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平成２６年度からの区長を紹介します
　町では、行政事務の円滑な運営を図るため各地域に区を設け、みなさんとのパイプ役として区長を委嘱
しています。区長は、主に町からの連絡事項の伝達、町への意見や要望の取りまとめをお願いしています。

区名 担当区域 区長名

1－1 下野 藤田　敏男

1－2
高野台西 1・2・3・4・
5・6 丁目

岡本　慎二

2－1
宮の下、上株、中
志

松永　行雄

2－2
高野台南 1・2・3・4・
5 丁目

金田　年夫

3 高野団地 饗場　信昭

4 下株、佐内 平井　　馨

5 大栄団地 若原　輝豊

6 むさし堤団地 金田　　勝

7－1 将監、大島、小谷堀 小島　　一

7－2 高野台東 1・2 丁目 藤城　　均

8－1
上杉戸（上杉戸、
舎人、河原の一部）

後藤　茂夫

8－2 県営杉戸舎人団地 景山　勝子

8－3 太平ガーデンヒルズ 髙橋　一行

9－1
横町（杉戸 1・5・6
丁目の一部、杉戸 7
丁目）

山﨑　松男

9－2
横 町（ 杉 戸 5・6 丁
目の一部、舎人、上
田の一部）

大坪　安吉

区名 担当区域 区長名

23 本島 海老原　榮一

24 遠野、広戸沼 増田　隆司

25 佐左ェ門 小江戸　敏夫

26 並塚 田中　正俊

27 才羽 田口　政行

28 大塚、北蓮沼 細井　純一

29
源内、宮内、藤
搦

千葉　建夫

30
上 本 村、 中 本
村、下本村、諏
訪、倉持、桑崎

岩浪　　実

31
上蔵久、上新田、
下蔵久

古谷　　肇

32
表 本 郷、 南 本
郷、倉付、隼人、
三ッ俣

大作　和夫

33
木津内、宮前、
目沼

石塚　秀雄

34 鷲巣、木野川 城野　正隆

35 深輪、屏風 関口　保眞

36 椿 中山　　久

区名 担当区域 区長名
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十八丁、与佐ェ門（雅楽、与
佐ェ門、与佐ェ門前、十八丁
の一部）、内田 3 丁目の一部、
内田 4 丁目

関口　秀雄

11 フレッシュタウン団地 鈴木　　勲

12 河原（杉戸 1・4 丁目の一部）橋本　明彦

13
愛宕町（杉戸 1・2・3・4
丁目、内田 1・2 丁目の一部）

堀江　秀男

14 寿町（杉戸 3・4 丁目の一部）大島　行雄

15－1
本町（杉戸 2・3 丁目、
内田 2・3 丁目の一部）

木村　三樹男

15－2 内田団地 五十嵐　弘次

16
新町（杉戸 2・3 丁目、
清地 1 丁目の一部）

大澤　　光

17
上清地、中清地（清地 1
丁目、内田 2 丁目の一部）

髙橋　　明

18
下清地（清地 1・2 丁目
の一部・清地 4・5 丁目・
清地 6 丁目の一部）

髙橋　　恒

19
中妻（清地 2・3 丁目、
清地 6 丁目の一部）

稲庭　　清

20
三本木（清地 2・3 丁目、
清地 6 丁目の一部）

加藤　　功

21
豊後（大字清地、倉松
5 丁目の一部）

小山　　東

22
倉松（倉松 1・2・3・4 丁目、
倉松 5 丁目の一部、大字倉松）

篠田　一兄
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7 月 1 日㈫から　町民課窓口でパスポートの申請・交付を開始！！
■申請できる方　
　杉戸町に住民登録がある方
※県のパスポートセンター（大宮・春日部・熊谷など）では、原則、申請ができなくなります。
※  6 月末までに県内のパスポートセンターで申請した場合には、7 月以降でも申請したパスポー

トセンターで交付を受けることになります。

■受付時間 ■手数料

申請 月～金曜日 9 時～ 16 時 30 分

交付
月～金曜日 9 時～ 16 時 30 分
日曜日※

( 第 2・4 のみ )
9 時～正午

旅券の種類 収入印紙
埼玉県

収入証紙
合計

10 年旅券 14,000 円 2,000 円 16,000 円
5 年旅券 9,000 円 2,000 円 11,000 円

12 歳未満 4,000 円 2,000 円 6,000 円
記載事項変更 4,000 円 2,000 円 6,000 円

増補 2,000 円 500 円 2,500 円
【注意】土曜日、祝日、年末年始は業務を行いません。
　　　※第 2・4 日曜日が、祝日の場合も交付します。

【注意】手数料は、パスポートを受け取る時に納めていただきます。
　　　 収入印紙は郵便局等、埼玉県収入証紙は役場会計課等で

販売しています。会計課は、平日のみ販売しています。

■受付場所　役場　町民課　パスポート受付窓口
■必要書類　申請に必要な書類等は、旅券の申請案内及び一般旅券発給申請書に記載してありますので、ご確認ください。
　※申請書は、役場町民課、西公民館、深輪産業団地地区センターにあります。
■問合せ　町民課　内線 254　※詳細については、町ホームページでも確認できます

４月５日㈯

4 月 20 日㈰

5 月 14 日㈬

　役場駐車場（国道 4 号側）において、春の全国交通安全運動出陣式が実施されました。
交通安全関係団体（12 団体・120 名）は、国道 4 号の両側に整列して清地交差点か
ら清地 2 交差点までの 250 メートルの区間に、交通安全のメッセージが記された“の
ぼり旗”を掲げ、通過する車両 1 台 1 台のドライバーに安全運転を呼びかけました。

　昨年 10 月に行われた第 68 回皇后賜杯全日本ソフトテニス選手権大会で優勝した上原絵里さ
ん（ナガセケンコー所属）らによる、町内小・中学生を対象にしたソフトテニス講習会が、南
テニスコート（大字堤根）で開催されました。
　当日は約 80 人が集まり、上原さんらの熱心な指導を受け、元気な掛け声とともに汗を流し
ました。上原さんは杉戸町出身で、小学 2 年生から杉戸ジュニアテニススポーツ少年団でソフ
トテニスを始め、2010 年の中国・広州アジア競技大会で金メダル獲得など数々の功績を残しま
したが、先日惜しまれながら引退を表明しました。

　昨年 12 月に民生委員・児童委員を退任された 3 名の方々が厚生労働大臣特別表彰
を受賞され、古谷町長から表彰状と記念品が伝達されました。
　表彰を受けられたのは、飯塚礼子さん（写真右）、金田登喜子さん（写真左）、井田千尋さんです。
　飯塚さんは 22 年、金田さんは 18 年、井田さんは 15 年の長きにわたり民生委員・
児童委員を務め、地域福祉の向上に貢献されました。長い間、ありがとうございました。

春の全国交通安全運動出陣式が実施されました

上原絵里さんらによるソフトテニス講習会

厚生労働大臣特別表彰を受賞

　杉戸西近隣公園野球場（高野台西4丁目）において、杉戸町スポーツ推進委員連
絡協議会の主催による「レクリエーションスポーツフェア」が開催されました。
　杉戸高野台さくら祭の賑わいと共に、グラウンド・ゴルフ、輪投げ、ペタンクな
どの種目を、誰もが気軽に体験し楽しんでいました。
　この日の参加者は約280名。子どもから大人まで、多くの歓声があがっていました。

　青年海外協力隊として、パプアニューギニアでの派遣期間を終えた杉戸町出身の滝澤
浩一郎さんが、現地での活動報告のため古谷町長を表敬訪問しました。
　近年、パプアニューギニアでは食文化が変わりつつあり、米が主食になろうとしてい
ますが、大半を輸入に頼っています。そこで滝澤さんは2年間、稲作技術の指導に従事
しました。「国際協力は『資金』や『物資』を提供するだけでは達成できない」と、海外
活動への熱意を話してくれました。
　古谷町長は「貴重な体験とその熱意を、町内の小・中学生にも語ってほしい」と、滝
澤さんの志を受けとめました。今後、ますますのご活躍を期待します。

レクリエーションスポーツフェアが開催されました

青年海外協力隊の滝澤さん、町長を表敬訪問

4 月 6 日㈰

4 月 24 日㈭

題
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すぎぴょん

れぽーと

特派員
　ドキドキの田植え体験！元気に育て、古代米！

　5 月 14 日㈬、泉小学校（大字宮前）の学校ファームにおいて、泉
小学校 5 年生を対象にした古代米田植え体験授業が行われました。
　古代住居保存会の実技指導者田口さんは、「田植えの最中の子ど

もたちの態度も良く、上手に植えられました。」と感心していました。
　「田んぼに入った時は足の感触が気持ち悪かったけど、苗を植えるのがだん
だん上手くなって楽しかった。」と泥だらけになりながらも爽やかな表情を見
せる児童たち。古代米の成長が楽しみですね。

（広報特派員　古谷文子、戸張清美）  
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