
みんなでつくるまちづくり支援事業
　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。

№ 団　体　名 事　業　名 交付金額（円）
1 フレッシュタウン自治会 平成28年度（第41回）フレッシュタウン納涼花

火大会 心のふれあい活動事業 90,000
2 杉戸町美術展覧会実行委員会 第4回杉戸町美術展覧会 90,000
3 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 60,000
4 上田文化祭実行委員会 上田文化祭 40,000
5 平成28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 40,000
6 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 30,000
7 NPO法人杉戸町総合型スポーツクラブすぎスポ 放課後スポーツ教室 90,000
8 新中志地区夏まつり実行委員会 中志地区2016年夏まつり 40,000
9 いきいきふれあいまつり2016実行委員会 いきいきふれあいまつり2016 45,000
10 杉戸町立泉小学校「おやじの会」 杉戸町立泉小学校「おやじの会」 30,000
11 杉戸高野台さくら祭実行委員会 杉戸高野台さくら祭 90,000
12 横町盆踊り実行委員会 横町盆踊り 40,000
13 杉小学校応援団 杉小校区環境整備事業 30,000
14 特定非営利活動法人　全国福島県人友の会 杉戸町民・埼玉県民と富岡町民・福島県民との

交流促進事業 40,000
15 すまえるプロジェクト すまえるプロジェクト 40,000
16 杉の子吹奏楽団 幼児・児童・生徒たちに本物の音楽を届けよう（杉

の子吹奏楽団第11回ファミリーコンサート） 90,000
17 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 15,000
18 高野台南自治会 高野台南スポーツフェア＆ジュニアお楽しみ会

（第4回タカミン★フェス） 40,000
19 新ふれあい祭り実行委員会 ふれあい祭 40,000
20 図書ボランティアたんぽぽ 絵本の読み聞かせ 20,000
21 杉戸昔あそび伝承会 凧あげと子どもあそびの伝承 80,000
22 ふれ愛フレッシュ運営委員会 認知症の人を含む高齢者にやさしいまちづくり推進事業 40,000
23 けやき会 住民による住民のためのボランティア活動 20,000
24 子育てネット・ぽっぽはうす 親子自然体験教室 40,000
25 高野台子育てサークル 子育てママのクッキング 20,000
26 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〜♪ 20,000
27 新杉戸町ジュニアリーダーズクラブ わんぱくキッズセミナー 2 50,000
28 泉ＴＰＡ 泉ＴＰＡボランティアによる環境美化事業 9,000
29 三本木阿波踊り実行委員会 三本木阿波踊り事業 50,000
30 広島中学校応援団 学校整美事業 30,000
31 ＮＰＯ法人すぎとＳＯＨＯクラブ 柴又100㎞マラソン活用のエコスポいずみ利用促進事業 60,000
32 杉戸キャンドルナイト実行委員会 日光街道杉戸宿開宿400年キャンドルナイトin流灯まつり 40,000
33 東中学校応援団 東中学校区における教育活動支援事業 30,000
34 第15回夏祭り実行委員会

（シーアイマンション自治会） 第15回夏祭り 30,000
35 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） 30,000
36 オーケービー 地域の環境整備事業 30,000
37 南側用水路清流プロジェクト 南側用水路清流再生事業 20,000
38 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 45,000
39 新杉戸町身体障がい者福祉会 杉戸町身体障がい者福祉会設立と運営 50,000
40 新開宿400年祭に障がい者と参加しよう実行委員会 バリアフリーで開宿400年祭に障がい者と参加しよう 20,000

№ 団　体　名 事　業　名 交付金額（円）
1 杉戸町空手道連盟 第24回全国中学生空手道選手権大会 40,000

平成28年度　 支援事業数：41事業　支援金額：1,754,000円

■平成28年度支援結果（新は新規団体）

■交付要綱第2条第3項(学問・スポーツ・芸術等の関東圏大会出場)

住民参加推進課
住民生活担当　内線283

問合せ

町民が主役のまちづくり

町営住宅の入居登録のご案内 建築課　営繕担当　内線344
配付・申込・問合せ　町営住宅の入居を希望する

方の登録申請を受付ます。

用紙配布期間
　7月3日㈪～ 8月31日㈭（土・日・祝日を除く）
登録受付期間
　8月14日㈪～ 31日㈭（土・日を除く）
申告資格
・町内に住所または、勤務地があること。
・町民税を滞納していないこと。
・ 現に同居、または同居しようとする親族（婚約者を含む）

がいること。（ただし、三本木団地2DKに限り高齢者
等の単身者の登録も可能）

・住宅に困窮していることが明らかであること。
・ 入居を予定している世帯全員の収入の総額が収入基準

の範囲内であること。
・暴力団員ではないこと。
※父子、母子、多子、高齢者世帯等は優先的に登録します。

※ 家賃については、世帯全員の所得合計により
決定します。

※ 空家発生時に登録順に従い町営住宅に入居と
なります。

詳しくは、申告用紙と同時に配布する
「入居者募集のしおり」ご覧ください。

団地名 住所 住宅構造 形式 家賃

三本木 清地
3－19

4階建鉄筋
コンクリート造

2DK 20,100円～
40,000円

3DK 23,700円～
47,200円

下高野 下高野
247

３階建鉄筋
コンクリート造 3DK 18,700円～

36,800円

県住宅課 総務・民間住宅担当
☎048（830）5563

問合せ

　県では多子世帯（18歳未満の子が3人以上又は2人（条件付き）の世帯）を対象に住宅取得や
リフォームの諸経費に対して補助を行っています。

補助金額　(1)新築分譲住宅取得　最大50万円
　　　　　(2)中古住宅取得かつリフォーム　最大70万円（埼玉県住宅供給公社の助成金を含む。）など
補助対象　■新築分譲住宅取得（埼玉県子育て応援住宅の認定を受けた住宅）　※コチラが認定マーク▼
　　　　　　戸建住宅　敷地面積110㎡以上かつ床面積100㎡以上
　　　　　　マンション　床面積80㎡以上又は間取り4ＬＤＫ以上
　　　　　■中古住宅取得及びリフォーム
　　　　　　戸建住宅　床面積100㎡以上　　マンション　床面積80㎡以上
募集期限　平成30年3月15日㈭まで　※予算がなくなり次第、終了します。

多子世帯による住宅取得やリフォームに
補助金を交付します

す スぎ 情報ポ NPO法人杉戸町総合型スポーツクラブすぎスポ事務局
☎（48）5161・FAX（48）5162（月・水・金10時～ 15時）

申込・問合せ

■健康スポーツ・文化教室（会場：エコ・スポいずみ多目的スペース、参加費無料、当日申込ＯＫ！）

■すぎスポ会員募集（すぎスポ入会金1,000円が必要です）

スポーツ吹矢初心者体験会
　スポーツ吹矢を知るための基本動作を学ぶ、子ども
から高齢者の方まで誰でも楽しめる体験会です。
日時　7月22日㈯　13時～ 14時
内容　ルール説明・基本動作講習
対象　小学生～大人　募集人数　20名（申込順）
申込　7月19日㈬までにFAX又はTEL
同時開催　近隣交流スポーツ吹矢大会

ラジコン飛行機
　ラジコン飛行機を飛ばしたり、ラジコンヨットを動か
したりしています。お気軽に見に来てください。
日時　毎週月・火・水・金曜日　9時～ 17時
　　　（土・日・祝日不定期実施のため、要問合せ）
場所　大島新田多目的グラウンド　会費　500円／月

健康体操
日時　毎週木曜日　10時～ 11時
持ち物　室内履き、飲み物等

ヨガストレッチ教室
日時　毎週金曜日　13時～ 14時30分
持ち物　室内履き、飲み物、
　　　　ヨガマットまたは、バスタオル

初級英会話
　英語の話せない方でも、楽しみながら英会話
を勉強できます。
日時　毎月第２・４木曜日　10時～ 12時
場所　西公民館　講座室
会費　1,000円／月

8月・12月は休止
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