
 

 

～町表彰・町スポーツ大賞・町文化大賞・町感謝状授与～ 

令和元年度杉戸町表彰式典を開催します！ 
杉戸町は、１１月３日（日・文化の日）、アグリパークゆめすぎと ひだまり広場ステ

ージ（第３１回杉戸町産業祭会場内）において、杉戸町表彰式典を開催します。 

 

記 

■式典概要 

 □名称 令和元年度杉戸町表彰式典 

 □概要  毎年１１月３日を基準日として選考した、町の発展に寄与された、もしくは、

広く町民の模範となる功績者として『杉戸町表彰』を贈呈しています。 

また、スポーツ・文化の分野において優れた功績のあった方をたたえた、

『杉戸町スポーツ大賞』及び『杉戸町文化大賞』につきましても、併せて開催

しております。 

さらに『杉戸町感謝状授与要綱』に基づき、町のために善行をなされた方々

に対し感謝状の授与を併せて実施いたします。 

□日時・会場等    

日  時 ： １１月３日（日・文化の日） １１時２５分開式 

  場  所 ： アグリパークゆめすぎと ひだまり広場ステージ 

         （住所：杉戸町大字才羽８２３番地 ☎０４８０-３８-４１８９ ） 

  受賞者等 ：・杉戸町表彰      １２名・１団体 

        ・杉戸町スポーツ大賞   ７名・３団体 

        ・杉戸町文化大賞     １名 

        ・感謝状（善行）     １名・３団体 

計 ２１名・７団体（別紙パンフレット参照） 

   式典内容 ：受賞者紹介と表彰状・感謝状授与 

 

■その他  

【資  料】・令和元年度杉戸町表彰式パンフレット 

・杉戸町表彰規則（取扱規程）外各種表彰関連要綱 

    

杉 戸 町 記 者 発 表 資 料 

○ 令和元年１１月１日（金） 

○ 担当課名  総務課 

○ 担当者名   門脇・植原・ 本橋 

○ 電話番号 0480-33-1111（内線213） 



 

 

 

令和元年度 

 

 

杉戸町表彰 
 

 

 

 

令和元年 11 月 3 日（日） 



令和元年度 杉戸町表彰受賞者一覧 

（敬称略） 

No.No.No.No.    氏名氏名氏名氏名・・・・団体名団体名団体名団体名    功績功績功績功績    

1111    
みやたみやたみやたみやた    としおとしおとしおとしお    町議会議員町議会議員町議会議員町議会議員    

24242424 年年年年    宮田宮田宮田宮田    利雄利雄利雄利雄    

2222    
かつおかかつおかかつおかかつおか    としゆきとしゆきとしゆきとしゆき    町議会議員町議会議員町議会議員町議会議員    

12121212 年年年年    勝岡勝岡勝岡勝岡    敏至敏至敏至敏至    

3333    
たぐちたぐちたぐちたぐち    みのるみのるみのるみのる    人権擁護委員人権擁護委員人権擁護委員人権擁護委員    

12121212 年年年年    田口田口田口田口    實實實實    

4444    
おおしまおおしまおおしまおおしま    ゆきおゆきおゆきおゆきお    区長区長区長区長    

9999 年年年年    大島大島大島大島    行雄行雄行雄行雄    

5555    
なかむらなかむらなかむらなかむら    としことしことしことしこ    杉戸町国民健康保険運営協議会委員杉戸町国民健康保険運営協議会委員杉戸町国民健康保険運営協議会委員杉戸町国民健康保険運営協議会委員    

18181818 年年年年    中村中村中村中村    利志子利志子利志子利志子    

6666    
せきぐちせきぐちせきぐちせきぐち    ひろしひろしひろしひろし    杉戸町国民健康保険運営協議会委員杉戸町国民健康保険運営協議会委員杉戸町国民健康保険運営協議会委員杉戸町国民健康保険運営協議会委員    

14141414 年年年年    関口関口関口関口    博司博司博司博司    

7777    
なかやまなかやまなかやまなかやま    ひさしひさしひさしひさし    杉戸町国民健康保険運営協議会委員杉戸町国民健康保険運営協議会委員杉戸町国民健康保険運営協議会委員杉戸町国民健康保険運営協議会委員    

8888 年年年年    中山中山中山中山    久久久久    

8888    
いなばいなばいなばいなば    ひろしひろしひろしひろし    学校歯科医学校歯科医学校歯科医学校歯科医    

39393939 年年年年 8888 ヶヶヶヶ月月月月    稲葉稲葉稲葉稲葉    洋洋洋洋    

9999    
はるやまはるやまはるやまはるやま    きいちきいちきいちきいち    学校医学校医学校医学校医    

35353535 年年年年    春山春山春山春山    喜一喜一喜一喜一    

10101010    
なかむらなかむらなかむらなかむら    まさゆきまさゆきまさゆきまさゆき    消防団員消防団員消防団員消防団員    

20202020 年年年年    中村中村中村中村    雅之雅之雅之雅之    

                

                



杉戸町表彰 表彰式典 
 

次 第 
 

１   開 式 

 
２   杉 戸 町 表 彰 

受 賞 者 紹 介 

表 彰 状 授 与 

 
３   杉戸町スポーツ大賞 

受 賞 者 紹 介 

表 彰 状 授 与 

 
４   杉戸町文化大賞 

受 賞 者 紹 介 

表 彰 状 授 与 

 
５   杉戸町感謝状授与 

被 授 与 者 紹 介 

感 謝 状 授 与 

 
６   町 長 あ い さ つ 

 
７   来 賓 紹 介 及 び 来 賓 祝 辞 

 
８    主 催 者 紹 介 

 
９    閉  式 



                

                

No.No.No.No.    氏名氏名氏名氏名・・・・団体名団体名団体名団体名    功績功績功績功績    

11111111    
しらいししらいししらいししらいし    ひでおひでおひでおひでお    

消防団員消防団員消防団員消防団員    

20202020 年年年年    白石白石白石白石    秀夫秀夫秀夫秀夫    

12121212    
やまぐちやまぐちやまぐちやまぐち    なおゆきなおゆきなおゆきなおゆき    消防団員消防団員消防団員消防団員    

20202020 年年年年    山口山口山口山口    直之直之直之直之    

11113333    

すぎとえこぐりーんすぎとえこぐりーんすぎとえこぐりーんすぎとえこぐりーん    
多年多年多年多年にわたりにわたりにわたりにわたり環境保全活動環境保全活動環境保全活動環境保全活動やややや環境教育環境教育環境教育環境教育、、、、環境環境環境環境フェアフェアフェアフェア

「「「「杉戸杉戸杉戸杉戸アースデーアースデーアースデーアースデー」」」」をををを継続継続継続継続してしてしてして実施実施実施実施しししし、、、、環境保全意識環境保全意識環境保全意識環境保全意識

のののの普及啓発普及啓発普及啓発普及啓発にににに尽力尽力尽力尽力    
すぎとエコグリーンすぎとエコグリーンすぎとエコグリーンすぎとエコグリーン    

 

※注 杉戸町表彰規則取扱規程により次の期間を加算しています。 

   会長・委員長＝在職期間 区長代理、副区長＝在職期間×１/2 



令和元年度 杉戸町スポーツ大賞受賞者一覧 

(敬称略) 

No.No.No.No.    氏名氏名氏名氏名・・・・団体名団体名団体名団体名    功績功績功績功績    

１１１１    

えだえだえだえだ    たくとたくとたくとたくと    令和元年度令和元年度令和元年度令和元年度    

全国高等学校総合体育大会陸上競技大会全国高等学校総合体育大会陸上競技大会全国高等学校総合体育大会陸上競技大会全国高等学校総合体育大会陸上競技大会    

男子男子男子男子    走幅跳走幅跳走幅跳走幅跳    第第第第８８８８位位位位    
江田江田江田江田    拓斗拓斗拓斗拓斗    

２２２２    

いながきいながきいながきいながき    ゆいゆいゆいゆい    令和元年度令和元年度令和元年度令和元年度    

全国高等学校総合体育大会陸上競技大会全国高等学校総合体育大会陸上競技大会全国高等学校総合体育大会陸上競技大会全国高等学校総合体育大会陸上競技大会    

女子女子女子女子    円盤投円盤投円盤投円盤投    出場出場出場出場    
稲垣稲垣稲垣稲垣    憂衣憂衣憂衣憂衣    

３３３３    

かないかないかないかない    ひろやひろやひろやひろや    令和元年度令和元年度令和元年度令和元年度    

全国高等学校総合体育大会陸上競技大会全国高等学校総合体育大会陸上競技大会全国高等学校総合体育大会陸上競技大会全国高等学校総合体育大会陸上競技大会    

男子男子男子男子    ４００４００４００４００ｍｍｍｍHHHH    出場出場出場出場    
金井金井金井金井    嘉哉嘉哉嘉哉嘉哉    

４４４４    

かねこかねこかねこかねこ    しゅうやしゅうやしゅうやしゅうや    令和元年度令和元年度令和元年度令和元年度    

全国高等学校総合体育大会陸上競技大会全国高等学校総合体育大会陸上競技大会全国高等学校総合体育大会陸上競技大会全国高等学校総合体育大会陸上競技大会    

男子男子男子男子    八種競技八種競技八種競技八種競技    出場出場出場出場    
金子金子金子金子    柊也柊也柊也柊也    

５５５５    

きのしたきのしたきのしたきのした    すずなすずなすずなすずな    令和元年度令和元年度令和元年度令和元年度    

全国高等学校総合体育大会陸上競技大会全国高等学校総合体育大会陸上競技大会全国高等学校総合体育大会陸上競技大会全国高等学校総合体育大会陸上競技大会    

女子女子女子女子    ８００８００８００８００ｍｍｍｍ    出場出場出場出場    
木下木下木下木下    紗那紗那紗那紗那    

６６６６    

にわにわにわにわ    はるなはるなはるなはるな    令和元年度令和元年度令和元年度令和元年度    

全国高等学校総合体育大会陸上競技大会全国高等学校総合体育大会陸上競技大会全国高等学校総合体育大会陸上競技大会全国高等学校総合体育大会陸上競技大会    

女子女子女子女子    ８００８００８００８００ｍｍｍｍ    出場出場出場出場    
丹羽丹羽丹羽丹羽    遥奈遥奈遥奈遥奈    

７７７７    

よつもとよつもとよつもとよつもと    ももなももなももなももな    令和元年度令和元年度令和元年度令和元年度    

全国高等学校総合体育大会陸上競技大会全国高等学校総合体育大会陸上競技大会全国高等学校総合体育大会陸上競技大会全国高等学校総合体育大会陸上競技大会    

女子女子女子女子    ３３３３,,,,００００００００００００ｍｍｍｍ    出場出場出場出場    
四元四元四元四元    桃奈桃奈桃奈桃奈    



                

                

                

No.No.No.No.    氏名氏名氏名氏名・・・・団体名団体名団体名団体名    功績功績功績功績    

８８８８    

がっこうほうじんしょうへいがくえんがっこうほうじんしょうへいがくえんがっこうほうじんしょうへいがくえんがっこうほうじんしょうへいがくえん    

しょうへいこうとうがっこうしょうへいこうとうがっこうしょうへいこうとうがっこうしょうへいこうとうがっこう    

らぐびーぶらぐびーぶらぐびーぶらぐびーぶ    アシックスカップアシックスカップアシックスカップアシックスカップ 2019201920192019    第第第第 6666 回全国高等学校回全国高等学校回全国高等学校回全国高等学校    

7777 人制人制人制人制ラグビーフットボールラグビーフットボールラグビーフットボールラグビーフットボール大会大会大会大会    出場出場出場出場    学校法人昌平学園学校法人昌平学園学校法人昌平学園学校法人昌平学園    

昌平高等学校昌平高等学校昌平高等学校昌平高等学校    

ラグビーラグビーラグビーラグビー部部部部    

９９９９    

さいたまけんりつさいたまけんりつさいたまけんりつさいたまけんりつ    

すぎとこうとうがっこうすぎとこうとうがっこうすぎとこうとうがっこうすぎとこうとうがっこう    

だんすぶだんすぶだんすぶだんすぶ    

第第第第 9999 回全日本高等学校回全日本高等学校回全日本高等学校回全日本高等学校チームダンスチームダンスチームダンスチームダンス選手権大会選手権大会選手権大会選手権大会    

全国決勝大会全国決勝大会全国決勝大会全国決勝大会    出場出場出場出場    

埼玉県立杉戸高等学校埼玉県立杉戸高等学校埼玉県立杉戸高等学校埼玉県立杉戸高等学校    

ダンスダンスダンスダンス部部部部    

１０１０１０１０    

すぎとちょうりつすぎとちょうりつすぎとちょうりつすぎとちょうりつ    

ひろしまちゅうがっこうひろしまちゅうがっこうひろしまちゅうがっこうひろしまちゅうがっこう    

じょしそふとてにすぶじょしそふとてにすぶじょしそふとてにすぶじょしそふとてにすぶ    
第第第第５０５０５０５０回全国中学校回全国中学校回全国中学校回全国中学校ソフトテニスソフトテニスソフトテニスソフトテニス大会大会大会大会    

女子女子女子女子ソフトテニスソフトテニスソフトテニスソフトテニス    団体団体団体団体    第第第第３３３３位位位位    

杉戸町立広島中学校杉戸町立広島中学校杉戸町立広島中学校杉戸町立広島中学校    

女子女子女子女子ソフトテニスソフトテニスソフトテニスソフトテニス部部部部    

                

                

                

                

                



令和元年度 杉戸町文化大賞受賞者一覧 

(敬称略) 

No.No.No.No.    氏名氏名氏名氏名・・・・団体名団体名団体名団体名    功績功績功績功績    

１１１１    
みえだみえだみえだみえだ    おんぷおんぷおんぷおんぷ    

第第第第 38383838 回回回回    全国中学生人権作文全国中学生人権作文全国中学生人権作文全国中学生人権作文コンテストコンテストコンテストコンテスト    奨励賞奨励賞奨励賞奨励賞    

三枝三枝三枝三枝    音舞音舞音舞音舞    

    
    

    

    

    
    

    

    

    
    

    

    

    
    

    

    

    
    

    

    

    
    

    

    

    
    

    

    

    
    

    

    

    
    

    

    

                



 

令和元年度 感謝状被授与者一覧 

（敬称略） 

No.No.No.No.    氏名氏名氏名氏名・・・・団体名団体名団体名団体名    善行善行善行善行のののの概要概要概要概要    

1111    
はまだはまだはまだはまだ    よしこよしこよしこよしこ    杉戸町杉戸町杉戸町杉戸町くらしのくらしのくらしのくらしの会会会会会長会長会長会長としてとしてとしてとして１２１２１２１２年年年年間間間間にわたりにわたりにわたりにわたり消費消費消費消費

生活生活生活生活のののの安定及安定及安定及安定及びびびび向上向上向上向上のためののためののためののための活動活動活動活動をををを行行行行ったったったった。。。。    濱田濱田濱田濱田    淑子淑子淑子淑子    

2222    

さいたまけんりつさいたまけんりつさいたまけんりつさいたまけんりつ    

すぎとこうとうがっこうすぎとこうとうがっこうすぎとこうとうがっこうすぎとこうとうがっこう    
16161616 年間年間年間年間にわたりにわたりにわたりにわたり未成年飲酒未成年飲酒未成年飲酒未成年飲酒・・・・喫煙防止喫煙防止喫煙防止喫煙防止キャンペキャンペキャンペキャンペ

ーンーンーンーン活動活動活動活動をををを行行行行ったったったった。。。。    

埼玉県立杉戸高等学校埼玉県立杉戸高等学校埼玉県立杉戸高等学校埼玉県立杉戸高等学校    

3333    

さいたまけんりつさいたまけんりつさいたまけんりつさいたまけんりつ    

すぎとのうぎょうこうとうがっこうすぎとのうぎょうこうとうがっこうすぎとのうぎょうこうとうがっこうすぎとのうぎょうこうとうがっこう    
16161616 年間年間年間年間にわたりにわたりにわたりにわたり未成年飲酒未成年飲酒未成年飲酒未成年飲酒・・・・喫煙防止喫煙防止喫煙防止喫煙防止キャンペキャンペキャンペキャンペ

ーンーンーンーン活動活動活動活動をををを行行行行ったったったった。。。。    

埼玉県立杉戸農業高等学校埼玉県立杉戸農業高等学校埼玉県立杉戸農業高等学校埼玉県立杉戸農業高等学校    

4444    

がっこうほうじんしょうへいがくえんがっこうほうじんしょうへいがくえんがっこうほうじんしょうへいがくえんがっこうほうじんしょうへいがくえん    
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○杉戸町表彰規則 

平成22年10月1日 

規則第26号 

 

(目的) 

第1条 この規則は、町の発展に寄与し、又は広く町民の模範となるべき功績のあった個

人及び団体の表彰に関し、必要な事項を定めることを目的とする。 

 

(表彰の基準) 

第2条 表彰は、次の各号のいずれかに該当する個人又は団体について行う。 

(1) 町議会議員として8年以上在職し、その功績が特に優れたもの 

(2) 選挙によって就任した各種委員又は任命及び選任について議会の同意を得て就任

した各種委員として8年以上在職し、その功績が特に優れたもの 

(3) 前号に掲げるもののほか、杉戸町の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁

償等に関する条例(昭和35年杉戸町条例第13号)別表の区分欄に掲げる各種委員等とし

て8年以上在職し、その功績が特に優れたもの 

(4) 消防又は水防の業務に貢献し、その功績が特に優れたもの 

(5) 社会福祉の増進に寄与し、その功績が特に優れたもの 

(6) 交通安全、防犯等に尽力し、その功績が特に優れたもの 

(7) 保健衛生の改善向上に寄与し、その功績が特に優れたもの 

(8) 産業の振興に貢献し、その功績が特に優れたもの 

(9) 教育、文化又はスポーツの振興に貢献し、その功績が特に優れたもの 

(10) 町の公益又は発展に貢献し、その功績が特に優れたもの 

(11) 善行が特に優れ、他の模範となるもの 

(12) 副町長及び教育長として8年以上在職し、その功績が特に優れたもの 

(13) その他特に表彰に値すると認められるもの 

 

(表彰の方法) 

第3条 表彰は、町長が表彰状を授与して行う。 

2 表彰には、副賞をそえるものとする。 

 

(年数の計算) 

第4条 第2条第1号から第3号及び第12号に規定する年数の計算は、次の各号により行う。 

(1) 1月未満の端数を生じたときは、1月とする。 

(2) 就任の月より起算し、退任の月をもって終る。 

(3) 年数は、中断してもその前後を通算する。 

 

(表彰の時期) 

第5条 表彰は、毎年1回行う。ただし、特に必要がある場合は臨時に行うことができる。 



 

 

 

(追賞) 

第6条 この規則により表彰される者が表彰前に死亡したときは追賞し、表彰状及び副賞

はその遺族に授与する。 

 

(重複表彰) 

第7条 既に表彰を受けた者であっても、表彰を受けた後、新たな功績により第2条表彰の

基準を満たした場合は、表彰の対象とする。 

 

(表彰者の名簿等) 

第8条 町長は、この規則により表彰したときは、具申書及び表彰を受けた者の氏名その

他必要事項を表彰者名簿に登録して、永久に保存するものとする。 

 

(雑則) 

第9条 この規則に定められるもののほか、表彰について必要な事項は、町長が別に定め

る。 

 

附 則 

(施行期日) 

1 この規則は、平成22年11月4日から施行する。 

(経過措置) 

2 この規則の施行前に、杉戸町表彰規程(平成10年杉戸町訓令第10号)の規定により表彰さ

れた者は、この規則により表彰されたものとみなす。 

 



 

 

○杉戸町表彰規則取扱規程 

平成22年10月1日 

訓令第16号 

 

(趣旨) 

第1条 この訓令は、杉戸町表彰規則(平成22年杉戸町規則第26号。以下「規則」という。)

第9条の規定に基づき必要な事項を定めるものとする。 

 

(選考基準) 

第2条 規則第2条各号に定める個人又は団体は、表彰年前年の11月4日から表彰年の11月3

日までの間に在職又は存続するものの中から選考するものとする。 

2 規則第2条第1号の町議会議員の在職期間の積算において、町議会議員の在職期間中に、

議長及び副議長に就任した期間があるときは、議長にあってはその在職期間を、副議長

にあってはその在職期間の2分の1を当該議員の在職年数に加算するものとする。 

3 規則第2条第2号の各種委員の在職期間の積算において、各種委員の在職期間中に会長

又は委員長としての在職期間があるときは、その在職期間をそれぞれ当該委員の在職期

間に加算するものとする。 

4 規則第2条第3号の各種委員等の在職期間の積算において、各種委員等の在職期間中に、

会長としての在職期間があるときは、その在職期間をそれぞれ当該委員等の在職期間に

加算する。また、各種委員等のうち区長代理及び副区長の在職期間の積算は、在職期間

に2分の1を乗じるものとし、医師として、委嘱された町医、校医又は園医の在職期間の

積算は、これらの在職期間を加えた合計とする。 

5 規則第2条第4号の規定に該当するものは、次に掲げるものとする。 

(1) 消防団員として12年以上勤務し、功績の著しいもの 

(2) 災害時にあって、その防護若しくは復旧に従事し、功績の著しいもの 

(3) その他消防又は水防の業務に貢献し、特に功績の著しいもの 

6 規則第2条第5号の規定に該当するものは、次に掲げるものとする。 

(1) 社会福祉関係団体の役員としてその発展に12年以上尽力し、功績の著しいもの 

(2) 民生委員、児童委員として12年以上貢献し、功績の著しいもの 

(3) 保護司として12年以上尽力し、功績の著しいもの 

(4) その他社会福祉の増進に寄与し、特に功績の著しいもの 

7 規則第2条第6号の規定に該当するものは、次に掲げるものとする。 

(1) 交通安全又は防犯を目的とする団体の役員としてその発展に12年以上尽力し、功績

の著しいもの 

(2) その他交通安全、治安維持等に尽力し、特に功績の著しいもの 

8 規則第2条第7号の規定に該当するものは、次に掲げるものとする。 

(1) 保健衛生関係団体の役員としてその発展に12年以上尽力し、功績の著しいもの 

(2) その他保健衛生の改善向上に寄与し、特に功績の著しいもの 

9 規則第2条第8号の規定に該当するものは、次に掲げるものとする。 



 

 

(1) 農林水産、商工業、建設業等の産業団体の役員としてその発展に12年以上尽力し、

功績の著しいもの 

(2) その他産業の振興に貢献し、特に功績の著しいもの 

10 規則第2条第9号の規定に該当するものは、次に掲げるものとする。 

(1) 教育、文化又はスポーツ関係団体の役員として12年以上尽力し、功績の著しいもの 

(2) スポーツ又は文化の競技会等で優秀な成績を収め、郷土の名誉を高揚し、功績の著

しいもの 

(3) その他教育、文化又はスポーツの振興に貢献し、特に功績の著しいもの 

11 規則第2条第10号の規定に該当するものは、次に掲げるものとする。 

(1) 統計調査員として12年以上従事し、功績の著しいもの 

(2) その他統計の推進に貢献し、特に功績の著しいもの 

(3) 公害の防止、自然保護、鳥獣保護等を目的とする団体の役員として、その発展に12

年以上尽力し、功績の著しいもの 

(4) その他環境の保全に貢献し、特に功績の著しいもの 

(5) 児童及び青少年の健全育成を目的とする団体の役員として、その発展に12年以上尽

力し、功績の著しいもの 

(6) その他児童及び青少年の健全育成に貢献し、特に功績の著しいもの 

 

附 則 

(施行期日) 

1 この訓令は、平成22年11月4日から施行する。 

(杉戸町表彰規程の廃止) 

2 杉戸町表彰規程(平成10年杉戸町訓令第10号)は、廃止する。 

 



 

 

   杉戸町スポーツ大賞表彰要綱 

（目的） 

第１条 この告示は、体育スポーツの分野において顕著な活動をし、優れた実績を収めた

ことにより、杉戸町のスポーツの振興に貢献し、他の規範となるものに対し、杉戸町ス

ポーツ大賞を授与し、その功績をたたえることを目的とする。 

（表彰の対象） 

第２条 表彰の対象となる者は、町内に居住、通学若しくは通勤する者、又は町内に事務

局を置くスポーツ団体とする。 

（表彰の基準） 

第３条 表彰候補者等は、次の各号のいずれかに該当するものから選定する。 

(1) スポーツの競技会等で優秀な成績を収め、郷土の名誉を高揚し、功績の著しいも    

 の 

(2) その他前号に掲げるものに準ずるものであって、特に表彰に値すると認められる 

もの 

（表彰の方法） 

第４条 表彰は、受賞者に表彰状及び副賞を授与して行う。 

（欠格条項） 

第５条 第２条及び第３条の規定にかかわらず、公の秩序又は善良の風俗に反する行為を

行ったものは、表彰の対象としないものとする。 

（表彰の時期） 

第６条 表彰は、毎年１回行う。ただし、特に必要がある場合は臨時に行うことができる。 

（追賞） 

第７条 第２条及び第３条の規定に該当する者が、表彰前に死亡したときは追賞し、表彰

状及び副賞はその遺族に授与する。 

（重複表彰） 

第８条 既に表彰を受けた者であっても、表彰を受けた後、新たな功績により第３条に規

定する表彰の基準を満たした場合は、表彰の対象とする。 

（表彰者の名簿等） 

第９条 町長は、この告示により表彰したときは、具申書及び表彰を受けた者の氏名その

他必要事項を表彰者名簿に登録して、永久に保存するものとする。 

（事務局） 

第１０条 表彰に関する事務は、総務課が行うものとする。  

（その他） 

第１１条 この告示に定めるもののほか、杉戸町スポーツ大賞について必要な事項は、町

長が別に定める。  

   附 則 

 この告示は、公布の日から施行する。 

 



 

 

   杉戸町文化大賞表彰要綱 

（目的） 

第１条 この告示は、文化芸術の分野において顕著な活動をし、優れた実績を収めたこと

により、杉戸町の文化の振興に貢献し、他の規範となるものに対し、杉戸町文化大賞を

授与し、その功績をたたえることを目的とする。 

（表彰の対象） 

第２条 表彰の対象となる者は、町内に居住、通学若しくは通勤する者、町内の文化団体

に所属する者又は主として町内において芸術文化活動を行う者とする。 

（表彰の基準） 

第３条 表彰候補者等は、次の各号のいずれかに該当するものから選定する。 

(1) 文化芸術の分野において顕著な活動をし、優れた実績を収めたことにより、郷土 

の名誉を高揚し、功績の著しいもの 

(2) その他前号に掲げるものに準ずるものであって、特に表彰に値すると認められる 

もの 

（表彰の方法） 

第４条 表彰は、受賞者に表彰状及び副賞を授与して行う。 

（欠格条項） 

第５条 第２条及び第３条の規定にかかわらず、公の秩序又は善良の風俗に反する行為を

行ったものは、表彰の対象としないものとする。 

（表彰の時期） 

第６条 表彰は、毎年１回行う。ただし、特に必要がある場合は臨時に行うことができる。 

（追賞） 

第７条 第２条及び第３条の規定に該当する者が、表彰前に死亡したときは追賞し、表彰

状及び副賞はその遺族に授与する。 

（重複表彰） 

第８条 既に表彰を受けた者であっても、表彰を受けた後、新たな功績により第３条に規

定する表彰の基準を満たした場合は、表彰の対象とする。 

（表彰者の名簿等） 

第９条 町長は、この告示により表彰したときは、具申書及び表彰を受けた者の氏名その

他必要事項を表彰者名簿に登録して、永久に保存するものとする。 

（事務局） 

第１０条 表彰に関する事務は、総務課が行うものとする。  

（その他） 

第１１条 この告示に定めるもののほか、杉戸町文化大賞について必要な事項は、町長が

別に定める。  

   附 則 

 この告示は、公布の日から施行する。 

 



 

 

○杉戸町感謝状授与要綱 

 

平成30年10月9日 

告示第195号 

 

(目的) 

第1条 この告示は､杉戸町表彰規則(平成22年杉戸町規則第26号)第2条に該当しない他

の模範となる個人又は団体の善行等の活動(以下｢善行等｣という｡)に対し､感謝状の授与

を通して､その善行等を称えるとともに､住民の町への愛着心を醸成することを目的とす

る｡ 

(対象) 

第 2 条 感謝状の授与の対象は､次の各号のいずれかに該当する町内における善行等とす

る｡ただし､町民又は町内に活動の拠点を有する団体については､町外における活動も対

象とする｡ 

(1)青少年健全育成活動 

(2)ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ活動 

(3)自然･環境保護活動 

(4)文化財保護･伝統文化継承活動 

(5)その他町長が特に認める活動 

(審査)   

第 3 条 善行等の当事者による自薦､関係者による他薦又は関連する事務を所掌する課(以

下｢関係課｣という｡)の推薦に基づき､関係課が杉戸町感謝状候補者推薦調書(様式第 1号)

を作成し､随時審査を行う｡ 

2 前項の審査は原則として書面審査で行い､必要がある場合は関係者を招集し､審査会を

開くことができる｡ 

(授与) 

第 4 条 前条の審査の結果､感謝状(様式第 2 号)を授与することを相当と認めるときは､こ

れを授与する｡ 

2 感謝状の授与は､毎年1回行う｡ただし､特に必要がある場合は臨時に行うことができる｡ 

3 感謝状を受ける者が授与の前に死亡したときは､その感謝状は遺族に授与する｡ 

 (再度の授与) 

第5条 既に感謝状の授与をされた者であっても､授与後､授与対象となった善行等とは別

に新たな善行等を行い､第3条の審査を経て感謝状授与相当と認められた場合は､授与の

対象とする｡ 

 (公表) 

第6条 関係課は､この告示による感謝状の授与があった場合､広報すぎと等により積極的

に公表するよう努めなければならない｡ 

 (名簿の整備) 

第 7 条 感謝状の授与者又は授与団体については､必要事項を杉戸町感謝状授与者名簿(様



 

 

式第 3 号)へ登録し､保存するものとする｡ 

(雑則) 

第 8 条 この告示に定めるもののほか､必要な事項は､町長が別に定める｡ 

附 則 

この告示は､公布の日から施行する｡ 


