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令和３年６月１日任期満了に伴う松伏町長選挙が行われます。
■投票できる方
　 平成15年５月17日までに生まれた方で、令和３年２月

10日までに転入の届出をし、引き続き松伏町の住民基
本台帳に登録されている方。
■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、投票日当日は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。
■開票について
　参観を希望される方は、当日、会場にて受付をしてください。
　日時／5月16日（日）20：50～　　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25名に制限します。

■不在者投票について
　身体に重度の障がいがある方
や、要介護認定を受けていて一定
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申請してく
ださい。その他、出張等で投票日
の当日、投票所へ来られない方も
不在者投票ができる場合がありま
すので、お問い合わせください。

混雑する日及び時間帯を避けて投票に行こう！

■投 票 日　5月16日（日）
■投票時間　7：00～20：00
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早朝と夕方以降は比較的空いているね！
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参考：令和２年４月12日（日）執行松伏町議会議員一般選挙

投票日当日の混雑緩和のために、５月12日（水）～15日（土）の期日前投票を利用しよう！

時間／８：30～20：00　　場所／役場第二庁舎３階 301会議室
持ち物／入場整理券（未着の場合は持参する必要ありません。）
※ 投票日の当日、仕事や旅行などにより、入場整理券に記載された投票所での投票ができない方は「期日前投票」

ができます。
※ 最終日の15日（土）は混雑が予想されますので、期日前投票期間を有効に利用してください。

使い捨て鉛筆を使用しますが、持参した鉛筆・シャー
プペンシル等も使用可

 お 願 い 
　投票に来られる方はマ
スクの着用や帰宅後の手
洗い・うがいの実施など、
感染症対策の実施をお願
いします。

 投票所内における感染予防対策 

松伏町の未来に投票しよう
松伏町長選挙投票日

マスクアルコール 換 気 鉛 筆

松伏町選挙管理委員会　☎991-1893問合せ
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　松伏町は、国内初の純国産カレー粉製造に成功し、日本にカレーやスパイスを
普及させた、エスビー食品㈱の創業者、山崎峯次郎氏のふるさとです！
　昨年度に続き、今年度も「松伏ふるさとカレー」登録店舗を募集します！
　町内のカレー商品を提供している店舗（事業者）を対象に登録店舗を募集しま
すので、各店舗自慢のカレー商品で是非応募してください！
　松伏町を「カレーのまち」として盛り上げましょう！

　町内小学校３校の児童が、防災行政　町内小学校３校の児童が、防災行政
無線を使用した「下校の見守りのお願無線を使用した「下校の見守りのお願
い」の収録をしました。い」の収録をしました。

防災行政無線防災行政無線

松伏町の皆さんへ
この度、４年連続で「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。

昨年度は町内14店舗の皆さんが「カレーのまち」とし
て、松伏町を盛り上げてくださいました！

今年度も多くの店舗が登録してくださることを
期待しています！

私と一緒に松伏町を盛り上げましょう！

AKB48 チーム 8 埼玉県代表 髙橋彩音AKB48 チーム 8 埼玉県代表 髙橋彩音

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

松伏ふるさとカレー松伏ふるさとカレー
登録店募集！！登録店募集！！

募集期間 5月6日㈭～31日㈪

　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。（先着20名）
 対　　象 
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 
　申込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。詳しくは、町ホームページ又は担当へお
問い合わせください。
問合せ  総務課 秘書広報担当　☎991-1898

soumu1010100@town.matsubushi.lg.jp

記念広報紙

「「AnniversaryAnniversary広報まつぶし」広報まつぶし」いつも見守りありがとういつも見守りありがとう 費用
無料

費用
無料

 参加条件 
 ①松伏町内の事業者であること
 ②カレー粉を使用した食品を提供できること
 ③のぼり旗の設置が可能であること
 ④スタンプラリー等のイベント参加が可能であること
 登録方法 
 �　町ホームページより登録書をダウンロードし、ご記入の上、環
境経済課又は松伏町商工会へ提出してください。

 参加特典 
 ◦登録店舗には、町からのぼり旗を１枚配布！
 ◦�スタンプラリー等のイベントを実施し、町内外からたくさんの

人を呼び込みます！
 ◦町ホームページ等で、町内外へ登録店舗のPRを行います！

参加費用無　料

松伏小学校▶

松伏第二小学校▶

▲金杉小学校
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問合せ 環境経済課 商工担当 ☎991-1854
農政担当 ☎991-1853

　町では、新型コロナウイルス感染症緊急事
態宣言や新型コロナウイルス感染症の影響に
より、売上が減少（前年同月比20％以上）した
事業者を対象に、事業継続や雇用維持を目的
に10万円の支援金を給付します。

▶交付対象者
　・ 令和２年１月から令和３年３月までの売

上が前年同月比で20％以上減少している
事業者

　・ 「持続化給付金」、「松伏町事業継続支援金」
の受給者

▶受付期間・方法
　・ ５月31日（月）まで
　・郵送のみでの受付（当日消印有効）
　※ 申請方法・書類等については町ホームペー

ジをご覧ください。また、農業関係者に
対する支援策も同様に実施します。

　新型コロナウイルス感染症の影響を受け
た店舗等の売上拡大を図れるように応援す
る「まつぶしみんなで応援クーポン2021」
3,000円分（飲食店専用券500円×２枚、
全店共通券500円×４枚）について、広
報６月号と一緒に松伏町内全世帯へ配布し
ます！！

▶クーポン利用方法
　 １会計1,000円毎にクー

ポン券１枚利用可。
　 １会計最大４枚まで。飲

食店は１会計最大６枚ま
で利用可。

まつぶしみんなで応援クーポン2021
問合せ

環境経済課 商工担当
☎991-1854

令和３年度松伏町事業継続支援金

問合せ　ワクチン接種予約相談窓口　☎0570-001-503
　65歳以上の高齢者全員分のワクチン供給量が見込めないことから、段階的に接種券を発送することとし
ました。また、接種券の発送に伴い４月27日（火）からワクチン接種の予約を開始しました。インターネッ
トや電話などで予約ができます。ご自身で予約することが困難な場合は、ご家族等のご協力をお願いします。
　65歳以上84歳以下の方には国からのワクチン供給量等を踏まえ、順次接種券を発送しますので、接種券
がお手元に届きましたら予約をお願いします。

今後の予定

予 約 の 開 始

65歳以上84歳以下の方

上 記 以 外 の 方

・接種券については、ワクチンの供給量に応じて、さらに年齢を分けて発送する場合があります。
・ 基礎疾患がある方は、主治医とよくご相談の上、接種可能な場合は予約してください。
・ 住民票の所在地以外で受けられる場合があります（特別な事情がある方のみ。）ので、詳細は、保健センター

にご連絡ください。

ワクチン接種の予約について

１ 【Web】・【LINE】からの予約（24時間）  

２ 松伏町新型コロナウイルスワクチン接種予約相談窓口
（平日８：30～17：15）

☎ 0570-001-503
FAX 048-227-2567

85歳以上の高齢者へ接種券を発送しました！

4/27

予　　　約

ワクチンの供給量等を踏まえ順次発送

ワクチンの供給量等を踏まえ順次発送

※接種券がお手元に届いてからご予約ください。
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がん検診及び肝炎ウイルス検診について 問合せ　保健センター
☎992-3170/992-4323

【集団検診】胃がん・大腸がん・肺がん（結核）・前立腺がん・肝炎ウイルス検診
▶対象　①40歳以上75歳未満の町民の方（肝炎ウイルス検診は、過去の受診歴がない方のみ）
　　　　② 前立腺がん：以下の男性

今年度対象 昨年度対象で未受診の方
60歳 昭和36年4月2日～昭和37年4月1日生 昭和35年4月2日～昭和36年4月1日生
65歳 昭和31年4月2日～昭和32年4月1日生 昭和30年4月2日～昭和31年4月1日生

▶会場　保健センター　　▶日程　12月11日（土）～16日（木）
項　目 内　容 自己負担金 ▶申込み　詳細は広報10月号に掲載予定。

　申込み多数の場合は、抽選となります。
※ 75歳以上の集団検診（肺・大腸がん）は、11月

です。（案内は9月中旬郵送予定）

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）（対象者のみ） 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

【個別検診】胃がん・大腸がん・肝炎ウイルス検診
▶対象　40歳以上の町民の方（肝炎ウイルス検診は、過去の受診歴がない方のみ）　　▶日程　6月1日（火）～12月28日（火）

項　目 内　容 自己負担金 受診方法
胃がん 胃部Ｘ線検査 3,300円 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 事前にページ下部の指定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 保健センターに事前に申込みの上、ページ下部の指

定医療機関へ
※75歳以上の胃がん検診は、個別検診のみです。
※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日（平日）までに印か
ん・本人確認できるもの（保険証等）を持参のうえ保健センターへお越しください。）

国民健康保険加入者の特定健康診査について 問合せ　住民ほけん課
国保年金担当� ☎991-1868

年に1度、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　 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。
▶受診方法及び申込方法

対象者には、案内通知及び受診券が5月下旬に郵送されます。集団健診又は個別健診を選択して、受診してください。
詳細は案内通知をご覧ください。

【集団健診】
▶申込方法　 受診日程を選択し、ハガキでお申込みくだ

さい（ハガキは9月下旬に別途郵送予定）。
　　　　　　申込み多数の場合は、抽選となります。
▶費用　無料
▶会場　保健センター
▶日程　 12月11日(土)～16日(木)

【個別健診】
▶申込方法　 下部の指定医療機関に直接ご予約の上、受

診してください。
▶費用　1,000円
▶日程　6月1日(火)～12月28日(火)

※後期高齢者医療制度加入者の健康診査は11月に実施します。（対象者には9月中旬に案内通知を郵送します。）

【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

新型コロナウイルス感染症の状況によって、やむを得ず中止とする場合があります。
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松伏町立金杉小学校の
小規模特認校制度について
問合せ　教育総務課　
　　　　学校教育担当�☎991-1864
　　　　金杉小学校　�☎991-5000

金杉小学校は、これまでも地域と密着し
た特色ある教育活動を推進してきました
が、現在では小規模特認校として次のよう
な教育活動を実践しています。

今年度は、1年生1名が新たに制度を活
用しました。

現在9名が町内の他の学区から通学して
います。

「目から、耳から、心から」
英語に触れる教育活動を実践します
　外国人語学指導助手（ALT）を常時配置
し、外国語（英語）活動の充実を図ります。

ALTが常駐することで、日常的に英語が
耳に入る環境となり、様々な取組を実施し
ています。

児童一人一人に応じた
きめ細かな指導の充実を図ります
　教育支援員を手厚く配置して、学習や生活
に対し、きめ細かな指導を実施しています。

1つの学級を2人の先生で指導するティー
ム・ティーチングや1つの学級を2つに分け
て授業を行う少人数教育など、児童一人一
人に応じた授業展開が全学年で可能になり
ました。

【小規模特認校制度とは】
　児童数が減少している小学校において、
小規模の良さを活かした「特色ある学校運
営」を進める場合に限り、自治体全域から児
童を集めることが認められる制度です。

納期限5月31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

問合せ　税務課�町民税担当�☎991-1833

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・役場会計室のほか、コンビニエンスストア等で
も納めることができます。

※ 令和元年10月、「軽自動車税」は「軽自動車税（種別割）」に名
称が変更されました。

※ 納税が困難な方への猶予制度があります。詳しくは税務課
徴収担当（☎991-1835）へお問合せください。

障がいを有する方のための軽自動車税（種別割）の減免
次の要件に該当する場合、納期限までに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。
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
動車を含めて1台のみ対象です。）
・障がいを有する方本人が所有する（納税義務者である）車両
・ 障がいを有する方と生計を同一にする方が所有する（納税

義務者である）車両
2�障がいの程度

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。

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31日（月）
※申請期限を過ぎると減免できませんのでご注意ください。

木の幹にアルファベットを表示している木の幹にアルファベットを表示している
〈イングリッシュロード〉〈イングリッシュロード〉
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日本の経済と福祉に
影響を与えた渋沢栄一

令和6年より、新1万円札の肖像画に渋沢栄一
氏が起用される。500社にも及ぶ企業の設立に貢
献し、日本の近代経済を立ち上げた功績が認めら
れた証であると思う。

そのような渋沢氏は、日本の福祉にも関わりの
深い人である。現在どこの市町村にもある社会福
祉協議会の前身である「中央慈善協会」の初代会
長だということをご存じだろうか。また、渋沢氏
が病に倒れ財界人との面会を断り続けた際でも、
福祉団体とは面会し、当時の財務大臣に直談判し、

「生活保護制度」を作ったのだ。
当時から、経済活動は利益のみを追求するので

はなく、生活する国民の幸福に繋がらなくてはな
らないという理論が渋沢氏のベースになっていた
のである。

近江商人の合言葉に、「売り手よし・買い手よ
し・世間よし」という「三方よし」がある。現在
は、その三方よしに「働いてよし・家族よし」の
2つを加えて、五方よしの企業を作る時代である
と私は考える。

ずっと友だちでいたいね

問合せ　教育文化振興課　☎991-1873
　　　　企画財政課　　　☎991-1815

　わたしは、Ａちゃんといっしょに帰ったり、家に
帰ってあそんだりしているから、なかよしなんだ
けど、ときどきけんかをすることがあります。
　ある日、何をしてあそぶか、考えていました。
そのとき、わたしが、

「ぶらんこであそぼう。」
と、いったら、
Ａちゃんは、

「えー。」
と、いって、けんかになってしまったのです。
　そのあと、ちがうあそびをしていたら、いつの
間にか、なかなおりをしていました。
　こんどからは、けんかはしたくないと思いまし
た。けんかをしたら、お友だちなのに、お友だち
じゃなくなるから。
　ずっと友だちでいようね。
 人権作文集～こころ～　より

新型コロナウイルス感染拡大防止のため、下記の取り
組みをお願いします。

⑴少人数、短時間で利用する。
⑵ 密集・密接を避け、混んでいるときの利用は控える。
⑶ こまめな手洗い、マスクの着用、 

咳エチケット等の対策をする。

松 伏 町 消 費 生 活 セ ン タ ー  情 報

補聴器トラブルを防ぎましょう 
―買ったが合わず返品もできない―
「店舗で不安をあおられ購入したが、医師に耳は
正常で必要ないと言われた。返品したいが応じてく
れない」などの相談が、全国で多数寄せられていま
す。店舗で購入した場合はクーリング・オフの適用
がないため、取消は困難です。適切な補聴器を選択
し購入するには注意が必要です。
聞こえが悪いと感じたら、
耳鼻咽喉科（補聴器相談医）を受診。
医者の診断で補聴器が必要になったら…
1．認定補聴器技能者がいるお店で相談する。

（補聴器相談医と認定補聴技能者が連携しフィッ
テングのサポートが受けられます。）

2．補聴器販売店で自分に合った補聴器を選ぶ。
（聞こえの改善、装用感・使いやすさなどに問題
がないか、一定期間使って確認します。）

3．補聴器が見つかり納得できたら購入する。
（必ず、保証内容・契約内容を再確認し、少しで
も不安があれば説明を求めます。）

4．�購入後は必要に応じて機器の調整やメンテナン
スを忘れずに行う。

補聴器相談医からの診断情報提供書があれば、補聴
器購入後に医療費控除が受けられる場合があります。

トラブルや不安に思った場合など消費生活セン
ターにご相談ください。

ひとりで悩まず�すぐ相談！
消費者ホットライン
188 局番なし 又は

松伏町消費者生活センター
☎991-1854

鈴木 勝

問合せ　まつぶし緑の丘公園
　　　　管理センター�☎991-1211

まつぶし緑の丘公園のまつぶし緑の丘公園の
利用について利用について
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