
みんなでつくるまちづくり支援事業 　　　　　　住民参加推進課
住民生活担当　内線283

問合せ

　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 交付決定額（円）

1 フレッシュタウン自治会 平成27年度フレッシュタウン納涼花火大会 100,000

2 横町盆踊り実行委員会 横町盆踊り  50,000

3 上田地区自治会 上田サロンいこいの会事業  50,000

4 上田文化祭実行委員会 上田文化祭  50,000

5 平成27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

6 　　泉TPA 泉TPAボランティアによる環境美化事業  3,000

7 杉戸高野台さくら祭実行委員会 杉戸高野台さくら祭 100,000

8 杉戸町美術展覧会実行委員会 第3回杉戸町美術展覧会 100,000

9 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  60,000

10 特定非営利活動法人　全国福島県人友の会（旧杉戸元気会）杉戸町民・埼玉県民と富岡町民・福島県民との交流事業  60,000

11 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 80,000

12 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 20,000

13 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（タカミン★フェス）  50,000

14 いきいきふれあいまつり2015実行委員会（旧　杉戸町福祉ボランティア連絡会）いきいきふれあいまつり2015  50,000

15 杉戸ロータリークラブ（旧杉戸中央ロータリークラブ）杉戸町音楽祭 100,000

16 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」 50,000 

17 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 20,000 

18 ふれあいサロンさくら ふれあいサロンさくら  50,000

19 サロン「さらい」 高齢者の親睦や世代間交流の場 60,000

20 すまえるプロジェクト すまえるプロジェクト 50,000 

21 杉戸町図書館友の会 「疎開した40万冊の図書」上映会  40,000

22 　　杉戸町近隣中学生軟式野球交流大会実行委員会 第9回杉戸町近隣中学生軟式野球交流大会 50,000

23 　　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 100,000

24 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モデル事業 60,000

25 杉戸昔あそび伝承会 大凧（杉戸宿）あげと子ども竹馬あそびの伝承 100,000

26 　　高齢者運動健康普及会 地域ペタンク健康活動支援 50,000

27 けやき会 住民による住民のためのボランティア活動  30,000 

28 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

29 高野台子育てサークル 子育てママのクッキング 30,000

30 子育てネット・ぽっぽはうす 親子自然体験教室 50,000 

31 第14回夏祭り実行委員会（シーアイマンション自治会）第14回夏祭り 50,000 

32 　　みどりサロン みどりサロン  70,000

33 図書ボランティアたんぽぽ 絵本の読み聞かせ  20,000 

34 杉の子吹奏楽団 子どもたちに本物の音楽を届けよう（杉の子吹奏楽団第10回ファミリーコンサート） 94,000 

35 　　高野台納涼盆踊り大会実行委員会 2015高野台納涼盆踊り大会 50,000

36 　　本郷青年会 本郷子供夏祭り 50,000

37 東中学校応援団 東中学校区における教育活動支援事業 50,000

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  38,000

39 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） 50,000

40 広島中学校応援団 学校整美事業 50,000

41 三本木阿波踊り実行委員会 三本木阿波踊り事業  60,000 

42 　　下野ふれあいサロン 下野ふれあいサロン 70,000

43 南側用水路清流プロジェクト 南側用水路清流再生事業 13,000

44 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 50,000

45 　　オーケービー 地域の環境整備事業  30,000 

46 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 50,000

47 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 50,000

48 杉小学校応援団 杉小校区環境整備事業 50,000

平成 27 年度　 支援事業数：48 事業　支援金額：2,578,000 円

■平成27年度支援結果（　は新規団体）

杉戸町職員募集

やる気と笑顔！
～自分たちの町をみんなの力でよい町にしよう～

■ 募集職種および受験資格

職　種 採用人数 国��籍 資��格��・��免��許 年　齢　要　件

一般事務 4 名程度

日本国籍

不問
昭和63年4月2日から
平成11年4月1日生まれの人

一般事務
（建築）

若干名
大学で建築の専門課程を専攻し卒業した人
または平成29年3月31日までに卒業見込みの人

昭和61年4月2日から
平成7年4月1日生まれの人

一般事務
（学芸員）

若干名
大学若しくは大学院で日本考古学を専攻し、学芸員
資格を有している人（または平成29年3月31日ま
でに取得見込みの人）

昭和47年4月2日から
平成7年4月1日生まれの人

■ 一次試験： （一般事務、建築、学芸員）
　試験日　9 月 18 日㈰　　試験会場　杉戸町役場
　試験内容　
　　【一般事務】
　　　教養試験、作文試験、職場適用性検査
　　 【建　　築】
　　　教養試験、専門試験（建築）、職場適用性検査
　　 【学 芸 員】
　　　教養試験、実技試験(遺物実測)、職場適用性検査
■ 二次試験（一次試験合格者のみ）
　試験日　10 月中旬　
　試験会場　杉戸町役場
　試験内容　【全職種】
　　　　　　　個人面接試験
　　　　　　　集団討論試験

■受験案内配布期間
　期間　7 月 29 日㈮まで
　　　　※土・日・祝日除く 8 時 30 分～ 17 時 15 分
　場所　 総務課職員担当窓口
　　　　※町ホームページ（右記ＱＲコード）
　　　　　からもダウンロード可能。
■受験申込
　受付期間　７月 11 日㈪～７月 29 日㈮

　申込方法　 「受験案内」をよく読み、必要事項を記入、

必要書類を同封のうえ、受付期間内に郵
送または総務課職員担当窓口へ直接提出
してください。

※ 窓口提出の場合、土・日・祝日を除く
　８時 30 分～ 17 時 15 分
※郵送の場合、7 月 29 日㈮必着

〒 345-8502　杉戸町清地 2-9-29　杉戸町役場 総務課職員担当

（平成 29 年 4 月採用）

問合せ 総務課　職員担当　内線 212・213職員採用 facebook ページ開設中！
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町の土地を売却します 財産管理課
内線275

問合せ

　町では、次の土地を一般競争入札で売却します。最低売却価格以上で最高額の入札者が落札者となりま
す。参加申込者は、町内、町外の方、また個人、法人を問いません。お申込みをお待ちしています。

売却物件

所　在　地 地 目 面積（㎡）
大字深輪259番　外2筆 宅 地 1964.98

用途地域（建ぺい率/容積率） 最低売却価格
・市街化調整区域
・都市計画法第34条12号（60％／ 200％）

22,597,270円

入札参加申込受付期間　8月1日㈪～ 8月5日㈮の5日間
入札日　8月30日㈫

くわしくは、財産管理課窓口で配布、もしくは町ホー
ムページで公開の「入札実施要領」をご覧ください。
入札される場合は、必ず熟読のうえご参加ください。
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売却物件

杉戸消防署
泉出張所

杉戸警察署
泉駐在所

コンビニエンス
ストア

町立学校給食センター
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※地方公務員法第16条に規定する欠格条項に該当する人は、受験できません。

杉戸町マスコットキャラクター すぎたろうすぎたろうすぎたろう

8広報すぎと　平成 28 年 7 月号9 広報すぎと　平成 28 年 7 月号


