
町長への提言をお寄せください
あなたの意見・アイデアが住みよいまちをつくります

秘書広報課　広報広聴担当　内線286問合せ

　町では、皆さんのご提案・ご意見を、町の業務改善や
政策に活かすため、「町長への手紙」「町長へのメー
ル」「町長へのFAX」を実施しています。
　昨年4月から今年3月までに寄せられた提言は156
件です。皆さんより頂いたご意見の集計結果は以下
の通りです。

　皆さんからお寄せいただいた手
紙やメールの中から、ご提案いた
だいた内容を共有し、よりよいま
ちづくりに役立てるため、町ホー
ムページ（右QRコード）に掲載
しております。
　なお、個人名など個
人情報に関する部分は
掲載いたしません。

内容別集計
内容分類 件数 内容分類 件数
町政方針 4 産業・観光 7

環境 19 道路・都市計画・水道 17
交通安全 14 学校教育 4

防災・防犯 15 生涯学習 14
福祉 10 職員関係 11

保健・健康 12 その他 29
合計 156

年代別集計

ご提出の際の注意事項
・ 住所・氏名・電話番号を必ずご記入く

ださい。連絡先が未記入の場合、お寄
せいただいた貴重な意見に対して回答
することができません。

・ ご質問などに対する回答は、内容によ
り時間を要する場合がありますので、
あらかじめご了承ください。

・ 町の施設・窓口のご案内、各種手続き
や業務に関するお問い合わせなどは、
直接担当課へご連絡ください。

▼町長へのご提言・ご意見はこちらまで
　杉戸町をより良くするための、建設的なご意見をお寄せください。

【町長への手紙】
　 「町長への手紙」の便箋と封筒、投函箱が役場や各公民館に備えて

あります。ご記入のうえ、各施設の投函箱にご提出ください。
【町長へのメール】
　町ホームページの専用フォームから送信ください。
　　　　　　　　　　　   町ホームページ専用フォーム▶

【町長へのFAX】
　 送信用紙に、住所・氏名・年齢・電話番号・FAX番号を記入のうえ、

送信ください。　FAX番号（33）4550

30代 33人

40代 19人

50代 20人60代 35人

80代 2人

20代 1人

合 計
145人

70代 13人

不明　22人

節電にご協力をお願いします

　地球温暖化防止のため、今年の夏も引き続き節電へのご協力をお願いします。
　家庭でできる節電メニューをご紹介しますので、無理のない範囲で節電に取り組んでください。

環境課　環境保全担当　☎（38）0401問合せ

テレビ
▶ 省エネモードに設定するとともに画面の輝度を下げ、

必要な時以外は消しましょう。
炊飯器
▶ 早朝にタイマー機能で1日分まとめて炊いて、冷蔵庫

や冷凍庫に保存しましょう。
温水洗浄便座
▶ 温水便座のオフ機能、タイマー節電機能があれば利用

しましょう。その機能がなければ、コンセントからプ
ラグを抜いておきましょう。

待機電力
▶ 電気製品はリモコンの電源ではなく、本体の主電源を

切りましょう。
▶ 長時間使わない機器はコンセントからプラグを抜いて

おきましょう。

エアコン
▶室温28℃を心がけましょう。
▶ 「すだれ」や「よしず」などで窓か

らの日差しを和らげましょう。
▶ 無理のない範囲でエアコンを消して、

扇風機を使いましょう。
冷蔵庫
▶ 設定を「強」から「中」に変え、扉を開

ける時間をできるだけ減らし、食品を詰
め込みすぎないようにしましょう。（食品
の傷みにご注意ください）

照明
▶日中は不要な照明を消しましょう。

熱中症など体調管理にはご注意ください！

家庭でコツコツ
無理なく節電！

「杉戸町みんなでつくるまちづくり支援制度」支援結果 　　　　　住民協働課　
住民協働担当　内線283
問合せ

№ 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29年度（第42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 100,000
2 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
3 中志地区夏まつり実行委員会 平成29年中志地区夏まつり 30,000
4 新  おはなし　どんぐり 子どもと本をつなぐストーリーテリング 40,000
5 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
6 ふれあい祭り実行委員会 ふれあい祭 30,000
7 子育てネット・ぽっぽはうす シニア＆キッズ 30,000
8 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
9 平成29年度上田夏祭り実行委員会 住民による手作り夏祭り 30,000
10 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 70,000
11 杉戸町美術展覧会実行委員会 第5回杉戸町美術展覧会 90,000
12 NPO法人杉戸町総合型スポーツクラブすぎ

スポ 障がい者スポーツ（ボッチャ）大会開催事業 80,000
13 上田文化祭実行委員会 上田文化祭 30,000
14 いきいきふれあいまつり2017実行委員会 いきいきふれあいまつり2017 45,000
15 高野台南シニアお楽しみ会 シニアお楽しみ会＆児童の交通安全誘導 15,000
16 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5回タカミン★フェス） 30,000
17 杉戸町図書館友の会 布絵本づくり講座 44,000
18 新　杉戸町民オペラ実行委員会 杉戸町民オペラ第2回公演　オペラ「フィガロの結

婚」 50,000
19 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
20 新　泉地域ファンづくり倶楽部 ドッグランで地域活性化事業 19,000
21 杉戸昔あそび伝承会 昔あそびの伝承で地域の活性化 80,000
22 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
23 すまえるプロジェクト すまえるプロジェクト 40,000
24 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 34,000
25 図書ボランティアたんぽぽ 絵本の読み聞かせ 30,000
26 第16回夏祭り実行委員会（シーアイマンシ

ョン自治会） 第16回夏祭り 30,000
27 杉小学校応援団 杉小校区環境整備事業 30,000
28 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 40,000
29 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 40,000
30 新　地域防災勉強会SUGITO 地域防災勉強会 50,000
31 杉戸町身体障がい者福祉会 平成29年度杉戸町身体障がい者福祉会の福祉サービス 30,000
32 新　杉戸町パソコン要約筆記の会 パソコン要約筆記 30,000
33 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12回ファミリーコンサート） 100,000
34 広島中学校応援団 学校整美事業 30,000
35 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 43,000

№ 団　体　名 事　業　名 交付金額（円）
1 杉戸町空手道連盟 第25回全国中学生空手道選手権 39,000

■平成29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)

　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。

平成29年度　支援事業数：36事業　支援金額：1,589,000円

67 広報すぎと　平成30年7月号広報すぎと　平成30年7月号


