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町民が主役のまちづくり町民が主役のまちづくり

みんなで知ろう！杉戸町自治基本条例
住民参加推進課　住民生活担当　内線283問合せ

　「まちづくりのルール」となる条例について、町民の皆様に知っていただき、より理解を深めていただきたいと考えてい
ます。最終回の今回は、まちづくりの基本原則である「情報共有、参加、協働」の具体的な取組みについて紹介します。
※杉戸町自治基本条例の全文および解説は、町ホームページに掲載中。

　今後、町では、今月から施行されたこの条例に基づいて、施策・事務事業の検討に取り組み、これまで以上に情報を共
有し、参加と協働によるまちづくりを進め、自治の実現を図っていきます。
　そのため、この条例のまちづくりの基本理念・基本原則を多くの町民の皆様が理解し、行動することが極めて重要であ
ることから、この条例の普及啓発を行います。
　また、町では、この条例の内容が、どのように、また、どの程度実施されているのか、その運用状況を定期的に調査し、
適切かどうかを検証します。
　町民と町が一丸となって、「安心して心豊かに暮らせるまち」の実現に向け、よりよい杉戸のまちづくりを進めていきましょう。

最終回
　町では、住民団体が自主的・自発的に取り
組むことにより、まちづくりへつながる活動
を支援するため、団体が実施する事業に対し
て支援金を交付しています。

■まちづくり支援制度審査委員募集（1名）※薄謝あり
　内容　応募した団体の事業内容の審査
　受付期間　7月13日㈪～8月14日㈮
　申込書　担当窓口および町ホームページからダウンロード可

№ 団　体　名 事　業　名 交付決定額（円）

1 三本木阿波踊り実行委員会 三本木阿波踊り事業 70,000

2 杉小学校応援団 杉小校区環境整備事業 70,000

3 杉戸中央ロータリークラブ 杉戸町音楽祭 100,000

4 泉小学校「おやじの会」 泉小学校環境整備事業 70,000

5 杉戸町の生活と観光写真コンテスト実行委員会 杉戸町の生活と観光写真コンテスト 100,000

6 杉戸町美術展覧会実行委員会 第2回杉戸町美術展覧会 100,000

7 横町盆踊り実行委員会 横町盆踊り 70,000

8 平成26年度上田夏祭り実行委員会 9-2区住民による手作り夏祭り 50,000

9 上田地区自治会 上田サロンいこいの会事業 50,000

10 上田文化祭実行委員会 上田文化祭 50,000

11 杉戸高野台さくら祭り実行委員会 杉戸高野台さくら祭り 100,000

12 高野台南自治会
スポーツ大会＆高野台南お楽しみ会
（タカミン★フェス）

50,000

13 ふれあいサロンさくら ふれあいサロンさくら 37,000

14 東中学校応援団 東中学校教育活動支援事業 70,000

15 高野台南シニアお楽しみ会 児童の交通安全誘導＆シニアお楽しみ会 30,000

16
第13回夏祭り実行委員会
（シーアイマンション自治会）

第13回夏祭り 70,000

17 すまえるプロジェクト すまえるプロジェクト 70,000

18 内田団地コミュニティーまつり実行委員会 内田団地コミュニティーまつり 50,000

19 ふれ愛フレッシュ運営委員会 ふれ愛フレッシュサロン活動事業 100,000

20 サロンさらい 高齢者の親睦や世代間の交流の場 60,000

21 杉戸昔あそび伝承会 「すぎぴょん大凧」あげと竹工芸の伝承 100,000

22 杉の子吹奏楽団
子どもたちに本物の音楽を届けよう
（第9回ファミリーコンサート）

100,000

23 けやき会 住民による住民のためのボランティア活動 25,000

24 子育てネット・ぽっぽはうす 親子自然体験教室 60,000

25 ルネッサンスプレミアム・わははの輪 ママ友の輪を広げましょう～ 30,000

26 高野台子育てサークル 子育てママのクッキング 50,000

27 すぎとエコグリーン 有機で作る家庭菜園づくり推進事業 40,000

28 杉戸元気会
杉戸町民・埼玉県民と富岡町民・福島県民と
の交流事業

100,000

29 フレッシュタウン自治会 平成26年度フレッシュタウン納涼花火大会 100,000

30 （図書ボランティア）たんぽぽ 図書ボランティア、絵本の読み聞かせ 13,000

31 杉戸町福祉ボランティア連絡会 第7回杉戸町福祉ボランティアまつり 49,000

32 杉戸第二小学校学校応援団 がんばれ杉二っ子（地域、家庭で子どもを支援） 70,000

33 ＮＰＯ法人すぎとＳＯＨＯクラブ
柴又100㎞マラソン活用の杉戸町豊岡地区活
性化モデル事業

50,000

34 広島中学校応援団 学校整美事業 70,000

35 三小環境整備の会 杉戸第三小校庭の排水及び土壌改善事業 70,000

36 杉戸キャンドルナイト実行委員会
東日本大震災追悼キャンドルナイト
in杉戸プロジェクト

100,000

37 ふるる杉戸のまちづくり 日光街道杉戸宿の魅力発見プロジェクト 70,000

38 南側用水路清流プロジェクト 南側用水路清流再生事業 100,000

39 本島さくら倶楽部 大島新田周辺さくら散策道プロジェクト 48,000

40 杉戸町空手道連盟 第22回全国中学生空手道選手権大会 100,000

○協働の原則（第28条～第30条）
　◇協働して町政運営および地域の課題の解決に当たります。
　　・ 町政運営および地域の課題の解決に当たるため、町民お

よび町が、お互いの特性を尊重し、対等な立場で相互に
連携・協力し合いながらまちづくりに取り組みます。

【活用例】
・ 広報すぎと、町ホームページ、
　情報公開コーナー
・まちづくり懇談会、出前座談会

【活用例】
・自治会・町内会等
・ ＮＰＯ・ボランティア団体および
　自主防災組織での活動
・コミュニティづくり推進事業
・みんなでつくるまちづくり支援事業

【活用例】
・ まちづくり懇談会、出前座談会、
　町長への手紙など
・パブリックコメント手続き
・附属機関等の公募委員
・住民投票

○参加の原則（第23条～第27条）
　◇町民の参加により、町政運営が行われます。
　　・ まちづくりの主役である町民の参加のもとで、町民の

意思に基づく町政運営を推進していきます。

○情報共有の原則（第20条～第22条）
　◇町民と町が町政に関する情報を共有します。
　　・ 町が持っている情報を町民に公開し、町民の求めに応

じて提供するなど、情報を共有するよう努めます。

『第5次総合振興計画後期基本計画』の策定を進めています
～魅力あふれる地域の創生を目指して～ 問合せ 政策財政課　政策行革担当　内線 209

　町では、第5次総合振興計画前期基本計画の計画期間が間もなく終了することから、中間見直しとなる後期基本計画（平
成28～32年度）の策定を進めています。
　全国的に人口減少、少子高齢化に歯止めがかからない中、町の人口も少しずつ減少し、こうした状況は町にとっても大き
な課題となっています。
　このような課題に挑んでいくため、目指す将来像を前期基本計画より継承し、次の5点を後期基本計画の重点施策に位置付けます。

■後期基本計画策定に向けての基本的な考え方

■後期基本計画策定スケジュール

手を取り合い　未来を築こう
みんなでつくる　心豊かに暮らせるまち　杉戸
～　住みごこち　100％のまちづくり　～

目指す将来像

前期基本計画（平成23年度～平成27年度） 後期基本計画（案）（平成28年度～平成32年度）

【重点施策】
①住民力を結集する仕組みづくり
②地域で子育てを支援する仕組みづくり
③ 計画推進体制確立のための
　 行政の仕組みづくり

【重点施策】

地 域 創 生 地域の創生
子 育 て 子育て支援の充実
健 康 住民の健康づくり
安心・安全 緊急防災・減災事業の推進
環 境 環境対策

・計画案の公表
・まちづくり懇談会開催
・パブリックコメント実施

平成27年7月 平成28年4月8月 9月 10月 11月 12月

総合振興
審議会諮問

計画（案）に対する『パブリックコメント』を7月2日㈭～8月1日㈯実施中です。
皆さんのご意見をお待ちしています。

平成 26 年度　 支援事業数：40事業　支援金額：2,712,000円

①
②
③
④
⑤

みんなでつくるまちづくり支援事業 問合せ　　　　　 住民参加推進課

住民生活担当　内線283

■平成26年度支援結果

8広報すぎと　平成 27年 7月号9 広報すぎと　平成 27年 7月号


