弘実"と結成

　田中地区の古利根川堤では、全長1.5kmにわたり、約150本のサクラが一斉に開花します。桜まつり期間中は、ちょうちんを点灯し、夜桜も楽しめます。ぜひご観賞ください。

▶場所　いなげや松伏店駐車場「平成の楽市楽座」開場特設テント

※雨天の場合には「楽市楽座」は中止となりますが、特産品の販売は行います。
問合せ　松伏町商工会　☎992-1771

4月21日(日)9：00～12：00

3月29日（金）～4月7日（日）※�桜の開花状況によって、変更することがあります。

問合せ　環境経済課　商工担当　☎991-1854　松伏町古利根川桜並木保存会（事務局�髙橋）　☎070-5074-0563

▶夜桜観賞（ちょうちん点灯）　開催期間中の18：00〜21：00（雨天中止）
▶臨時駐車場　松伏神社(開催期間中)、松伏町役場(土・日のみ)
▶主催　松伏町古利根川桜並木保存会▶後援　松伏町・松伏町商工会

松伏町
推奨特産品
フェア開催

松伏町制50周年事業

松伏町制50周年事業

古利根川
桜まつり開催

発行日：平成31年4月1日 　編集：総務課  発行：松伏町　※時間は24時間表記です。

〒343-0192　埼玉県北葛飾郡松伏町大字松伏2424番地　TEL 991-1898(直通)　FAX 991-7681 　※松伏町の市外局番は「048」です。

開庁時間：8:30～17:15(土･日曜日及び祝日･年末年始を除く。閉庁時間は守衛室☎991-1900へ）。
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休日証明書等交付窓口4月14日（日）、28日（日）いずれも9:00〜13：00　　場所／役場本庁舎1階�住民ほけん課

証明書等/住民票・印鑑登録証明書・戸籍証明書・パスポート受取り・マイナンバーカード受取り（4月28日（日）は除く）

問合せ/住民ほけん課　☎991-1866（※4月29日〜5月6日は祝日等のため閉庁となりますので、4月28日をご利用ください。）

人口と世帯（3月1日現在） 人口/2万9,458人（前月比33人減）　男/1万4,871人　女/1万4,587人　世帯/1万1,939世帯

2月の災害など 火災/0件（1件）　救急/101件（201件）
交通事故/48件（94件）　死者/0人（0人）※(　)内は1月からの累計

今月の納期限

町税の休日・夜間納税窓口休日 �4月28日(日)�9:00〜16:00夜間 �4月11日(木)�〜20：00場所/役場本庁舎１階 税務課※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

納期限は､5月7日（火）です。納期限内に納付しましょう!・保育料4月分

対象（先着20名程度）
（１） 婚姻届、出生届及び転入届を提出されてか

ら1年以内の町内在住の方
（２）松伏町在住で様々な節目を迎えられた方
申込方法
申請書又は電子メールに必要事項を記入して、
写真データとともに秘書広報担当へ提出又は送
付してください。

問合せ 総務課 秘書広報担当 ☎991-1898 soumu1010100@town.matsubushi.lg.jp

問合せ 総務課 秘書広報担当 ☎ 991-1898

AKB48�チーム8
埼玉県代表　髙橋彩音

記念広報紙 「Anniversary広報まつぶし」
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4月12日(日)に行われた町議会議員選挙で、15名の顔ぶれが決まりました。
今後4年間、町民の声を町政に届け、町の事業や施策の審議にあたる町議会議員を紹介します。

（写真は左上から届出順・氏名、年齢（届出時）、会派）

佐藤 永子（76）
無所属

増田　等（64）
無所属

田口　義博（68）
無所属

福井　和義（73）
無所属

村上真由美（55）
公明党

川上　力（56）
公明党

増田　秀雄（63）
無所属

砂川　清時（61）
無所属

平野　千穂（46）
日本共産党

鈴木　勉（64）
新社会党

吉田　俊一（59）
日本共産党

髙橋　昭男（76）
無所属

松岡　高志（65）
無所属

長谷川真也（51）
無所属

高野　祐大（26）
無所属

町 議 会 議 員 が 決 ま り ま し た

定 数 15名（立候補18名）
投 票 率 32.79 ％
投 票 者 数 7,987人
有 権 者 数 24,356人

開票結果（得票総数・敬称略）
当選の別 氏名 得票総数
当選人 村上真由美（むらかみ　まゆみ）   898
当選人 川上　　力（かわかみ　つとむ） 872      
当選人 増田　　等（ますだ　ひとし） 792.515 
当選人 平野　千穂（ひらの　ちほ） 681      
当選人 増田　秀雄（ますだ　ひでお） 467.484 
当選人 髙橋　昭男（たかはし　あきお） 466      
当選人 佐藤　永子（さとう　えいこ） 451      
当選人 鈴木　　勉（すずき　つとむ） 451      
当選人 砂川　清時（すながわ　きよとき） 446      
当選人 吉田　俊一（よしだ　しゅんいち） 438      
当選人 長谷川真也（はせがわ　しんや） 414      
当選人 田口　義博（たぐち　よしひろ） 336      
当選人 福井　和義（ふくい　かずよし） 276      
当選人 高野　祐大（たかの　まさひろ） 238      
当選人 松岡　高志（まつおか　たかし） 227

荘子　敏一（しょうし　としかず） 222      
堀越　利雄（ほりこし　としお） 199      
安藤　　誠（あんどう　まこと）  22      

計 7,897  
あん分

切捨票数  0.001

無効投票  90      
合計 7,987  

不受理・
持ち帰り 0
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新 型 コ ロ ナ ウ イ ル ス 感 染 拡 大 防 止 対 策 と 相 談

イベント、公共施設の使用等
の実施可否について

納税が困難な方への猶予制度があります

一人ひとりができること 新型コロナウイルスに
関する相談窓口

楽しく歌をうたいながら
20秒手を洗おう！

NO！
３密！！

　４月７日に政府対策本部より埼玉県全域を含む１都１府
５県の地域に対して、「緊急事態宣言」が発令され、埼玉県に
おける緊急事態措置が実施されているところです。
（4月16日 全国に緊急事態宣言が発令）
　町では、同日に松伏町新型コロナウイルス感染症対策本部
を設置し、感染拡大防止や町民の皆様の不安の解消に努めて
まいりました。さらに感染拡大を防止し、役場機能を継続す
るため、役場職員は2交代制の在宅勤務を実施しました。
　町民の皆様におかれましては、非常にご不便をおかけして
おりますが、一日も早く終息できますよう、引き続き日常的
な感染予防を徹底していただきますよう、ご理解・ご協力の
程よろしくお願いいたします。

　新型コロナウイルス感染症に納税者やご家族がり患した場合
や、新型コロナウイルス感染症の影響で収入が減少した等の事
情により、町税を納付することが困難となってしまった方は、猶
予制度がありますので、税務課徴収担当までご相談ください。
※猶予制度対象の関連記事P.8軽自動車税（種別割）、P.14固定資産税

　新型コロナウイルスに感染しないようにするために、まず
は、一般的な感染症対策や健康管理を心がけてください。症状
が出ない潜伏期でも感染する場合があります。
　「うつらない、うつさない」ためにも、みんなでがんばりま
しょう。

◆石けんを使って
　こまめに手を洗いましょう
　 外出先からの帰宅時や
　調理の前後、食事前など
　こまめに手を洗いましょう。

◆ ほかの人にうつさないために
　咳エチケットに気を付けましょう
　 マスクを着用し、とっさの時は袖や
　上着の内側で覆いましょう。

◆3つの「密」を避けましょう
　1.換気の悪い 密閉空間
　2.多数が集まる 密集場所
　3.間近で会話や発声をする 密接場面

コロナウイルス感染症に関する一般的な
相談のほか、感染が疑われる場合には専
門外来を紹介します
聴覚に障がいのある方をはじめ、電話で
の相談が難しい方は、ファックスをご利
用ください。相談票は埼玉県のホーム
ページでダウンロード可。
FAX 048-830-4808

新型コロナウイルス感染症
県民サポートセンター　
＜24時間受付＞　☎0570-783-770

帰国者・接触者相談センター
（春日部保健所）☎048-737-2133

　新型コロナウイルスの感染拡大防止のた
め、掲載イベント・講座等について中止、公
共施設の休所・休館又は使用制限の措置を
取らせていただく場合があります。

問合せ 税務課 ☎991-1835

　 クラスター(集団)の発生を防止することが重要です。日頃の
生活の中で3つの「密」が重ならないよう工夫しましょう。

◆ソーシャルディスタンスの確保
　人と人との間隔は、2メートル程度取りましょう。

次の症状があり、新型コロナウイルス感
染症が疑われる人の相談
・風邪の症状や37.5℃以上の発熱が4日
以上続いている(高齢者や基礎疾患など
がある人は2日程度続く場合)。
※解熱剤を飲み続けなければならない方
も同様です。
・強いだるさ(倦怠感)や息苦しさ(呼吸困
難)がある

開催見合わせが決定しているイベント等
・ゴールデンウィークパーク（5/2～6）
・行政説明会（5/14）
・春の花まつり（5/16）
・江戸川クリーン大作戦（5/31）

　最新の情報につきましては、順次町
ホームページ等でお知らせをしますの
で、ご理解・ご協力のほど、よろしくお願
いします。
　また、町ホームページ等で確認が取れ
ない場合は、各開催元や各担当へお問い
合わせください。
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〇新型コロナウイルスに関する事業者向け相談窓口（松伏町商工会）
中小企業・小規模事業者支援相談窓口
　新型コロナウイルスの流行により影響を受ける又は、その恐れがある中小企業・小規模事業者を対象に

「相談窓口」を設置しています。
【相談窓口】松伏町商工会 ☎048-992-1771
〇新型コロナウイルスの影響を受けている中小企業者への金融支援について（埼玉県） 
　県では、売上が減少している又は減少が見込まれる中小企業者向けに、「経営あんしん資金」や「経営安定
資金（大臣指定等貸付・特定業種関連）」等の制度融資を設けています。これらは新型コロナウイルスの影響
による場合でもご利用いただけます。また、県では、新型コロナウイルスの影響を受けている企業の皆さん
からの制度融資に関する相談を受け付けています。

【相談窓口】 産業労働部 金融課 企画・制度融資担当 ☎048-830-3801
〇新型コロナウイルスに関する中小企業への支援策について（経済産業省・中小企業庁）
　新型コロナウイルス感染症の影響を受ける事業者の皆さんへ向けた支援策パンフレット等が掲載されて
います。詳細については、経済産業省又は中小企業庁のホームページをご覧ください。
その他ご不明な点等ございましたら、町ホームページをご確認いただくか、環境経済課までお問合せください。

　新型コロナウイルスから身を守る方法や他人に
うつさないために心がけることをわかりやすく紹
介する動画を公開しています。マスクがない場合
に、自作する方法も紹介しています。

ハンカチを横半分に3回折って、1/8の幅に

幅3等分の位置に
ヘアゴムを左右に通す

端と端がうまく重なり合うように
間に入れ込む

用意するものは、
ハンカチ

（50cmX50cm）と
ヘアゴム
（2本）

外出を控えて、長い時間を自宅で過
ごしている方へ、自分で行う運動や
体操、健康状態の確認など相談を受
け付けます。

月・火・水・金・土（祝日は休み）
10時〜12時、15時〜17時

介護老人保健施設
あすかHOUSE松伏  ☎992-2101

新型コロナウイルス感染症の影響を受ける事業者の皆さんへ

①

④

②

⑤

③

⑥

一人暮らし高齢者向け
運動健康相談ダイヤル

もっと知りたい方はこちら!

問合せ 環境経済課 ☎991-1854

〇 やってみよう！
　新型コロナウイルス感染症対策
　みんなでできること
(文部科学省ホームページ

「子供の学び応援サイト」内）
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5 月 1 日 か ら
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【集団検診】
… 胃がん・大腸がん・肺がん（結核）・前立腺がん・肝炎ウイル

ス同日実施
▶対象　 ①40歳以上75歳未満の町民の方 
 ② 前立腺がんは60歳（昭和35年4月2日～昭和36

年4月1日生）、65歳（昭和30年4月2日～昭和31
年4月1日生）の男性の方に限ります

 ③ 肝炎ウイルス検診は、過去に検査を受けたこと
がない方のみ受けることができます。

▶会場及び日程、申込み　未定
☎992-3170/992‐4323/992-3100（受付時間：8:30～17:15）
初日は大変混み合い電話がつながりにくくなります。
※ 特定健診の受診券をお持ちの方は、同封のハガキのみで

のお申込みになります。
※ 75歳以上で集団検診を希望する方は、11月の後期高齢

者のがん検診（肺・大腸がん）での受診となります。（案内
は９月末頃予定）。75歳以上の胃がん検診は、個別検診の
みとなります。

各検診の会場及び日程、申込みについては現在未定です。

【個別検診】・・・胃がん・大腸がん
▶対象　40歳以上の町民の方

ご自身の健康管理のために特定健康診
査を受診しましょう！
▶対象　①松伏町国民健康保険加入者
･･･4月1日及び受診日における被保険
者で、40歳以上の方
②生活保護受給者･･･40歳以上の方
事前に保健センターへお申し込みくだ
さい。
▶受診方法　対象者には、案内通知及
び受診券を個別に郵送します。検診の
詳細については、案内通知をご覧くだ
さい。（発送時期未定）

※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。）

【指定医療機関】
・埼玉あすか松伏病院
・埼玉筑波病院
・岡村クリニック
・津田医院
・ふれあい橋クリニック
・ねもとレディースクリニック
・宮里医院・宮里クリニック
・宮里こどもクリニック

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 400円

肺がん 胸部Ｘ線検査 500円
喀痰（該当者のみ） 700円

前立腺がん 採血（PSA検査）（該当者のみ） 400円

肝炎ウイルス 血液検査（採血）、肝炎ウイルス
（Ｂ・Ｃ型）の感染の有無 500円

項目 内容 自己負担金 日程 指定医療機関及び受診方法

胃がん 胃部Ｘ線検
査 3,300円

未定

埼玉筑波病院又は埼玉
あすか松伏病院へ予約

大腸
がん 便潜血反応 900円

指定医療機関はページ左
記参照。事前に医療機関
から採便容器を受け取り
検診日に提出。

肝炎
ウイルス

血 液 検 査（ 採
血）、肝炎ウイ
ルス（Ｂ・Ｃ型）
の感染の有無

1,200円
保健センターへ事前
に申込みの上、ペー
ジ左記の指定医療機
関へ

※ 後期高齢者医療制度加
入者の健康診査は11
月に実施する予定で
す。（対象者には9月下
旬に案内通知を郵送し
ます。）

問合せ 住民ほけん課 国保年金担当
☎991-1868

問合せ 保健センター ☎992-3170・4323

国民健康保険加入者
の特定健康診査に
ついて

がん検診及び肝炎ウイルス
検診についてがん検診及び国民健康保険の特

定健康診査については、新型コ
ロナウイルス感染拡大防止のた
め、実施時期や受診方法は現在
未定です。決定次第、広報及び
町ホームページでお知らせしま
す。
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統計調査員募集　～国勢調査2020に向けて～

　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です。
　今年度は、日本国内に住むすべての人と世帯を対象とした5年に1度の大調査である国勢調査が実施されます。
　下記の調査業務にご理解と誠意を持って携わっていただける方、ぜひお力を貸してください。
　まずは町の統計調査員として登録をお願いします。

＼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 

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。
調査方法等の説明を聞き、調査に
必要な書類・用品等を受け取る。

調査について簡単な説明
と調査依頼を配布する
 調査対象の世帯や事業所・
企業 などを個別に訪問
し、調査を依頼する

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す
る

調査対象を確認する
担当する調査地域と
調査対象の把握する

調査票を回収する
各調査対象のもとを
再度訪問し、調査票を
受け取る 

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

　「松伏町食品ロス削減レシピ」は“ムダ”なく、
“手軽”に作れるレシピを紹介しています。
　食品ロスの削減にぜひご活用ください。
詳しくは、環境経済課へお問い合わせください。ま
た、町ホームページでもご覧になれますので、併せ
てご利用ください。

　町の地形の成り立ち・地質災害・気象災害・土地
利用の変遷などについてまとめた成果が『松伏町
史　自然編　地形・地質・気象』という１冊の本に
なり、発売します。ぜひお買い求めください。
発売開始日 ５月11日（月） 9:00〜
販売場所 教育文化振興課
価格 4,000円

金杉台地の関東ローム層露出部分
石油・天然ガス探査作業風景

（昭和38年内前野地区）

【配布場所】
環境経済課及び
町内の各公共施設窓口

①  

③  

⑤  

②  

④  

⑥  

問合せ 教育文化振興課 社会教育担当 ☎991-1873 問合せ 環境経済課 生活環境担当 ☎991-1839

『松伏町史 自然編
 地形・地質・気象』発刊

エコチャレンジ !!
松伏町食品ロス削減レシピ
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問合せ 総務課 秘書広報担当 ☎991-1898



	 						

　軽自動車税（種別割）納税通知書を送付します。納期限内であれ
ば、金融機関のほか、お近くのコンビニエンスストア等でも納める
ことができます。
※納税が困難な方への猶予制度があります。
※「軽自動車税」は令和元年10月1日の法改正により、「軽自動車税

（種別割）」に名称が変更となっています。
障がいを有する方の軽自動車税（種別割）の減免について
　次の内容に該当する場合、申請をすることにより軽自動車税（種別
割）の減免を受けることができます。減免申請は、毎年度必要です。ま
た、納付後の減免申請は受付できませんので、ご注意ください。
＜減免の対象となる車両と障がいの程度＞
１減免の対象となる車両

（障がいを有する方1人につき、普通自動車を含め1台のみ対象です。）
　・障がいを有する方本人（納税義務者）の所有する車両
　・ 障がいを有する方と生計を同一にする方（納税義務者）の所有する車両
２障がいの程度

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、精神障害者保健福祉
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納税義務者の個人番号
カード又は個人番号通知カード　⑤納税通知書
申請期限　5月25日（月）※申請期限を過ぎると減免申請を受付で
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。

【対象者】町内在住の65歳以上の
方で、原則として1コース全8回を
毎回通える方

【費用】無料
【持ち物】③・④会場の方は椅子の
下に敷くタオル、 ①・⑤・⑥・⑦会
場の方は履物

【申請】５月７日(木)から５月15日
(金)までに、電話(☎991-1882)又
はいきいき福祉課窓口へ。
※申請できる会場は１つまで。申
込み順ではなく、応募期間終了後
に定員を上回った会場は抽選。

【抽選日】５月18日(月)※ご希望の
会場で受講できない方のみ、電話
でご連絡します。

番号 会場 時間 定員

① まつぶし緑
の丘公園 9:30～11:30 20

② 役場本庁舎2階
201会議室 13:30～15:30 20

③ 松伏会館 9:30～11:30    20

④ 三栄会館 13:30～15:30 20

６月3日・10日・17日・24日
 7月1日・ 8日・15日・22日
いずれも水曜日

番号 会場 時間 定員

⑤ 農村トレーニ
ングセンター 9:30～11:30 20

⑥ 多世代交流学習
館メロディー 13:30～15:30 20

⑦ 赤岩農村
センター 13:30～15:30 20

6月2日・9日・16日・23日・30日
7月7日・14日・21日
いずれも火曜日

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
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
脳病変による運動機能

上肢 １級、２級
移動 １級～６級

心臓機能 １級、３級
じん臓機能 １級、３級
呼吸器機能 １級、３級
ぼうこう又は直腸機能 １級、３級
小腸機能 １級、３級
ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能 １級～３級
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。

問合せ
いきいき福祉課 高齢介護担当
☎991-1882

問合せ 税務課 町民税担当 ☎991-1833

介護予防事業
いきいき健康体操教室

参加者募集

納期限 6月1日（月）
軽自動車税（種別割）納税通知書の送付及
び障がいを有する方の減免について
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人権それは愛♥

4か月児 （令和 2年1月生） 27日（水）
9か月児 （令和元年6、7月生まれ） 13日(水)
1歳８か月児 （平成30年9月生） 18日（月）
３歳４か月児 （平成29年1月生） 20日（水）
※9か月児健診では、歯ブラシをプレゼント
※1歳8か月児・3歳4か月児健診では、希望者に
フッ素塗布を行います。（受付 13:15～14:00）
※対象の方には通知を送付しています。

場保健センター　持母子健康手帳、筆記具
費400円（調理材料費）　申電話で保健センターへ。

5月22日（金）10：00～11：30　定員8名

5月11日（月）9：15～16：00
不安・不眠・イライラ等でお困りの方

5月13日（水）9：00～11：00
子どもから大人まで栄養に関すること

5月13日（水）、6月3日（水）9：30～11：00
健康相談：血圧測定、尿検査、生活習慣病予防に関すること
育児相談：身長、体重の測定、育児の悩みに関すること

　Helloベビー教室とは、妊婦さんの日常の過ご
し方・お産の心構え・赤ちゃんの育て方など、基礎
的なことを学びながらママの友達づくりができる
教室です。翌年には同窓会もあります。
　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。

＜日程＞1回目　5/11（月）13:30～16:00
 2回目　5/19（火）10:00～13:00
 3回目　5/25（月）13:30～16:00
 4回目　5/30（土）9:30～12:00

日5日19日(火)９：30～11：00
場まつぶし緑の丘公園（レクチャーホールに集合）
申保健センターにて参加登録が必要です。
費無料（ポール貸出しを希望する方は、保健セン
ターにお申し込みください。）
定50名（各回ごとの申込み順）

気軽にノルディックウォーキング

松伏町大字松伏428　☎992-3170・4323
保健センターからのお知らせ

乳幼児健診　5月

初夏のHello  ベビー教室

離乳食講習会　中期・後期（要予約）

　 ☎992-3490こころの相談　(要予約)

　 ☎992-3170栄養相談　(要予約)

　 ☎992-3170健康（育児）相談

無 料 相 談

麻しん風しん
予防接種の
重点期間です

　ぼくの家には、おじいちゃんとおばあちゃんがいます。おばあ
ちゃんは足がふ自由で、おじいちゃんは手がふ自由です。だけ
ど、おばあちゃんとおじいちゃんはすごいな、と思うところがたく
さんあります。なぜかというと、おばあちゃんはおじいちゃんの面
どうもみるし、ぼくの遊びにもつき合ってくれるからです。それに
おじいちゃんは、畑の作もつを育ててくれるし、お買い物に行っ
たときにぼくに重たいジュースをおみやげに買ってきてくれたり
するからです。そんな二人が、ぼくは大好きです。
　だから、ぼくもおばあちゃんとおじいちゃんのためにできるこ
とをしたいな、と思いました。例えば、足がふ自由なおばあちゃ
んのために、立ち上がる時にささえてあげたり、お買い物にいっ
しょに行った時にかたをかしたりしたいです。手のふ自由なおじ
いちゃんのためには、畑に水をやったり野さいのしゅうかくを進
んで手伝ったりしたいです。そうしたら、二人はきっとよろこんで
くれると思います。もっとたよりにしてもらえるようにできること
を進んでやりたいです。

　おばあちゃんとおじいちゃんだけではなく、ほかにもこまっ
ている人がぼくのまわりにはいるかもしれません。もし、目が
ふ自由な人がいたら、やさしく声をかけて信号をいっしょにわ
たったり、道を教えてあげたりしたいです。もし、お年よりや体
がふ自由な人がこまっていたら、声をかけて車道を走っている
車に「止まれ」の合図を出してあげたり、歩くときにかたをか
してにもつを持ってあげたりしたいです。
　このようなことを考えていたら、こまっている人のために
もっとたくさんのことができるのではないかと思いました。そ
れは、手だすけをすることだけではないです。お年よりが楽し
くすごせるようにお話しをしたり、耳のふ自由な人のために手
話をおぼえたり、体のふ自由な人がするスポーツをいっしょに
やったりすることです。
　ぼくはこの先、ぼくのおじいちゃんもおばあちゃんも、その
ほかのこまっている人たちみんなが、楽しくいっしょにすごせ
るようにたくさんきょう力をしていきたいと思います。

人権作文集～こころ～　より
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こまっている人のために出来ること

問合せ 教育文化振興課 ☎991-1873 企画財政課 ☎991-1815



松葉1-6-3　☎993-0202
休館日/5月6日(水·祝)まで
開館時間/9:30～18:00
http://matubusijidoukan.com/

松伏2428-1　☎990-9010
開所日/月～金曜日(祝日を除く)　
開所時間/10:00～15:00
休所日/5月6日(水·祝)まで

ベビーマッサージ① 講師：荻野　裕佳里
5/26(火)10：30〜11：30
対２か月頃～　定12組　費無料

体を使って遊ぼう 講師：加藤　啓子
5/11(月)10：30〜11：30
対２歳以上の親子　定15組　費無料

◆アート教室◆
　マンガ家になっちゃおう☆
6/7(日)10：00〜11：40　
内 プロのマンガ家がマンガのコツを教えま
す。話の作り方を学び、オリジナル４コママ
ンガをかこう
対小学生以上（中高生も大歓迎）
定15名（申込順）
費100円（材料代）
申5/2︵土︶9：30～︵電話申込み可︶

5/12(火)10：00〜12：00（入退室自由）
外前野記念会館「ハーモニー」2階集会室
お外の遊具でお友達と遊んだり、工作をした
り、自由に楽しく過ごしています。スタッフ
による絵本の読み聞かせや手遊びの紹介もあ
ります。気軽に遊びにきませんか？
対町内在住の親子（未就園児）　費無料
問松伏町地域子育て支援センター

☎990-9010

築比地674-2
(農村トレーニングセンター)
☎080-5179-1866
開所日/月・水・金曜日(祝日も開所)
開所時間/10:00～15:00
休所日/5月6日(水·祝)まで

子育て世代の家計管理 講師：逆井　芳子
6/30(火)10：15〜11：45
対未就学児の保護者　定10名　費無料

先輩ママに聞いてみよう 
6/17(水)10：10〜11：45
対未就園児の保護者　定10名　費無料

※各子育て支援センターの講座の申込みは、
開催日1か月前の9時より受け付けます。
申込開始日が、開所日以外の場合、その翌日と
なります。（申込み順）
※松伏町地域子育て支援センターの講座のみ
メールでの申込みも受け付けています。

mtbs_kosodate2525@yahoo.co.jp
※会場は、各子育て支援センターです。
講座受講の際、同室託児あります。

KID’S 

INFORMATION

◆ドレミクラブ◆
　きれいな音色のトーンチャイムをお友達と
一緒に奏でませんか？
６月から12月まで（全12回）
10:00〜11:15
対小学生
定14名（申込み順）
費200円（資料代含む）
申５月17日(日)まで(電話申込み可）
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親 子 サ ロ ン

松伏2428-1　☎990-9010松伏町地域子育て支援センター

築比地674-2北部地域子育て支援センター

松葉1-6-3　☎993-0202
児 童 館 ち び っ 子 ら ん ど



施設名 イベント名 日時 その他

たから幼稚園
申・問

☎991-2828

園庭開放　大型遊具で遊びましょう
5/8(金)、15（金）、
20（水）、22（金）、27（水）、
29（金）15:00〜16:00

対親子でどなたでも

たから親子教室
“にこにこクラブ” 【要予約】

5/18(月)10:00〜11：10
（9：45受付） 対1〜2歳児

認定こども園
みどりの丘
こども園

申・問
☎991-2277

園庭開放 5/20(水)10：00〜11：50 対未就園児親子

小麦粉粘土を作ろう！【要予約】
※アレルギーのある方はご遠慮ください 5/27(水)10：00〜11：50 対未就園児親子

7月から緊急サポート事業が始まります。前日、当日など急な子どもの預りや送迎、宿泊を伴う子ど
もの預り等を会員同士の地域の助け合いの中で行う活動です。
こんな時ご相談ください。
　・子どもが発熱！でも仕事が休めない。
　・ 寝不足等で具合が悪くて休みたい！子どものお世話をお願いしたい。
　・遠くへ出張。子どもを泊りで預かってもらいたい。
　・ いつも子どもの世話を頼んでいる人が都合で急に頼めなくなった。
　・急な用事で出かけたい　など

★サポート会員募集！★
単発の依頼が中心です。空いた時間でお手
伝いください。
安心して活動を始められるように
保育の事などの講習を受けて頂きます。

◎松伏町サポート会員講習会◎
日時： 5月27日(水) 

6月3日(水)、11日(木)、18日(木)
 9:30 ～ 16:30(昼休憩1時間)
会場：役場第二庁舎3階会議室
内容： 緊急サポートの活動、昨今の子育て

事情、子どもの世話　など
※上記日程でご都合の合わない場合は越谷
市、春日部市など近隣で行う講習に振り替
える事ができます。
※保育士等の資格をお持ちの方は免除でき
る内容もあります。

　　　　左記までお問い合わせください

前日、当日の急な子どもの預りや送迎、
宿泊を伴う子どもの預り、緊急サポート事業が始まります

7月開始

　　　　左記までお問い合わせください

 その時々で対応できる方をお探しします。まずは
お電話でご相談ください。
▶ 対象児童年齢 0歳～小学6年生（原則）
▶預 り 場 所  利用会員宅、サポート会員宅、他ご

相談ください。
▶保 険 加 入  ＮＰＯ保険加入（賠償責任・傷害保

険）
▶保 育 謝 金 基本時間(8時～20時)1,000円/時
 時間外1,200円/時
 宿泊(18時～翌日9時)一泊10,000円
※ ご利用には登録が必要です。登録はネット·電話

でできます。
https://matsubushi.mamagoto.com/(事前登録受付中)
︻問合せ・講習の申込み先】
緊急サポートセンター埼玉　TEL048-297-2903
依頼受付時間　7：00～20：00
土日祝日可（年末年始12/29～1/3休み）
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▲空とぶこいのぼり　▲ あるくどうぶつ

・フラワーショップの亡霊
 斉藤　洋　作
・絶対聖域 新堂　冬樹　著
・ウソつきないきもの図鑑
 来栖　美憂　著

・綴る女　評伝・宮尾登美子
 林　真理子　著
・そのとき、どうする？
 甘中　繁雄　監修
・グレタと立ち上がろう
ヴァレンティナ・ジャンネッラ　著

休館日： 1日(金)〜7日(木)・11日
(月)・18日(月)・25日(月)

図書貸出休止日　上記休館日

生 涯 ス ポ ー ツ
生 涯 学 習

おはなしランド
日5月9日･23日
いずれも土曜日　14:00～15:00
場1階ホール　費無料。直接会場へ。

父の日プレゼント講習会
感謝の気持ちを込めて、革でキー
ホルダーを作ってプレゼントしま
しょう。
日６月20日（土）9：30～11：30
場２階研修室
対15名　費600円　持筆記用具
申・問5月30日（土）9時から多世代
交流学習館へ（電話申込み可）。

トレーニング講習会（要予約）
日5月24日(日)13:30～1時間程度
場2階トレーニンングルーム
内 エアロバイク・多目的マシーン
の使用方法（要予約）　費無料
対・定16歳以上の方10名(申込み順)
申・問 5月20日(水)までにＢ＆Ｇ
海洋センターへ（電話、代理人によ
る申込み不可）。

気楽に遊び体
日5月9日(土)9:00～11:00
場１階アリーナ　
対どなたでも(１人でも可)。
持運動のできる服装、体育館シューズ

【今月の種目】さいかつぼーる、ミ
ニテニス、吹き矢（スポーツ）ほか。

【主催・指導】松伏町スポーツ推進
委員
問Ｂ＆Ｇ海洋センター

作って遊ぼう
日・内5月9日「空とぶこいのぼり」
5月23日「あるくどうぶつ」
いずれも土曜日 15:00～15:30
場1階ホール　費無料。直接会場へ。

①大人の消しゴムはんこ教室
桜、藤、あじさいなどの花のはんこ
を彫ります。
日5月21日（木）9：30～11：30
持筆記用具
②大人の落款作り教室
消しゴムを使って、オリジナルの
落款を作ります。
日5月28日（木）9：30～11：30
持筆記用具、落款の下書き

※①、②共通
場２階多世代ホール
対・定各一般15名（申込み順）
費各500円　
申・問①②とも５月８日（金）
９時から多世代交流学習館へ（電
話申込み可）。

休館日： 1日(金)〜7日(木)・11日
(月)・18日(月)・25日(月)

13日(水)は設備点検のため臨時休館
図書貸出休止日　上記休館日・
19日(火)

　　　

休館日：� 1日(金)〜7日(木)･
 11日(月)・13日(水)･
 18日(月)･25日(月)

①健康ヨガ（9:50〜）
日5/10、17、24 いずれも日曜日
②バランスボール教室（11:00〜）
日5/12、19、26 いずれも火曜日
③エンジョイダンス（10:00〜）
日5/20、27 いずれも水曜日
④絵手紙教室（10:00〜）
日5/14、28 いずれも木曜日
⑤ケンコー吹き矢（13:30〜）
日5/22（金）
⑥健康体操教室（11:00〜）
日5/15、22、29 いずれも金曜日
⑦ピラティス教室
日5/16（土）
11:00～女性専用
12:00～男性又はご夫婦クラス
⑧体幹トレーニング（11:00〜）
日5/30（土）

総合型地域スポーツクラブ
｢マッピー松伏」

場Ｂ＆Ｇ海洋センター
対16歳以上の方
費300円(保険代など)。マッピーメン
バーシップカードの割引適用あり。

多世代交流学習館 メロディー
☎991-2338

今月の新着図書

今月の新着図書

中央公民館
☎992-1321

Ｂ＆Ｇ海洋センター
☎992-1291
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マッピー軟式庭球部
日5/13、20、27いずれも水曜日 
11:00～13:00
場松伏記念公園テニスコート
対60歳以上の男性
費300円(保険代など)。マッピーメン
バーシップカードの割引適用あり。
こどもパラスポーツ教室
日5/30（土） 9:00～
場B&G海洋センター
対 小中学生、障がいのある方も
参加できます
費無料

サークルマップーへの
掲載希望団体募集

まつぶし出前講座「町民編」
町民講師を募集

申実施日に開催会場で直接申込み
問Ｂ＆Ｇ海洋センター

　サークルマップーとは、町内に
ある公共施設を利用し、定期的に
文化・芸術・スポーツなどのサーク
ル活動を行っている団体を紹介
した冊子です。この冊子は、「もっ
と人数が多ければ」、「新しい人は
いってこないかな」と思っている
団体には、「募集冊子」になり、「何
かやりたいけど、どんなサークル
があるのかな？」と思っている方
には「情報冊子」にもなります。
　ぜひ、多くの方が活用できるよ
う、より多くの団体の申込をお待
ちしております。
対 町内の公共施設を利用し、町民
が主体となって活動している団体
申 各公共施設にある「サークル
マップー掲載申込書」に必要事項
を記入の上、5月29日(金)までに
教育文化振興課に郵送又はFAX。
問教育文化振興課

　まつぶし出前講座とは、町民の
皆さまの自主的な学習の場です。
町民が講師となり実施する「町民
編」と、町職員が講師となり実施す
る「役場編」があります。
　皆さんの活動や経験、特技など
の得意分野を活かす絶好の機会で
す！ボランティア講師として活躍
しませんか？

【講師登録対象者】
町内に在住、在勤、在学する方

【報酬】
ボランティア講師として活動する
ため、無報酬となります。

【講座内容】
ご自身の知識や得意分野を活かす
講座を実施するものです。
申・問教育文化振興課

水道図画コンクール作品募集

　第62回水道週間(6月1日(月)～
7日(日))に併せて、水・水道をテー
マにした図画作品を募集します。
対松伏町・越谷市在住の小・中学生

（応募者には記念品を贈呈）
優秀作品は全国コンクールに出
品。イオンレイクタウンkazeにて
表彰及び展示予定。
申 5月8日(金)必着。作品裏面に住
所、氏名、電話番号、学校名、学年を
記載して郵送又は持ち込み。
※画用紙サイズ4切～8切。
　一人一点。
問 越谷・松伏水道企業団総務課庶
務担当☎048-971-7903
埼玉県越谷市越ヶ谷3-5-22

＜町の募集＞
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建物の適正管理をお願いします

　空家の管理を怠ると、倒壊等の
危険、環境の悪化、犯罪等の誘発な
ど、様々な問題が生じるおそれが
ありますので、適正な管理をお願
いします。
草木の剪定、伐採をお願いしたい
建物の状態を維持し、周辺に迷惑
をかけないためには、定期的な手
入れが必要です。見回り･除草･樹
木の剪定･伐採･小修繕などの作業
を代行します。
詳しくは 「（公社）松伏町シルバー
人材センター」にお問い合わせく
ださい。☎992-4333
リフォーム・解体したいが資金がない
町と協定を締結している金融機関
が資金面からサポートします。詳
しくは各金融機関にお問い合わせ
ください。
埼玉りそな銀行 
南越谷住宅ローンご相談プラザ
☎048-988-8831
武蔵野銀行 松伏支店
☎992-1211
城北信用金庫
ソリューション事業部
☎03-3913-1149

＜町のお知らせ＞

お　知　ら　せ

建物を売りたい・貸したい
建物を使わないと傷みが進行し、
売却や賃貸が困難になります。建
物が傷まないうちに専門家に相談
しましょう。
詳しくは各協会にお問い合わせく
ださい。

（公社）埼玉県宅地建物取引業協会
越谷支部
☎048-964-7611

（公社）全日本不動産協会　埼玉県
本部　県東支部
☎048-949-6881

教育文化振興課
☎991-1873
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交通指導員の登録受付

欠員地区の民生委員・児童委員
が決まりました

防災行政無線などを用いた
Ｊアラートの試験放送を実施

　町では交通指導員として働きた
い方の登録を随時受け付けていま
す。子どもたちの安全のため働い
てみませんか。
対20歳以上70歳未満の方
内【採用】交通指導員に欠員が生じ
た場合、適宜、登録者の中から選考
します（その際は履歴書を持参い
ただき、面接を行います）。

【職務】登校時の立哨指導（原則、平
日の7時頃から１時間程度）、交通
安全啓発活動、交通安全教室、町の

　新たに3名の方が厚生労働大臣
から委嘱を受けました。任期は、令
和2年4月1日から令和4年11月
30日までです。民生委員・児童委
員は、地域を見守り、住民の身近な
相談相手、住民と行政とのつなぎ
役として、誰もが安心して生活で
きる地域づくりのために活動して
います。

 敬称略・順不同
※担当地区は、住居表示や自治会
名等、概ねの表示となっています。
また、現在欠員となっている地区
があります。何かお困りのことが
ありましたら、いきいき福祉課社
会福祉担当へご相談ください。
問いきいき福祉課 ☎991-1874

　地震や武力攻撃などの災害時に
備え、Ｊアラート（全国瞬時警報シ
ステム）を活用した防災行政無線
とメール配信サービスの試験方法

（試験配信）を行います。
日5月20日(水)11:00頃
内①防災行政無線の一斉放送
　 「これは、Ｊアラートのテストで

す。」×３回
　「こちらは、防災まつぶしです。」
② メール配信サービス（マップー

メール）の配信
　町メール配信サービス（マッ
プーメール）に登録している方に
対し、「①防災行政無線の一斉放
送」と同じ内容が配信されます。
　なお、災害の
発生や気象状
況によっては、
試験放送が中
止となる場合
があります。
問総務課 ☎991-1895

氏　　名 主な担当地区
秋澤　尚美 田中２丁目 
野中　雅弘 外河原、河原
横山　静江 本田、上新田、みどり

町道の破損などを
お知らせください

公募制補助金の申請は今月末まで

５月上旬に送付する固定資産
税の納税通知書について

　町道は、職員が定期的にパトロー
ルを行い、陥没などが確認された場
合、適宜修繕を行っていますが、町
内全域の町道を確認することは難
しい状況です。
　そのため、町民の皆さんからの道
路破損などの情報提供をお願いし
ます。
　自宅近くの道路、普段よく通行す
る道路に破損等がありましたら、土
木担当までご連絡ください。
問まちづくり整備課　☎991-1823

　本制度は、松伏町内に活動拠点
を有するなどの一定条件を満たし
た『団体』が、松伏町の活性化につ
ながるような事業を企画・実施し、
その事業に町が補助金を交付する
ものです（※審査があります。）
【申請締切日】5月29日（金）
【対象団体】定款、規約、会則その
他これらに準ずるものを有している
団体▶町内に活動拠点を有する団
体▶公共の福祉に反しない団体
【対象事業】
町内で実施される事業▶町内外か
ら参加が見込まれる事業▶公益的・
公共的な事業▶国や町等から別の
補助金を受けていない事業
→これらを総合的に勘案し、審査を
行います。
【補助上限額】５万円

　固定資産（土地・家屋・償却資
産）をお持ちの方で、納税通知書が
届かない場合にはご連絡ください。
　固定資産税の納税通知書に添付
されている課税明細書には、所有す
る資産ごとに所在地、土地の現況地
目や地積等、また家屋の種類や構
造等、資産ごとの参考税額の記載
がありますので、ご確認ください。
　なお、資産ごとの参考税額は、営
業・農業・不動産等の所得に係る来
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。
※免税点未満や非課税の資産は課
税明細書に記載されないため、全資
産を確認する際は窓口で名寄帳等
を請求してください。
※納税が困難な方への猶予制度が
あります。
問税務課　☎991-1831

991-1895

「全国版空き家･空き地バンク」に登
録ができます。詳しくは松伏町新市
街地整備課にご相談ください。
問新市街地整備課 ☎991-1858

事業等における交通誘導など。
【任期】委嘱日から２年以内
【報酬】月額31,500円

問総務課 ☎991-1895
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農業用 用排水路の
維持管理費の一部を補助

【補助対象団体と対象活動】
農業団体や地域の団体等が農業用
用排水路の「泥上げ」に要する経費
（ただし、最低100ｍ以上を実施す
る活動が対象）
【補助金額】1ｍ当たり150円（ただし、
１団体当たり1年度につき3万円限度）
※補助金は予算の範囲内で交付
【申請方法】申請書に必要事項を記
入し、事業計画書を添付し環境経済
課農政担当へ提出してください。
問環境経済課　☎991-1853

【補助率】補助対象経費の2分の1以内
【応募要項等の配布】役場、北部
サービスセンター、まつぶし緑の丘
公園、中央公民館、B&G海洋セン
ター、多世代交流学習館
※応募の詳細は、町ホームページ又
は企画財政課窓口の応募要項をご
確認ください。
問企画財政課　☎991-1818

浄化槽設置整備事業補助金を交付
　生活排水による水質汚濁を防止
するため、浄化槽の転換をする方に
浄化槽設置整備事業補助金を交付
しています。

【受付開始日】５月７日（木）
※補助申請前に浄化槽設置の届け
出が必要です。
【補助対象地域及び対象となる方】
公共下水道事業認可区域及び農業
集落排水施設等の生活排水処理計
画を有する区域を除く町内全域と

転換とは、専用住宅の既存単
独処理浄化槽又はくみ取り便
槽を合併処理浄化槽に入れ替
えることです。建築確認申請を
要する建築物の新築、増築及
び改築に伴う場合を除きます。

生ごみは捨てる前に
水切り・キュッとひとしぼり！

　町内の各家庭から出る燃えるご
みのうち、生ごみが約２割を占め、
その８割が水分です。
　生ごみを捨てる前には、水切り
し、ごみ袋に入れ、ごみを減量しま
しょう。
※町では、水切り器「水切りダイ
エット」を無料配布中。併せて、雑
紙回収袋も無料配布中。ぜひご利
用ください。
問環境経済課　☎991-1839

＜県のお知らせ＞
自動車税(種別割)は納期限内

に納めてください
　５月は自動車税(種別割)の納
期です。金融機関やコンビニで納
付できます。また、パソコンなど

＜その他のお知らせ＞
越谷・松伏水道企業団の代表番
号の自動音声案内化について

　5月1日（金）から代表番号(☎
048-966-3931)にお電話いただ
くと自動音声でご案内する方式へ
と変更します。音声案内に従って、
番号を選択していただくと担当課
に繋がります。
　また、各担当に直接繋がる番号が
ありますので要件が次の場合は、直
接その番号にお掛けください。
〇水道の使用開始・中止
☎048-960-5660
〇水道の料金について
☎048-966-3932
〇漏水・水のにごり等
☎048-972-5793
問越谷・松伏水道企業団　総務課
☎048-971-7903

し、既存住宅で7人槽以下の浄化槽
を転換により設置する方
【交付対象予定基数】
(1)5人槽　8基（単独浄化槽からの
転換6基、汲取りからの転換2基）
(2)7人槽　2基（単独浄化槽からの
転換1基、汲取りからの転換1基）
※申込み順のため、予定基数に到達
次第受付終了。
【補助金の額】
浄化槽の転換に要する費用
　工事費用の額と次に掲げる浄化
槽の人槽区分に応じて定める額を
比較して少ない額
(1)5人槽　352,000円
(2)7人槽　434,000円
処分費　処分費の額と60,000円を
比較して少ない額
配管費　配管工事費の額と80,000
円を比較して少ない額
※交付条件等の詳細はお問い合わ
せください。
問環境経済課　☎991-1840

を使ってWebサイト「Yahoo!公
金支払い」を利用したクレジット
カード納付やインターネットバン
キング等を利用したペイジー納付
もできます。
　忘れずに、6月1日(月)までに納
めましょう!納税通知書は、5月7
日以降、お手元に届く予定です。
　埼玉県では、自動車税(種別割)
を納期限までに納税して領収書等
を協賛店で提示すると、割引など
のサービスが受けられる自動車税

「納めてプラス！」キヤンペーンを
実施しています。
埼玉県 納めてプラス　  検索

問自動車税(種別割):
自動車税コールセンター
☎050-3786-1222
彩の国みどりの基金 県環境部
みどり自然課
☎048-830-3140
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行ってみたいな
となりまち

埼玉県東南部５市の広域情報

三郷市

　松伏町は、一人一日あたりの可燃ごみの量が近隣５市１町の中で
一番多い状況です。家庭系可燃ごみの減量にご協力ください！

問環境経済課 ☎991-1839

①生ごみをキュッと絞る
② 食べ残しをなくし、「食

品ロス」を削減しよう。
③ ペットボトルは資源で

す。きちんと分別し、収
集日に出しましょう。

やってみよう！3月の家庭系可燃ごみ排出量

(前月比　51,3g増)

3月分 538.28ｇ
目標 503.15ｇ
差分 35.13ｇ

　毎年5月12日は、『民生委員・児童委員の日』です。
　活動強化月間として、地区担当の民生委員・児童委員が各世帯に「PR
カード」を配布します。お留守のお宅には、ポストに入れさせていただ
きます。
　「PRカード」には、民生委員・児童委員の活動内容や、地区担当の民生
委員・児童委員の名前が記載されています。
　民生委員・児童委員は、地域の皆さんと行政をつなぐパイプ役として
活動を行っています。心配ごとや悩みごとがありましたら地区担当の民
生委員・児童委員にご相談ください。
　また、地域の見守りや相談のほか、専門部会を設け親子で楽しむイベ
ントや講座を開催しています。皆さんのご参加をお待ちしています。
※新型コロナウィルスの感染拡大防止のため、配布の時期が遅れるこ
とがあります。

松伏町民生委員・児童委員協議会広報部会　問合せ いきいき福祉課社会福祉担当 ☎991-1874
「民生委員・児童委員は、いつもあなたのそばにいます。」

　全国の消費生活センターで
は、新型コロナウイルスに関連
した消費者トラブルの相談が急
増しています。

【相談事例と対応方法】
・行政職員を名乗り「気をつけるように」と不審な電話がかかってきた。
・「行政からの委託で消毒に行く」という電話がかかってきた。
　→　不審な電話はすぐに切る！
・マスク販売広告やマスク無料配布というメールなどがスマートフォン
に届いた。
　→　怪しい電話や心当たりのないメール等には反応しない！
・新型コロナ流行拡大の影響で、金の相場が上がるとして権利を申し込む
よう言われた。
　→　悪質な勧誘に耳を貸さない！身近な人に声掛けをしておく

三郷市さつき展
日 5月30日(土)13:00～17:00、
31日（日）9:00～16:00
場瑞沼市民センター体育館
内市の花「さつき」の展示及び即売会
費無料
問農業振興課都市農業係
☎048-930-7722
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小鳩だより
『支えあう 住みよい社会 地域から』～ご存知ですか？ 地域の「民生委員・児童委員」～

新型コロナウイルス
便乗トラブル多発!!

消 費 生 活 情 報

問合せ 松伏町消費生活センター
(環境経済課内) ☎991-1854

少しでもおかしいと感じた場合やトラブルに遭った場合は、すぐに松伏町消費生活センターへ！
（電話188又は991-1854）



広
告

電話でご確認の上、受診してください。

※【　】内は診療科目

受付時間 9:00〜12:00

受付時間 19:00〜21:30
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。

日程 問合せ

5/15（金）津田医院
993-3111

20（水）宮里こどもクリニック
991-5010

27（水）埼玉筑波病院
992-3151

6/３（水）宮里こどもクリニック
991-5010

４（木）津田医院
993-3111

日程 問合せ

5/３（日）埼玉あすか松伏病院
992-0411【内・外】

４（月）埼玉筑波病院
992-3151【内・外】

５（火）埼玉あすか松伏病院
992-0411【内・外】

６（水）埼玉筑波病院
992-3151【内・外】

10（日）宮里こどもクリニック
991-5010【小児・内・皮】

17（日）津田医院
993-3111【内】

24（日）宮里医院
991-2911【内】

31（日）
ねもとレディース
クリニック
991-5216【婦・産・内】

※ 上記以外の日程での診療は、吉川市内
の医療機関で実施しています。詳細は
町ホームページに掲載しています。

初期
救急

※相談はそれぞれ専門の方が対応します
※相談日が祝・休日の場合は、お休みです

相談名
内容

日時 場所 問合せ

人権・行政相談
人権相談…差別、嫌がらせなどの人権について
行政相談…国や行政などの仕事や手続きについて

5/7(木)中止 役場第二庁舎
3階会議室

企画財政課 ☎991-1815
総務課　　 ☎991-1895

弁護士による
法律相談
要予約 7（木）から

法律に関する相談
5/18(月)、27(水) 
いずれも13:20～15:50 

ふれあいセンター
介護相談室

社会福祉協議会
☎991-2701

心配ごと相談
生活に関する相談

5/18(月)13:20～15:50 ふれあいセンター
介護相談室

社会福祉協議会
☎991-2701

教育相談
子どもの悩みや問題に関する相談
月～金曜日
9:30～16:30

教育相談室
(適応指導教室内)

適応指導教室
☎992-2000

就学相談
要予約

令和3年度に入学するお子さんの発育や障がいなどに関する相談
月～金曜日
9:00～17:00

役場第二庁舎
2階教育総務課 教育総務課 ☎991-1864

税理士による
税務相談

税金に関する相談
5/13(水)、6/3（水）
いずれも13:00～16:00

役場第二庁舎
3階会議室 税務課 ☎991-1833

消費生活相談
買い物や商品の苦情、契約に関するトラブルなど消費生活に関する相談
月～木曜日
10:00～12:00、13:00～16:00

役場第二庁舎1階
消費生活センター 環境経済課 ☎991-1854

女性相談
要予約

※お急ぎの場合は
ご相談ください

男性からのＤＶ、ストーカー、女性の生き方などでお悩みの方を対象とした相談
5/18(月)9:30～12:30

役場内相談室
(保育あります)

企画財政課
☎991-1815
☎991-1825
(月･水･土曜日のみ)

5/9(土)、13(水)、20(水)、 
 23(土)、27(水)、30(土)
いずれも13:00～16:00

人権相談

差別、いじめ、嫌がらせなど人権に関する問題の相談
当面の間、電話相談をご利用ください。
みんなの人権110番 ☎0570-003-110
平日8:30～17:15

さいたま地方法務局
越谷支局
☎048-966-1321

不動産相談
弁護士と相談員による不動産に関する相談

5/20(水)、6/22(月)
いずれも10:00～15:00

埼玉県宅建協会
越谷支部
(越谷市役所駐車場隣)

埼玉県宅建協会
越谷支部
☎048-964-7611

暮らしの相談
生活、仕事、家計などの困りごとに関する相談

5/13（水）9:00～12:00
役場本庁舎１階
相談コーナー(環境
経済課の隣です)

アスポート相談支援セン
ター埼玉支部
☎048-720-8475

地域包括支援
センター出張
相談

高齢者やご家族が抱える悩みや不安などの相談

5/27(水)13:00～15:00 北部サービス
センター

いきいき福祉課 ☎991-1882
地域包括支援センター ☎992-2468

障がい者相談
支援センター
無料相談
要予約

障がいのある方、ご家族などが抱える日常での困りごとなどの相談

水曜日 10:00～17:00 役場本庁舎1階
いきいき福祉課

いきいき福祉課 ☎991-1877
相談支援センター ☎981-8510

無料相談

小児時間外診療

休日当番医
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