
「杉戸町創業支援事業計画」で、町内起業者を応援！！

計画によるメリット

創業相談窓口

　町は、商工会、ソプレ・SUGITO（特定非営利活動法人すぎとＳＯＨＯクラブ）、町内金融機関と連携し「杉戸町創業支
援ネットワーク」を形成しています。
　そこで、起業・創業を考える方への支援事業を行う取り組みについて、産業競争力強化法に基づき、平成27年4月から5
か年計画である「杉戸町創業支援事業計画」を策定しました。
　この計画が、国から認定を受け、創業に取り組む個人、中小企業・小規模事業者の方は、国が用意する各種創業支援策の
活用等が可能になりました。

　対象　創業者、第二創業者※2（会社を始めようとする人）
　内容　①　補助金制度（経済産業省中小企業庁による補助）
　　　　　・創業促進補助金　補助率：2/3　補助金額の範囲：100万円以上～200万円以内
　　　　　・第二創業促進補助金　補助率：2/3　補助金額の範囲：100万円以上～200万円以内 
　　　　　　（既存事業を廃止する場合は、廃止費用として800万円）
　　　　②　特例措置
　　　　　・登記にかかる登録免許税の軽減　　・無担保、第三者保証人なしの創業関連保証の枠拡大
　　　　　・創業関連保証の特例の前倒し　　　・日本政策金融公庫「新創業融資制度」の申込み要件緩和

　・杉戸町商工会　☎ (32) 3719　　・商工観光課　商工担当　内線309
　・ソプレ・SUGITO（特定非営利活動法人すぎとＳＯＨＯクラブ）☎ (31) 0055

※1　特定創業支援事業とは、商工会およびソプレ・SUGITOで実施する創業支援のこと。
　　　「経営」、「財務」、「販路開拓」、「人財育成」の知識が身に付く事業
※2　既に事業を営んでいる中小企業・小規模事業者において後継者が先代から事業を引き継いだ
　　　場合などに業態転換や新事業・新分野に進出する事業者

となりまち へ

田園都市づくり協議会 ( 杉戸町を含む
4市 2 町）のイベント情報を掲載して
います。お気軽にお出かけください。

となりまち となりまち へへへ
行こう！

幸手市 -Satte City-
幸手夏祭り
日程　7月 12 日㈰　大神輿渡

と ぎ ょ

御
　　　7月 16 日㈭　 子ども神輿

連合渡御
　　　7月 18 日㈯・19 日㈰　　
　　　　　　　　　山車引廻し
場所　幸手市中央通り
内容　 12 日には、関東三大神輿

の 1 つ宮出し。18 日・19
日には、7台の山車が勢揃
いし、祭り最高潮の花山
では、7台の山車が幸手駅
前を勢いよく駆け上がる。

問合せ　 幸手市観光協会事務局
　　　　（商工観光課内）
　　　　☎ (43) 1111　内線 593

宮代町 -Miyashiro Town-
宮代町民まつり
日程　8月 22 日㈯・23 日㈰
※ 時間等の詳細はお問合せください。
場所　 コミュニティセンター進

修館周辺
内容　 流し踊り、みこしの巡行、

その他子どもから大人ま
で楽しめるイベントが盛
りだくさん。

問合せ　 宮代町民まつり実行委員
会事務局☎ (34) 1111

白岡市 -Shiraoka City-
篠津の天王様
日時　 7 月 19 日㈰　
　　　10時～ 20 時 30 分 
場所　 白岡市篠津地区
内容　 江戸時代末期に造られた

市指定文化財の山車の引
き回し。見事な彫刻と提
灯が飾り付けられた伝統
ある山車。

問合せ　 白岡市観光協会☎ (92) 8151

久喜市 -Kuki City-

久喜提
ちょうちん

燈祭り「天王様」
日時　 7 月 12 日㈰・18 日㈯
　　　12 時～ 22 時
場所　久喜駅西口周辺
内容　 昼の人形山車から、夜は

四面に約 500 個の提燈を
つけた提燈山車へと組み
替え、市内を巡行する様
は圧巻。

問合せ　 久喜市観光協会
　　　　☎ (21) 8632

蓮田市 -Hasuda City-
第 26回 はすだ市民まつり
日時　8月 22 日㈯ [ 雨天決行 ] 
　　　10 時 30 分～
場所　のくぼ通り（蓮田駅東口）
内容　 おどりなどの市民参加イ

ベント、小学生鼓笛隊パ
レードなど盛りだくさん。

問合せ　 はすだ市民まつり実行委員
会事務局（蓮田市商工会内） 

　　　　☎ 048 (769) 1661

カルスタすぎと
 問合せ

町立図書館  ☎ (33) 4056カルスタすぎとカルスタすぎとカルスタすぎとカルスタすぎとカルスタすぎと
生涯学習センター・町立図書館

日時　7月 29 日㈬　15 時～
場所　カルスタすぎと　 多目的ホール
内容　「がんばれスイミー」
上映時間　約 26分　　費用　無料（先着順）

子ども映画会

　身近な自然環境の中で、野草やトンボなどの観
察。図書館の資料を使って調べる自然観察会を開
催します。
日時　7月 26 日㈰　9時 30 分～ 11 時 30 分
　　　※雨天決行（雨天時は屋外活動なし）
場所　カルスタすぎと　集会室および屋外
対象　親子など　　定員　30名（先着順）　
費用　無料
持ち物　 筆記用具、帽子、水筒、レジ袋などのビ

ニール袋など
　　　　※ 虫メガネ、虫取りあみ、虫かごがある

と、より楽しめます。
申込　7月 20 日㈪までにカルスタすぎとへ電話

夏休み自然観察会

日時　第 1・3土曜日　14 時～ 14 時 30 分
　　　第 2水曜日　11 時 20 分～ 11 時 50 分
　　　 第 4土曜日　14 時 30 分～ 15 時

　　　　　　　　　（絵本を使わない素
すばなし

話中心）
※都合により日程が変更になる場合もあります。
場所　カルスタすぎと　おはなしのへや
内容　本の読み聞かせ、紙しばい、手あそび等
対象　乳幼児親子・小学生　　費用　無料

おはなしかい

♠ 7 月の休館日
　6日㈪・13 日㈪・21 日㈫・27 日㈪・31 日㈮
　※ 31日㈮は、館内整理日のため図書館は休館となります。
　　（生涯学習センターは開館）

杉戸町下水道使用料の改定に向けて
上下水道課　経営総務担当（下水道）　☎ (37) 1232

問合せ

　公共下水道事業の健全な運営には、受益者負担の原則に基づく下水道利用者からの適正な使用料徴収が求められる中、町
では平成2年に公共下水道を供用開始から現在まで、使用料の見直しを行っていない状況にあります。
　このため、本来ならば下水道利用者の使用料収入で汚水処理に対する経費全体を賄うべきところですが、6割台半ばの低
い割合にとどまっています。その一方、皆様からお預かりしている税金等を財源とする一般会計から下水道事業特別会計へ
の繰入金（赤字補てん）は増加し、現状のままの使用料体系では町にとって大きな財政負担となります。
　そこで、町では下水道使用料の改定に向けて、公募委員等で構成される審議会へ諮問し、審議を経て答申をいただき、続
いて意見募集を行いました。
　今後は、下水道使用料の改定（値上げ）に向け、9月定例会に下水道使用料の改正（案）を提出しますので、皆様のご理
解とご協力をお願いします。

■杉戸町下水道事業審議会での審議（平成26年度に計4回開催）
　町の諮問に対し、「今後の下水道使用料のあり方について」が審議され、以下の答申が出されました。

■パブリックコメントの実施（平成27年4月15日から5月15日）
　審議会からの答申を基にした「杉戸町下水道使用料の改定案」についてのご意見を募集しました。

□主な意見（要約） □町の見解

　消費税増税等に加え、実質的な年金引
き下げにより毎日の暮らしが大変です。
少額であっても下水道使用料の引き上げ
は受け入れられません。 （反対3件）

　杉戸町は雨水と汚水を別々に処理する分流式下水道であり、町道等の公
共用地の雨水処理費用は不特定多数の方々が受益者のため町が全額負担す
べきであり、全額負担しています。
　汚水処理費用は下水道使用者が特定の受益者であるため、本来ならば使
用者に全額負担していただくものですが、使用料収入で賄いきれない不足
分は町で負担しています。
　この不足分は一般会計より下水道事業会計へ補てんされています。その財
源は受益者である下水道使用者はもとより、非受益者である浄化槽等の使用
者を含めた皆様からお預かりしている税金です。
今回の使用料の改定は、下水道事業の健全な運営を図り、非受益者の方々
の不公平感を解消するため実施するところですが、当面は近隣類似団体と
同等の汚水処理費用に対して使用料による回収程度を目標とするものです。

　下水道事業の赤字分に非受益者の
方々の税金を充てていることに不公平
感があります。
　審議会の答申にもあるように、公共
下水道使用料は受益者の方々に負担して
いただくことで公平であると思います。
 （賛成1件）

「埼玉O・MO・TE・NA・SHI物産観光券」を販売！
　県では、土産品の購入や県内の観光施設、旅館やホテルで使えるプレミ
アム付き物産観光券「埼玉O・MO・TE・NA・SHI物産観光券」を販売し
ています。5,000円分を4,000円で購入でき、平成28年1月末まで県内各地
で利用することができます。（杉戸町内では、アグリパークゆめすぎとな
どで利用可）
　物産観光券はお近くのローソンや大宮ソニックシティ2階「埼玉県物産
観光館そぴあ」などで購入できます。

（一社）埼玉県物産観光協会　☎048 (871) 6984問合せ

・公共下水道使用料についても受益者負担の原則を確保すること。
・ 平成24年度末現在の経費回収率※が64.7％であることや近隣市町の経費回収率を勘案すれば、当面は近隣市町並み
の経費回収率70％とすることを目標に、町民の理解のもと使用料の改定を行うこと。
・ 全国的にも3年から5年で使用料の見直しを実施している状況から、杉戸町においてもそのような期間の中で適宜見
直しを実施すること。

※経費回収率：汚水処理費に要した費用に対する使用料による回収程度を示す指標

　町内の創業に取り組む方で、特定創業支援事業※1の認定を受けた方は、町が証明書を発行
することで、国から以下の支援を受けられます。
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