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和光市くらしのガイド

■�電話番号に市外局番の記載
がない場合は、市外局番は
「048」です。
■�掲載されている内容は
2014年4月現在のもので
す。その後、内容に変更が
生じる場合もありますので
ご注意ください。

※�掲載している二次元バーコードは、携帯電話端末機、印刷状態により正確な読み取りができない場合がありますの
であらかじめご了承ください。また、ご利用の際はパケット通信料が発生します。

市の概要▶ 2

市の歳時記▶ 4
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和光市の紹介

和光市は、埼玉県の南東部にあり、西側に朝霞市、東側に荒
川を挟んで戸田市と境を接しています。また、南側は東京都
と隣接し、市域は都心から15〜 20km圏内に位置します。
人口は年々増加し、約8万人となっています。
武蔵野の面影を残した豊かな自然に恵まれており、和光樹林
公園の広大な緑、荒川の雄大な流れ、市内各所で湧き水や緑
豊かな斜面林があり、都市生活に彩りを加え、市民の心をう
るおしています。
古くから交通の要衝であった和光市。江戸時代には、五街道
に準ずる地位を与えられていた川越街道に白子宿がおかれ、
宿場町として賑わいました。現在では、東武東上線や東京地
下鉄有楽町線・副都心線、東京外環自動車道などの首都圏の
鉄道・道路交通の幹線が市内を縦横に走り、交通至便の住宅
都市として急速に開発が進んでいます。
豊かな自然環境と便利な都市環境をあわせ持つまちとして、
現在も大きく躍進を続けています。

市名

昭和45年7月、公募により選定。
「和光」は、市の前身である大和町の「和」と栄光の「光」を組み
合わせ、平和・栄光・前進を意味し、明るく住みよい街に発
展するようにとの願いがこめられています。

市章

昭和45年10月、公募により選定。
「和（輪）」の中へ「光」をいれたデザ
インで、市民の和合・団結と、和
光の自然と明るく豊かで住みよい
ことと、全体として雄飛発展する
市の姿を象徴したものです。

市の木「いちょう」  市の花「さつき」

市制施行10周年となる昭和55年10月、市民アンケートに
より選定。

市長あいさつ

和光市は「みんなでつくる快適環境都市わこう」を将来像
として、市民の目線に立った政策を積極的に進めていま
す。「和光市くらしのガイド」は、日常生活に深い関わり
のある市の行政サービスを、できるだけ簡潔にまとめた
ものです。皆さまの暮らしの中で大いにご活用いただけ
れば、幸いです。
なお、制作にご協力いただきました、企業、事業者等の
皆さまに、心より御礼申し上げます。

埼玉県和光市長
松本　武洋

市の木
いちょう

市の花
さつき

市の概要
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和光市データファイル

市の木いちょうの妖精です。
和光市の魅力発見が大好きで市内を
あちこち散歩しています。
もしかしたら、今も、あなたのそばを
わこうっちは通っているかもしれません。

市イメージキャラクター
「わこうっち」

わこうっちの妹
「さつきちゃん」

和光市民憲章
私たちの和光市は、荒川と富士をのぞむ武蔵野台地に、
先人が和をたいせつにしてきずいてきました。
このまちをさらに豊かで住みよくするために、
この市民憲章を定め、これを守ります。

1  私たちは、緑をふやし、きれいなまちをつくります。

1  私たちは、じょうぶなからだで、明るい社会をきずきます。

1  私たちは、きまりを守り、市民のつとめをはたします。

1  私たちは、ふれあいをたいせつに、連帯の輪をひろげます。

1  私たちは、学ぶ心をもちつづけ、ゆたかな文化をそだてます。

和光市の一日主要指標

市の概要

面積

広ぼう

総人口

総世帯

11.04㎢

東西 2.5km　南北 4.9km

79,338人
男 40,964人　女 38,374人(H26.4.1現在)

37,795世帯(H26.4.1現在)

人口密度 7,186人／ 1㎢当たり(H26.4.1現在)

転入
22件

転出
20.6件

婚姻
2.4組

離婚
0.5組

出生
2.9人

死亡
1.4人

※�平成25年度戸籍住民課受付件数による
（市内在住とは限らない）
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和光市消防出初め式
成人式
新春凧あげ大会
ニッポン全国鍋合戦（最終日曜日）

1月

所得税確定申告

市内小中学校卒業式
市議会3月定例会
市民税県民税申告
市民ロードレース大会（第2日曜日）
南児童館まつり

市内小中学校入学式

総合児童センターこどもまつり
緑化まつり
福祉の里まつり
坂下公民館まつり

ごみゼロ運動
市議会6月定例会

2 月

3月

4月

5月

6月

ニッポン全国鍋合戦
キャラクター
「にこむっち」

成人式

ニッポン全国鍋合戦

ごみゼロ運動

市の歳時記

総合児童センターこどもまつり

緑化まつり

市議会
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自治会夏まつり

夏季スポーツ大会
自治会夏まつり
城山地域センターまつり

チャレンジドスポーツ大会
コミセンまつり（白子・吹上・新倉・牛房（9月
又は10月））
市議会9月定例会

熊野神社例大祭（第1日曜日）
下新倉秋まつり（下新倉氷川神社）
越戸川まつり
市民体育祭（体育の日）
公民館まつり（中央・南）
新倉ふるさとまつり（新倉氷川神社）

和光市民まつり（同時開催：農産物共進会、
産業フェア、健康フェア、消費生活展）
鍋解禁日
ゆめあい和光まつり（第4土曜日）
図書館まつり
ごみゼロ運動

市議会12月定例会
熊野神社熊手市（7日）
向山地域センターまつり

市の歳時記

7 月

8月

9月

10月

11月

12月

市民体育祭

下新倉秋まつり(ささら獅子舞)

和光市民まつり

自治会夏まつり

図書館まつり
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市役所のご案内

1階■

福祉政策課●
◦重要な福祉政策の企画・調整
こども福祉課●
◦保育、児童◦こどもの医療
社会福祉課●
◦生活保護◦障害者支援
長寿あんしん課●
◦高齢者◦介護保険◦後期高齢者医療制度
戸籍住民課●
◦戸籍◦住民基本台帳、印鑑登録◦転入・転出◦パスポート
健康支援課●
◦国民健康保険、国民年金・健康医療
会計課●
・会計

2階■

●水道業務課　　　　　　　●水道施設課
・水道料金　　　　　　　　・水道施設
●課税課　　　　　　　　　●収納課
・市税の賦課　　　　　　　・市税の納付
下水道課●
・下水道の布設・管理
都市整備課●
・都市計画、区画整理・公園緑地
建築課●
・建築・住宅政策・開発
道路安全課●
・道路・土木・交通安全

福祉政策課

ファミリー
サポート
センター

市役所のご案内と各課の主な業務
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3階■

政策課●
・政策の企画立案・行政改革・行政組織・法規
・市民参加・国内交流
人権文化課●
・人権、男女共同参画・文化、国際化推進
秘書広報課●
・秘書・広報・広聴
職員課●
・職員人事・職員の厚生研修
情報推進課●
・情報化の推進・統計調査・文書・情報公開、個人情報保護
財政課●
・財政・契約・検査
総務課●
・庶務管財・市有施設の保全計画
・営繕工事の総合調整・監督
危機管理室●
・�市民の生命、身体及び財産の保護に係る危機管理の総合調
整
・防災・防犯

4階■

●教育総務課　　　　　　　　●学校教育課
・教育委員会、学校施設管理　・学校教育

学校建設準備室●
・�学校建設
生涯学習課●
・�生涯学習
・図書館、公民館、その他教育機関施設
スポーツ青少年課●
・スポーツ・青少年の健全育成・体育施設の予約

5階■

○学校給食協会○（財団法人）和光市文化振興公社

6階■

市民活動推進課●
・市民活動の推進・市民との協働
・コミュニティ施設・消費生活・各種市民相談
環境課●
・環境計画・環境、公害・動物等の飼育
産業支援課●
・商工業、勤労者、融資・農業政策・農業委員会
●監査委員事務局
●公平委員会事務局
●選挙管理委員会事務局
●固定資産評価審査委員会事務局

304
会議室

学校建設
準備室
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議事堂

議会事務局●
・議会、議員
・請願、陳情、議会の傍聴

1F■

2F■

3F■

3F連絡通路■

4F■

議会棟 サン
アゼリア

行政棟

市民広場市民広場市民広場市民広場

駐車場

EV
空調機械室

軽食喫茶室

厨房

出入口

出入口

議員
控室
4

議員控室3

議員控室2

議員控室1

議員控室
5

議員控室
6

議員控室
7

EV

面
談
コ
ー
ナ
ー

議会事務局

議員応接室

正副議長室

議会図書室空調機械室

理事者
控コーナーEV

議　場
バ
ル
コ
ニ
ー

連
絡
通
路

バ
ル
コ
ニ
ー

監査室 第3委員会室

全員協議会室 第2委員会室

302会議室 第1委員会室
行
政
棟
↓

↑
議
会
棟

傍聴席空調機械室

EV

議場上部

談話室倉
庫

記
者
控
室
放
送
録
音
室

バ
ル
コ
ニ
ー
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●企画部

秘書広報課 秘書担当 424-9084
広報広聴担当 424-9091

政策課 政策法務担当 424-9085
企画調整担当 424-9086

財政課 契約検査担当 424-9100財政担当

人権文化課 人権担当 424-9088文化国際担当
●総務部

総務課 庶務担当 424-9093資産戦略担当

職員課 人事担当 424-9098厚生研修担当

情報推進課 情報システム担当 424-9090
情報統計担当 424-9092

課税課
諸税担当 424-9101
住民税担当 424-9102
資産税担当 424-9103

収納課
徴収担当 424-9105
滞納整理担当 424-9106
納税管理担当 424-9104
●危機管理監

危機管理室 危機管理担当 424-9096
防災担当 424-9097
●市民環境部

戸籍住民課 住民担当 424-9112
戸籍担当 424-9111

市民活動推進課

協働推進担当 424-9120
コミュニティ担当 424-9113
相談・消費者担当
【市民相談窓口】 424-9129

産業支援課 産業育成支援担当 424-9114
農業振興担当 424-9115

環境課 環境計画担当 424-9118環境推進担当
資源リサイクル課（清掃センター） 464-5300

●保健福祉部

福祉政策課 社会保障政策担当 424-9121総合相談支援調整担当

社会福祉課

保護担当 424-9122
障害者支援担当 452-7602
障害給付担当 424-9123
援護担当 424-9109

長寿あんしん課

介護福祉担当 424-9125
地域包括担当 424-9138
介護保険料担当 424-9139
後期高齢者医療担当 424-9151

健康支援課 国保年金担当 424-9127
健康づくり担当 424-9128

こども福祉課

支給認定担当 424-9130
事業管理担当 424-9131
相談支援担当 424-9124
手当医療担当 424-9140

ファミリー・サポート・センター 424-9126
保健センター 465-0311

●建設部

都市整備課
計画担当 424-9145
公園緑地担当 424-9132
区画整理担当 424-9158

道路安全課
道路管理担当 424-9133
工務担当 424-9156
交通安全担当 424-9157

建築課
審査担当 424-9134
住宅担当 424-9135
開発指導担当 424-9136

駅北口土地区画整理事業事務所 450-1602
●上下水道部

水道業務課 水道業務担当 463-2152

水道施設課 給水担当 463-2153
水道施設担当 463-2154

下水道課 下水道業務担当 424-9137
下水道施設担当 424-9159
●教育委員会事務局

教育総務課 教育総務担当 424-9143教育施設担当
学校建設準備室 小学校建設担当 424-9144

学校教育課 学務担当 424-9148
指導担当 424-9149

生涯学習課 生涯学習担当 424-9150
文化財保護担当 424-9119

スポーツ青少年課 スポーツ振興担当 424-9117
青少年担当 424-9082
●議会事務局

議事課 庶務担当 424-9108議事調査担当
●出納室

会計課 出納担当 424-9110
●その他の委員会

監査委員事務局・公平委員会 424-9154
選挙管理委員会事務局 424-9152
固定資産評価審査委員会事務局 424-9154
農業委員会事務局 424-9115

各課直通電話番号
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住民票・戸籍

戸籍・住民基本台帳の届出と証明
戸籍住民課▶▶

種類 届出期間 届出地 届出（署名）をする人 届出書のほかに必要なもの

出
生
届

生まれた日を含めて
14日以内

父母の本籍地・
父母の住所地、所・
在地
出生地・

父母、法定代理人、同居者、出産・
に立ち会った医師、助産師の順

出生証明書・
印鑑（届出人のもの）・
母子健康手帳・

死
亡
届

死亡の事実を知った
日から7日以内

死亡者の本籍地・
届出人の住所地、・
所在地
死亡地・

親族、同居者、家主、地主、家屋・
管理人、土地管理人等、後見人、
保佐人、補助人、任意後見人

死亡診断書・
印鑑（届出人のもの）・

婚
姻
届

届出により効力を生
じる

夫、妻の本籍地又・
は住所地、所在地 婚姻の当事者・

婚姻当事者の印鑑・
届出書に証人（成人）2名の署名押印・
双方の戸籍謄本または抄本1通・
届出地（和光市）に本籍がある人の戸籍謄※
本は不要

離
婚
届

（協議）届出により効
力を生じる

離婚前の本籍地又・
は住所地、所在地 離婚の当事者・

離婚当事者の印鑑・
戸籍謄本・
届出書に証人（成人）2名の署名押印・
届出地（和光市）に本籍がある人の戸籍謄※
本は不要

（裁判）調停成立、又
は裁判確定の日から
10日以内

離婚前の本籍地又・
は住所地、所在地 訴えた人（申立人）・

申立人の印鑑・
戸籍謄本・
調停調書の謄本又は審判書もしくは判決・
の謄本と確定証明書
届出地（和光市）に本籍がある人の戸籍謄※
本は不要

転
籍
届

届出により効力を生
じる

転籍者の本籍地、・
住所又は所在地、
転籍地

戸籍筆頭者と配偶者・ 戸籍謄本・
筆頭者、配偶者の印鑑・

そのほか、養子縁組届、養子離縁届、認知届、入籍届などがあります。なお、婚姻届・協議離婚届・養子縁組届・養子離縁届・認知※
届の届出に来られる人は、本人確認を行いますので運転免許証、パスポート、写真付き住民基本台帳などの身分証明書をご持参くだ
さい（有効期限内のもの）。
戸籍届出の受付事務は、閉庁時（土曜日・日曜日・祝日含む）でも、市役所地下1階夜間受付で行っています（住所変更・証明書等の※
交付はできません）。閉庁時にお預りした書類は翌開庁日に審査の上、戸籍担当から審査結果を連絡します。その際、届出書類に不備・
不明な点があるときは、再度来庁していただく場合があります。詳しくは、戸籍住民課戸籍担当にお問い合わせください。
届出書のほかに必要なものは、一般的な例を掲載しています。届出の内容により、書類を追加でお願いする場合があります。※
駅・牛房・坂下・吹上の各出張所では戸籍届出はできません。※
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住民基本台帳関係届出
種類 届出時期 届出に必要なもの

転
入
届

他の市区町村か
ら和光市へ異動
してきたとき

新しい住所に住んでか
ら14日以内

転出証明書（前住所地の市区町村発行のもの）又は住民基本台帳カード（前住所地で・
転入届の特例の適用を受けて転出された場合）
届出人を確認できるもの�※・
国民健康保険証（一部転入で世帯主を変更する場合）・
後期高齢者医療負担区分等証明書（県外から転入の後期高齢者医療対象者）・
特別永住者証明書、在留カード（外国人住民の場合）・

国外から和光市
へ異動してきた
とき（日本人住
民）

新しい住所に住んでか
ら14日以内

パスポート（国外から和光市へ異動してきた全員分）・
戸籍の全部事項証明（戸籍謄本）・
戸籍の附票・
届出人を確認できるもの�※・
国民健康保険証（一部転入で世帯主を変更する場合）・

国外から和光市
へ異動してきた
とき（外国人住
民）

新しい住所に住んでか
ら14日以内

特別永住者証明書・在留カード・
パスポート（初めての入国の人で、入国の際に空港等で在留カードが即日交付され・
なかった人）
届出人を確認できるもの・
同一世帯内の世帯主が外国人の場合、本人との続柄を証明する公的な文書及び訳文・
国民健康保険証（一部転入で世帯主を変更する場合）・

転
出
届

他の市区町村へ
異動するとき

転出予定日・転出先の
住所が決まったとき

届出人を確認できるもの�※・
国民健康保険証（加入者）・
乳幼児医療費受給資格証（受給者）・
住民基本台帳カード（登録者）・

国外へ異動する
とき 出国前

転
居
届

市内で転居のと
き

転居した日から14日
以内

届出人を確認できるもの�※・
後期高齢者医療被保険者証（該当者）・
介護保険被保険者証（該当者）・
特別永住者証明書、在留カード（外国人住民の場合）・

世
帯
変
更
届

世帯主の変更、
世帯を合併又は
分離したとき

変更後、14日以内

届出人を確認できるもの�※・
国民健康保険証（加入者）・
後期高齢者医療被保険者証（該当者）・
乳幼児医療費受給資格証（受給者）・

届出は、世帯主か当事者本人が行ってください。なお、同一世帯以外の人が届出する場合は、委任状が必要になります。届出の際は、※
届出本人であることが確認できる運転免許証、パスポート又は健康保険証などをご持参ください（有効期限内のもの）。

［住民基本台帳関係届出の受付］
市役所戸籍住民課で行います。出張所では届出できません。

印鑑登録
登録できる人■
和光市に住民登録をしている15歳以上の人。（ただし成年被後見人は除く）。
登録できる印鑑■
印影の大きさが、8mm以上25mm以下で、変形しない材質で縁が欠けていないもの•
氏名、氏、名又は氏名の最初の文字を組み合わせたもの•
◆印鑑登録の仕方

印鑑登録証（登録者）・
後期高齢者医療被保険者証（該当者）・
介護保険被保険者証（該当者）・

国民健康保険証（加入者）・
乳幼児医療費受給資格証（受給者）・
住民基本台帳カード（登録者）・
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戸籍・住民票などの証明
戸籍に関する証明■
戸籍の全部事項証明（戸籍謄本）※■
（戸籍に記載されている人全部の写し）
戸籍の個人事項証明（戸籍抄本）※■
（戸籍に記載されている人のうち一部の写し）
除籍の全部事項証明（除籍謄本）※■
（除かれた戸籍の全部の写し）
除籍の個人事項証明（除籍抄本）※■
（除かれた戸籍の一部の写し）
改製原戸籍謄本▶※■
（旧法戸籍の全部の写し）
改製原戸籍抄本▶※■
（旧法戸籍の一部の写し）
身分証明書▶※■
（破産の宣告を受けていないこと等の証明）
受理証明書（届出した役所）■
（出生や婚姻など、戸籍届出が受理されたことの証明）
�以上の証明のほかに、戸籍（届出書）記載事項証明などがあり
ます。詳しくは戸籍住民課でお尋ねください。
本籍又は除籍、原戸籍が和光市にないと取得できません。※

住民基本台帳に関する証明■
住民票（世帯票）■
（住民票に記載されている世帯全員の写し）
住民票（個人票）■
（住民票に記載されている世帯の一部の写し）
除住民票■
（除かれた住民票の写し
＊ただし除かれた日から5年以内のもの）
戸籍の附票▶※■
（住民登録経過記録）
住民票記載事項証明■
（住民票に記載されている事項の証明）
不在住証明■
（市内に住所がないことの証明）
本籍又は除籍、原戸籍が和光市にないと取得できません。※

証明書等取得上のご注意■
プライバシーの侵害につながるおそれのある場合には、他人
の戸籍関係証明書や住民票の写しなどは交付できません。
本人確認をさせていただいていますので、運転免許証、パス
ポートなどの身分証明書と印鑑をご持参ください（有効期限
内のもの）。

住民票の写し等の第三者交付に係る本人通知制度■
住民票、戸籍謄本などの写しを本人の代理人や第三者による
請求に基づいて交付したとき、交付事実の通知を希望する事
前登録者に対し、本人にその事実を通知し不正な請求や不正
取得を防止することを目的としています。（登録は戸籍住民
課及び各出張所で行っています。）
住民票の場合には、本籍入りのもののみが対象となります。※

戸籍住民課で扱うその他の業務■
母子健康手帳の交付■
妊娠届の提出により、母子健康手帳が交付されます。お子さ
んの健診や予防接種などの記録を残しておいてあげましょ
う。

住居番号の付定（住居表示付定）■
新築した場合には、新たに住居番号を付けますので、入居前
に届出をしてください。
届出の際には、案内図・配置図・1階平面図をご持参ください。

臨時運行許可番号標（仮ナンバー）の貸与■
車検を取るための回送など、車検切れの車等を臨時に運行す
るときは、臨時運行許可番号標の貸与を受けてください。運
行の当日又は前日から貸与できます。自動車検査証、自賠責
保険証、印鑑、及び運転免許証をご持参ください。

埋・火葬許可証の交付■
死亡届の際申請してください。埋火葬許可証を交付します。

墓地の改葬許可証の交付■
埋葬した焼骨を他の墓地に改葬するときは、埋葬墓地寺等の
管理者に証明印をもらい提出してください。改葬許可証を交
付します。
証明書の用紙は市役所にあります。※

市民葬儀■
亡くなられた人に礼をつくし、安価な費用で心のこもった葬
儀を行うことができるように設けられた制度です。
市が定めた仕様により行った葬儀に対して、市が葬祭費用の
一部（5万円）を負担し、葬儀社に直接支払います。
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住民基本台帳カード（住基カード）■
希望者に交付するカード（有料500円）です。
住基カードは、ICカードで、暗証番号を設定し、住基ネッ
ト上のサービス（住民票の写しの広域交付、転出転入手続の
簡素化）に利用できます。

カードの種類■
写真付き・写真なし、の2種類あり希望するカードを選択で
きます。写真付き住基カードは、身分証明書として利用でき
ます。

受付窓口■
戸籍住民課のみ（土・日・祝日はお取り扱いできません）。各
出張所では、住基カードの申請・転入届の特例・住民票の広
域交付の手続はできません。

申請できる人■
本人（和光市の住民基本台帳に登録されている人）。ただし、
15歳未満及び成年被後見人の場合は法定代理人（法定代理人
の場合は戸籍住民課へお問い合わせください）。

申請に必要なもの■
運転免許証、パスポート等　※有効期限内のもの•
手数料500円•
写真付きを希望する人は、6か月以内に撮影した正面無帽•
無背景の写真1枚（縦4.5cm×横3.5cm）

住基カードを即日交付できる場合■
ICカード運転免許証（券面に本籍の記載がないもの）を持•
参された人で、運転免許証の暗証番号（4桁の数字2組）が
入力できる場合。暗証番号入力による本人確認ができない
場合には、もう1点本人確認書類（例：健康保険証、年金
手帳等）をご持参ください。
官公署発行の有効期限内の写真付本人確認書類（ICカード•
タイプでない運転免許証、パスポート等）を持参された場
合は、もう1点本人確認書類（例：健康保険証、年金手帳等）
をご持参ください。
上記の申請手続以外の場合には即日交付はできません。※
照会書を自宅に郵送し、窓口に持参していただき住基カー※
ドを交付します。
カード交付の際には4桁の暗証番号を入力していただきま※
す。

お近くの出張所もご利用ください
住民票、印鑑証明書の取得や市税の納入はお近くの出張所でも取り扱っています（注）。

駅出張所 牛房出張所 坂下出張所 吹上出張所

出
張
所

本町3-3
TEL�467-2446 〜 7
（本町地域センター内）

白子2-28-13
TEL�465-4978
（牛房コミュニティセンター内）

新倉3-4-18
TEL�465-7051
（坂下公民館内）

白子3-14-10
TEL�465-9555
（吹上コミュニティセンター内）

利
用
時
間

日〜土曜日・祝日
8時30分〜 17時15分

月〜金曜日
8時30分〜 17時15分

月〜金曜日
8時30分〜 17時15分

火〜金曜日
8時30分〜 17時15分

主
な
取
り
扱
い
業
務

●戸籍の全部・個人事項証明（戸籍謄抄本）・戸籍附票の交付等
　戸籍に関する証明（和光市に本籍のある人）
●住民票、印鑑登録証明書の交付
●交通災害共済の加入申込み

　●母子健康手帳の交付
　●市税、介護保険料、保育料及び手数料等の収納
　●課税証明書（所得証明書）などの交付
　●県証紙の販売
　※駅出張所では、印鑑登録申請ができます。

駅出張所の定休日は、4月及び8月の第3土曜日とその翌日、12月29日〜 1月3日です。※
（注）吹上出張所では、市税、介護保険料、保育料及び手数料等の収納はできません。

交通災害共済（見舞金制度）■
不幸にして交通事故で傷害等を受けたとき、わずかな掛金で
見舞金を受け取ることができる埼玉県市町村交通災害共済へ
の加入をお勧めしています。

【年会費】
大人900円、中学生以下500円

【共済期間】
4月1日（中途加入はその加入申込みの翌日）から翌年3月31
日まで
傷害の程度により支払われる見舞金の額が異なります。※

特別永住者証明書の交付等■
特別永住者証明書の記載事項の変更届出、更新による交付申
請、紛失などによる再交付申請の受付を行っています。届出
や申請には、写真やパスポートなどが必要ですので、事前に
ご相談ください。
在留カードの交付等の窓口は入国管理局です。ご注意くだ※
さい。
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カードの有効期間■
有効期間は10年です。ただし、住民票コードを変更したと
きなど、住基カードが使用できなくなる場合もあります。

パスポート■
申請できる人■
日本国籍をお持ちで和光市に住民登録がある人•
学生や単身赴任などで県外に住民登録をしていて、市内に•
居所を有する人(居所申請)

受付時間■
【申請】月曜〜金曜�9:00 〜 16:30
【交付】月曜〜金曜�9:00 〜 17:15

第3土曜�9:00 〜 12:00
祝日及び年末年始を除く。第3土曜が祝日の場合は交付業※
務を行います。

手数料■

種類 収入印紙 埼玉県収入証紙 合計

10年有効旅券 14,000円 2,000円 16,000円

5年有効旅券 9,000円 2,000円 11,000円

12歳未満の申請 4,000円 2,000円 6,000円

収入印紙及び埼玉県収入証紙は会計課でも購入できます。※
(月曜〜金曜�8:30 〜 17:15のみ)

申請に必要なもの■
・一般旅券発給申請書
　市役所及び出張所に用意してあります。

・戸籍抄本または戸籍謄本　1通
　6か月以内に発行されたもの

・住民票　1通
　居所申請の人のみ
　6か月以内に発行されたもの

・写真　1枚

　縦4.5cm×横3.5cm
　6か月以内撮影
　無背景、無帽
市役所敷地内に証明写真ボックスが設置してあります。※

・前回取得されたパスポート
　有効期限内、失効済に関わらず必要です。

・本人確認書類
運転免許証、写真付住基カードなどの写真付身分証明書に
ついては1点確認。なお、健康保険証、年金手帳等につい
ては2点確認となります。

パスポートの受取は申請日から数えて６日目以降の交付と※
なります。（土曜日・日曜日・祝日・休日及び年末年始を
除く。）
市役所でパスポートが申請できるようになったため、原則、※
埼玉県パスポートセンターでの申請はできなくなります。
記載事項変更旅券、査証欄の増補等、その他詳しい内容に※
ついてはホームページをご覧ください。
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健康・福祉・教育・産業

保健事業
保健センター▶▶

市では、市民の健康づくりをすすめるため、総合的な保健事
業を行っています。詳しくは健康ガイド（母子・予防接種版）、
広報わこう、ホームページ等をご覧ください。

母子保健
受けて安心、健康診査■
成長や発達段階の節目に■
該当児には個別に通知します。•
健診該当近くに転入した人はお問い合わせください。•
乳児期：4か月児健診、10か月児健診
幼児期：1歳6か月児健診、3歳児健診

こんな検査もしています■
視聴覚アンケート検査（3歳児健診時実施）
尿検査（3歳児健診時実施）

知識充実、仲間もできます■
友達をつくり、育児知識も備わり、お母さんもお子さんも充
実。ともに楽しく育っていきたい。是非、ご参加を！

健康教室・学級等（申込み制）■
プレパパママ教室（両親学級）、赤ちゃん学級、マタニティ食
育講座、わくわく♪KIDS（未熟児会）、食育事業など

こんな相談は保健センターの活用を■
一人で悩まないで■
相談してあんしん！電話相談、来所相談、家庭訪問等による
相談を随時受けます。
健康の心配／子育ての心配／家族の健康／心の悩み／子ども
の健康／食事について
心理相談■
臨床心理士による子どもの発達・情緒面等の相談※
おかあさんの相談室■
臨床心理士による子育ての悩み相談※
すくすく相談■
医師による発育発達相談※
※は未就学児の親子が対象

新生児訪問・こんにちは赤ちゃん訪問■
生後4か月までの子どもがいる全ての家庭に助産師等が訪•
問して育児や母親の健康等の相談を受けます。

外国人母子への支援■
外国語版母子健康手帳、健康診査や予防接種予診票等の英•
語版があります。
健康診査時通訳者（英語対応）の同席依頼ができます（事前•
申し出必要）。

母子健康手帳・妊婦一般健康診査受診票・助成券の交付■
妊娠・出産・育児・予防接種等の記録帳です。•
戸籍住民課の窓口、各出張所等で妊娠届出時に交付してい•
ます。

未熟児養育医療の受付■

妊
婦
訪
問

新
生
児
訪
問
・
産
婦
訪
問
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定期予防接種（予防）■
制度改正が続いていますので、毎月発行の「広報わこう」で最新の情報をご確認ください。

子どもの予防接種（指定医療機関・個別接種のみ）■
⑴�乳児〜未就学児（小学校入学前まで）
注）水ぼうそう（水痘）は、保健センターへお問い合わせください。

種類 接種時期 接種回数・間隔

ヒブ（Hib）
生後2か月（〜 5歳の誕生日の前日まで）
標準時期　生後2か月になったら接種開始

1〜 4回（接種開始年齢によって回数・
間隔が異なる）

小児用肺炎球菌

BCG（結核） 乳児期　生後5〜 8か月（〜 1歳の誕生日の前日まで） 1回

破傷風・ジフテリア・百日咳・ポリ
オ
「四種混合」または「三種混合（DPT）※
と単独不活化ポリオ（IPV）」

1　　期　生後3か月（〜 7歳6か月の前日まで）
標準時期　1期初回…生後3か月〜 12か月
　　　　　1期追加…�1期初回（3回目）接種後、1年〜

1年半の間

1期初回…�3回（20日〜なるべく56日
までの間隔をおいて接種）

1期追加…�1回（1期初回3回目終了後�
6か月以上の間隔をおいて�
接種）

麻しん風しん（はしか・三日ばしか）
原則、麻しん風しん混合（MR）ワク※
チンでの接種

1　　期　�1歳になったらすぐ（〜 2歳の誕生日の前日
まで） 1回

2　　期　�6歳になる年度内（小学校就学前の1年間） 1回

日本脳炎（1期）

1　　期　�3 〜 7歳6か月の前日まで（特段の事情があ
れば生後6か月〜）

標準時期　1期初回…3歳代
　　　　　1期追加…4歳代（1期初回2回目終了後お
　　　　　　　　　　おむね1年後に接種）

1期初回…�2回（6日〜なるべく28日
までの間隔をおいて接種）

1期追加…�1回（1期初回2回目終了後
6か月以上の間隔をおいて
接種）

注）ポリオ生ワクチン集団投与は、平成24年度で終了しました。

⑵�小学生以上
注）ヒトパピローマウイルス（HPV）感染症予防接種（女子のみ）は、保健センターへお問い合わせください。

種類 接種時期 接種回数・間隔

日本脳炎（2期） 2　　期　9〜 13歳の誕生日の前日まで
標準時期　9歳代 1回

日本脳炎（特例措置）
平成17 〜 21年度の接種勧奨差し※
替えのため。

平成7年4月2日〜平成19年4月1日生まれの
人は、20歳の誕生日の前日までずっと1・2期
の接種期間となります。

詳細はお問い合わせください。

二種混合（破傷風・ジフテリア）
「二種混合（DT）」での接種※ 2　　期　11〜 13歳の誕生日の前日まで 1回

朝霞保健所の保健事業■
詳しくは保健所へ直接お問い合わせください　TEL▶048-461-0468
感染症・結核・難病等・精神保健福祉相談等・食品衛生・薬事衛生・環境衛生・狂犬病予防
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成人・老人保健
健康支援課▶▶

健診・検診■
生活習慣病の早期発見・早期治療のため各種健診・検診を実施しています。
「あなたとあなたの家族のために」定期的に健診・検診を受診しましょう。

健診・検診名 自己負担金 対象者 検査内容

基
本
的
な
健
診

和光市国保特定健診

各
健（
検
）診
の
自
己
負
担
金
に
つ
い
て
は
、
健
康
ガ
イ
ド（
成
人
版
）又
は
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

40 〜 74歳の国保加入者（注1）

計測・診察・血圧・血液・尿・
心電図・眼底（実施可能な医療
機関において対象者のみ実施）

長寿医療健診（後期高齢者） 和光市後期高齢者医療制度被保険者

福祉健診（注2） 40歳以上の生活保護受給者
中国残留邦人等支援受給者

30代健診（注3） 30〜 39歳（注4） 計測・診察・血圧・血液・尿

が
ん
検
診
他

肺がん検診 40歳以上の男女 胸部レントゲン
喀痰検査（注5）

大腸がん検診 40歳以上の男女 便潜血検査（2日法）

胃がん検診 40歳以上の男女 胃部レントゲン検査（バリウム）
又は胃内視鏡

乳がん検診

30〜 39歳の女性
50 歳以上の女性 視触診

マンモグラフィ
40〜 49歳の女性（2方向）

子宮頸がん検診 20歳以上の女性 内診・子宮頸部細胞診
体部細胞診（注5）

前立腺がん検診 55歳以上の男性 血液検査（PSA）

肝炎ウイルス検査 年度内40歳以上の男女で今まで肝炎ウイルス検
査を受けたことがない人

B型肝炎抗原検査
C型肝炎抗体検査

歯周疾患検診（注2） 40・50・60・70・80・90・100 歳 の 男 女、
妊婦

口腔内診察
ブラッシング指導等

（注1）�年度内に40歳になる人を含みます。社会保険に加入中の人は、加入している健康保険組合等で特定健診をお受けください。（た
だし、がん検診等は受けられます。）

（注2）個別健診のみ実施、昨年度末の年齢が基準
（注3）総合（集団）健診のみ実施
（注4）年度内に40歳になる市民は含まれません。特定健診の対象となります。
（注5）問診の結果、対象者に実施（子宮体部細胞診は、個別検診のみ）
開始月は7月です。ただし、歯周疾患検診は5月から開始します。※
実施時期・申込方法・自己負担金等、詳しくは健康ガイド（成人版）又は市ホームページをご覧ください。

｝（1方向）
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健康ガイド（成人版）の発行■
年1回　6月発行

健康相談・健康教室等■
健康についての相談、生活習慣の見直し等の相談、栄養相談
を受けています。
ヘルスアップ相談／電話相談／家庭訪問／健康教室

健康手帳の交付■
（40歳以上）

高齢者インフルエンザ予防接種■
（65歳以上）（一部自己負担にて接種）
毎年、秋期に実施。詳しくは「広報わこう」をご覧ください。

高齢者肺炎球菌ワクチン接種費用助成■
（65歳以上）（一部自己負担にて接種）
詳しくは市ホームページをご覧ください。

献血事業■
日程は「広報わこう｣をご覧ください。

市内医療機関■
「健康ガイド（成人版）」又は市ホームページをご覧ください。

精神保健■
不安が強い、眠れない、気分がふさぐ、受診を迷っている…
など、心の悩みは一人で抱えこまず、お気軽にご相談くださ
い。プライバシーは守られます。

こころの相談（保健センター）■

国民健康保険
加入対象者■
病気やけがをしたときに医療費を負担し、経済的に心配なく
お医者さんにかかるため、国民健康保険には次に該当する人
を除き、すべての人が加入しなければなりません。

対象外の人■
国民健康保険以外の医療保険に加入している人とその家族•
国民健康保険組合に加入している人とその家族•
後期高齢者医療制度に加入している人•
生活保護を受けている人•
在留期間が3か月未満の外国人•

病気、けが、歯の治療、治療上必要なマッサージやはり、出
産育児一時金、葬祭費などの給付が受けられます。
次のような場合は保険で診療を受けられません。
普通分娩、健康診断、予防注射、美容整形など、病気では•
ない場合。
けんかによるけが、自己の故意や犯罪行為などで起きたけ•
が。
仕事上の病気やけがで労働基準法、労災保険法の適用を受•
ける場合。

国民年金
生涯にわたって受けられ、国が責任をもって運営しているの
で、物価の変動にも対応しており安心です。

加入が義務付けられている人（強制加入）■
【第1号被保険者】市役所で手続
日本国内に住所がある20歳以上60歳未満の自営業・学生・●
無職の人など

【第2号被保険者】勤務先で手続
厚生年金や共済年金の加入者（65歳以上の老齢又は退職を●
事由とする年金の受給権のある加入者を除く。）

【第3号被保険者】配偶者の勤務先で手続
第2号被保険者に扶養されている配偶者で20歳以上60歳●
未満の人

希望により加入できる人（任意加入）■
日本国内に住所のある人のうち●
60歳以上65歳未満の人•
65歳以上70歳未満の人（昭和40年4月1日以前の生まれ•
で、老齢基礎年金受給資格期間に満たない人のみ）
日本国籍を持ち海外に居住する人のうち●
20歳以上65歳未満の人•
65歳以上70歳未満の人（昭和40年4月1日以前の生まれ•
で、老齢基礎年金受給資格期間に満たない人のみ）
詳しくは、健康支援課国保年金担当まで※

国民年金基金■
国民年金基金制度は国民年金に上乗せして年金を納付するこ
とで、将来設計に合わせて上乗せした年金を受け取ることが
できる制度です。
詳しくは、埼玉県国民年金基金へ。
フリーダイヤル▶0120-65-4192
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転入学・転出学
学校教育課▶▶

転入学■
戸籍住民課で転入手続

教育委員会

指定された小・中学校へ

・転入学手続
・転入学通知書を受領
（前校で発行した書類等を確認）

・前校の在学証明書、教科用図書給与証明書と、
　転入学通知書を提出し、転入学をする

転出学■
戸籍住民課で転出手続

教育委員会

在籍の小中学校

転　出

・転出学手続
・転出学通知書を受領

・転出学通知書を学校へ提出
・在学証明書、教科用図書給与証明書を受領

就学時健康診断■
翌年の4月1日までに満6歳となる子どもに対して、市では
毎年10月から11月にかけて就学時健康診断を実施します。
対象となる家庭には通知を差し上げていますが、転入時期と
重なったときは学校教育課へお問い合わせください。

就学通知■
小・中学校の1年生となる子どもの保護者には、毎年12月
末までに就学通知を発送します。通知書が届かなかったり、
内容に誤りがあるときは、学校教育課にご連絡ください。

国・私立の小・中学校に入学する場合■
入学許可証と就学通知書を、教育委員会へ提出してください。

学用品・学校給食費等にお困りの時…	■ご相談ください
経済的な理由で、学用品の購入などに困っている家庭の児童
生徒に、学用品費、給食費、校外活動費、修学旅行費、医療
費などを援助する制度があります。
詳しくは、学校教育課又は学校にお問い合わせください。

市内の小中学校一覧■

学校名 住所 電話／ FAX

白子小学校 白子3-2-10 461-2073 ／ 461-2240

新倉小学校 新倉2-2-39 461-2108 ／ 461-2144

第三小学校 中央1-1-4 461-2322 ／ 461-2535

第四小学校 諏訪3-20 461-4855 ／ 461-4895

第五小学校 南1-5-10 463-3100 ／ 463-3101

広沢小学校 広沢1-5 464-1149 ／ 464-1235

北原小学校 新倉1-5-27 461-3374 ／ 461-3393

本町小学校 本町31-17 466-0855 ／ 466-0894

大和中学校 丸山台2-8-8 461-2143 ／ 461-2237

第二中学校 広沢1-4 462-1793 ／ 462-1890

第三中学校 南2-2-1 461-3306 ／ 461-3222
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入学準備金を融資します■
高等学校、専修学校、短期大学及び大学入学予定者の保護者
で、入学準備金の用意が困難な人に入学準備金の融資を行っ
ています。

【貸付金の限度額】
高等学校　　50万円
専修学校
短期大学
大　　学

【申請時期】
9月初旬〜 1月中旬
融資には条件があります。詳しくは、学校教育課にお問い※
合わせください。

就学相談■
和光市在住の学齢児童・生徒及び就学予定者で、障害がある
と思われる子どもの生活や就学に関することを中心に、教育
上の悩みや不安がある保護者のための相談です。
和光市教育委員会の委嘱を受けた市内小中学校の校長、教頭、
特別支援学級担当教員及び障害のある児童生徒の教育につい
て経験や専門的知識のある教員、関係機関の職員、学識経験
者等が相談に応じます。相談に関しては、秘密を守りますの
でご安心ください。
相談を希望する人は、和光市教育支援センター（TEL�466-
8341）まで。

主な相談内容■
物を見るとき、極端に目を近づけたり、呼びかけに対して•
気づかない。
ことばがはっきりせず聞き取りにくい。•
手足が自由に動かない、病気がちで身体の発達が著しく遅•
く、入退院を繰り返すことが多い。
同年齢の子と比較して、発達に心配がある。•
じっとしていることが少なく、落ち着きがない。•
障害のある子には、どのような教育の機会や場があるのか。•
特別支援学校や特別支援学級等ではどのような教育が行わ•
れているのか。

教育相談■
教育委員会では、児童・生徒の悩みや保護者の子育てについ
て、下記のとおり和光市教育支援センターと市内各小中学校
の相談室で、教育相談を行っていますのでご活用ください。

主な相談内容■
小学生・中学生・高校生
勉強のこと、学校生活のこと、友達のこと、いじめのこと、
家庭生活のこと、自分のこと
保護者
子育てのこと、子どものいじめや不登校のこと、学校生活・
家庭生活のこと

和光市教育支援センター■

住所 本町31-17　本町小学校内（2階）

電話 466-8341

相談スタッフ

担当指導主事　1名
教育相談専門員（臨床心理士）　2名
教育相談担当専門委員
（適応指導教室担当）　3名
発達支援相談員　1名
顧問　1名
非常勤嘱託医　1名

相談日 月曜日〜土曜日
（休み：日曜日・祝日・年末年始）

相談時間 9時30分〜 16時30分
※土曜日は12時まで

申込み 電話または直接訪問

その他
不登校の児童生徒のために、適応指導を行っ
ています。必要に応じて、医師や専門機関を
ご紹介します。

市内小中学校の相談室■

各相談室

白子小学校　TEL�461-2073（代表）

新倉小学校　TEL�461-2108（代表）

第三小学校　TEL�461-2322（代表）

第四小学校　TEL�461-4855（代表）

第五小学校　TEL�463-3100（代表）

広沢小学校　TEL�464-1149（代表）

北原小学校　TEL�461-3374（代表）

本町小学校　TEL�466-0855（代表）

大和中学校　TEL�461-1180（相談室）

第二中学校　TEL�462-2006（相談室）

第三中学校　TEL�461-6698（相談室）

相談スタッフ
小学校相談室：教育相談員　1名
中学校相談室：�さわやか相談員　1名・教育

相談員　1名

相談時間 学校ごとに異なりますので、電話でご確認く
ださい。

｝100万円
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私立幼稚園児奨励費
こども福祉課▶▶

奨励費（国庫補助金）■
市に住民登録があり、私立幼稚園（学校教育法の規定による
認可幼稚園）に就園する満3歳児、3・4・5歳児の保護者を
対象に、奨励費を支給します。
支給額は市民税所得割課税額及び扶養している子の人数に●
より決定されます。
前年の所得申告が済んでいる世帯に限ります。●
6月下旬に各幼稚園から配布される申請書（調書）で申請し●
てください。1月2日以降転入の人は、1月1日現在の住
民登録地発行の当該年度市区町村民税課税証明書（扶養人
数が記載されているもの）またはその写しを添付してくだ
さい（市・県民税の特別徴収税額決定通知書や納税通知書
などでも確認できます）。
支給額及び市民税所得割課税額の基準は年度によって変更※
する場合がありますので、お問い合わせください。

ここでいう市民税所得割課税額とは、住宅借入金等特別控除
適用前のものをいいます。

市補助金■
1月1日から12月31日までの間継続して市に住民登録があ
り、満3歳児、3・4・5歳児を私立幼稚園等（学校教育法の
規定による認可幼稚園）に就園させている保護者で前年の所
得申告が済んでいる人を対象に以下の要領で支給します。
6月下旬頃に各幼稚園から配布される申請書で申請してく※
ださい。
入園料補助金は入園年度のみ対象となります。※

市内には私立幼稚園が4園
▼入園のお問い合わせは各幼稚園へ▼

名称 所在地 電話

新倉幼稚園 下新倉2-45-5 466-2080

大和すみれ幼稚園 南1-2-2 462-0370

やまと幼稚園 白子3-12-1 461-6962

小羊幼稚園 本町15-16 463-3174

児童福祉
保育園のご案内■

こども福祉課▶▶
児童の保護者が仕事や病気のため、家庭で子どもの保育をす
ることができないとき、保護者に代わって児童を保育する保
育園は市内に14か所あります。

入園申込みの要件■
保護者が家庭の外で働いている。•
保護者が家庭内で仕事をしている。•
保護者が出産する（出産月とその前後2か月。最長5か月）。•
保護者が病気又は心身に障害を有している。•
保護者が常時かつ長期にわたり病人や心身障害者等を看護•
しているとき。
災害時により保育ができないとき。•
求職中である場合（入園期間は2か月）。•
その他、保護者が保育できない事情がある場合。•

【開所時間】18時以降は延長保育となり有料です。
公設園
平日／ 7時〜 20時
土曜日／ 7時〜 18時
民設園
（平成26年度以降変更になる場合があります）
キッズエイド和光保育園■
平日・土曜日／ 6時45分〜 20時15分
▶和光駅前保育園（満1歳になるまでは〜 18時まで）、下新■
倉みどり保育園、ゆめの木保育園、あすの木保育園、里仁
育舎、諏訪ひかり保育園
平日／ 7時〜 20時
土曜日／ 7時〜 18時
ハレルヤ保育園■
平日／ 7時〜 19時（満1歳になるまでは〜 18時まで）
土曜日／ 7〜 18時

【保育料】
扶養義務者の前年分の所得税額に基づいて計算されます。

【申込み】　※詳しくはお問い合わせください。
保育園入園申込書•
保護者の勤務証明書等•
家庭状況票•
入園、転園に関する確認同意書•
源泉徴収票又は確定申告書の控え等の書類を用意して保育•
担当へ
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保育園一覧■

名称 所在地 電話 定員

しらこ保育園 白子3-29-10 464-7400 90名

みなみ保育園 南2-3-3 450-4641 180名

ひろさわ保育園 広沢1-2 461-1043 120名

にいくら保育園 新倉1-36-2 463-2002 110名

ほんちょう保育園 本町31-18 465-5200 90名

しもにいくら保育園 下新倉1-2-25 452-6833 60名

キッズエイド和光
保育園 本町31-6 460-1068 90名

和光駅前保育園 新倉1-2-67
和光駅前ビル2F 461-2120 20名

下新倉みどり保育園 下新倉5-13-10 451-6433 60名

ハレルヤ保育園 新倉5-9-92 451-5300 60名

ゆめの木保育園 白子2-14-62 463-8791 90名

あすの木保育園 丸山台3-5-8 465-2177 70名

里仁育舎 下新倉2-34-36 423-7184 60名

諏訪ひかり保育園 諏訪2-5 423-7614 70名

※�育成保育、病児・病後児保育も行っている園もあります。

一時保育■
みなみ保育園一時保育室▶ TEL▶450-4643
しもにいくら保育園一時保育室▶ TEL▶452-6834
しらこ保育園一時保育室▶ TEL▶464-0140
ゆめの木保育園一時保育室▶ TEL▶462-8793
ハレルヤ保育園一時保育室▶ TEL▶451-5300
（ゆめの木・ハレルヤ保育園は他園と利用方法が異なりま
す）
休日保育は、みなみ保育園のみ。※

子育て支援センター・つどいの広場一覧■

名称 所在地 電話

みなみ子育て支援センター みなみ保育園2階 450-4642

しらこ子育て支援センター しらこ保育園3階 464-0194

キッズエイド和光子育て
支援センター

キッズエイド和光
保育園内 460-1915

しもにいくらミニ子育て
支援センター

しもにいくら
保育園内 452-6834

おやこ広場もくれんハウス 新倉1-16-22 466-2658

保育クラブのご案内■
こども福祉課▶▶

保育クラブ（学童クラブ）■
【対象】小学校に在学する1〜 4年生
【開所時間】
登校日／放課後〜 18時
休校日／ 8時〜 18時
延長保育19時まで（利用料別途）※

【利用料】世帯の所得に応じて負担。
【申込み】
和光市保育クラブ入所申込書•
児童状況表•
保護者の就労証明書等•
通勤・通学の経路•
源泉徴収票又は確定申告書の写し•
以上の書類をこども福祉課へご提出ください。

保育クラブ一覧■

名称 所在地 電話 定員

中央保育クラブ
（第三小敷地内） 中央1-1-4 464-4660 58名

諏訪保育クラブ
（第四小敷地内） 諏訪3-20 464-6501 78名

新倉保育クラブ
（新倉児童館2階） 新倉1-38-1 463-1678 80名

白子保育クラブ
（白子小そば） 白子3-3-40 463-2164 70名

南保育クラブ
（南児童館隣接） 南1-5-1 467-5332 70名

北原保育クラブ
（北原小敷地内） 新倉1-5-27 467-5333 80名

本町保育クラブ
（本町小校舎内） 本町31-17 462-2512 70名

広沢保育クラブ
（総合児童センター敷地内）広沢1-5 469-5541 58名

下新倉保育クラブ
（下新倉児童センター隣） 下新倉5-21-6 466-0312 90名

南地域センター保育クラブ
（南地域センター 2階） 南1-8-47 466-0796 55名
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各種扶助制度■
こども福祉課▶▶

児童扶養手当■
父母の離婚などで、父又は母と生計を同じくしていないひと
り親家庭等に、児童扶養手当が支給されます（所得要件等が
あります）。

ひとり親家庭等医療費の助成■
ひとり親家庭の人を対象に医療費の自己負担の一部を助成し
ます（所得要件等があります）。

児童手当■
次代の社会を担う児童の健やかな育ちを支援するために児童
手当を支給しています。

【受給対象者】
中学3年生までの児童を養育している人•
当市に住民登録がある人（外国人登録も含む）•
印鑑、申請人名義の銀行口座番号及び保険証を持参のこと※

子どもの医療費助成■
保険医療を受けたときの自己負担金を助成します（健康保険
組合から給付金等がある場合はこれを除いた額）。
手続には保険証（対象の子どもの名前が記載されているも※
の）、保護者名義の銀行口座番号、印鑑を持参のこと

【乳幼児医療の受給対象者】
生まれた日（転入の場合は転入日）から小学校就学前まで。•

【子ども医療の受給対象者】
小学校就学から中学校卒業（15歳になった年の年度末）ま•
で。
子ども医療には和光市税等の完納など、受給要件がありま•
す。詳しくはお問い合わせください。

母子家庭の自立、生活支援のための	■サービス
母子家庭自立支援給付金事業■
自立のための就業支援策で、自立支援教育訓練給付金、高等
技能訓練促進費等があります。

各種貸付制度■
就学、就職、修学、生活等に係わる資金を低利子または無利
子で貸し付けます。詳しくは、お問い合わせください。

介護保険
長寿あんしん課▶▶

介護予防サービス■
〜自宅で利用するサービス〜
介護予防支援■
地域包括支援センターの相談員が介護予防ケアプランの作成
をします。
介護予防訪問介護（ホームヘルプサービス）■
ホームヘルパーが自宅を訪問して、介護予防を目的とした入
浴、排せつ、食事等の介護、その他日常生活上の支援を行い
ます。
介護予防訪問リハビリテーション■
専門職が自宅を訪問して、介護予防を目的とした短期集中的
なリハビリテーションなどを行います。
介護予防訪問入浴介護■
浴槽を積んだ入浴車が自宅を訪問して、介護予防を目的とし
た入浴の介助などを行います。
介護予防訪問看護■
看護師などが自宅を訪問して、介護予防を目的とした療養上
の世話または必要な診療の補助を行います。
介護予防居宅療養管理指導■
医師、歯科医師、薬剤師などが自宅を訪問して、介護予防を
目的とした療養上の管理や指導を行います。

〜施設に通ったり、宿泊したりして利用するサービス〜
介護予防通所介護（デイサービス）■
通所介護施設で、入浴、排せつ、食事等の日常生活上の支援
などを受けます。また、「筋力向上」、「栄養改善」、「口腔機
能の向上」などのサービスを選択し、組み合わせて利用して、
生活機能の向上を図ることもできます。
介護予防通所リハビリテーション■
医療機関や介護保険施設などで、リハビリテーションなどを
受けます。また、「筋力向上」、「栄養改善」、「口腔機能の向上」
などのサービスを選択し、組み合わせて利用して、生活機能
の向上を図ることもできます。
介護予防短期入所生活介護（ショートステイ）■
介護予防短期入所療養介護（医療型ショートステイ）■
一時的に自宅でのサービス利用ができない場合に短期間、介
護老人保健施設や介護療養型医療施設などに入所して、介護
予防を目的とした入浴、排せつ、食事等の介護や看護及び機
能訓練などを受けます。

〜生活環境を整えるサービス〜
介護予防福祉用具貸与■
介護予防に役立つ福祉用具を一定期間借りられます。
特定介護予防福祉用具販売■
排せつや入浴など貸与になじまない福祉用具の中で介護予防
に役立つ福祉用具の購入ができます。
自分にあった用具を購入するために指定事業所の福祉用具※
専門相談員、地域包括支援センター、長寿あんしん課の窓
口に相談してください。
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介護予防住宅改修費の支給■
介護予防に役立つ住宅改修をした場合に、改修費用を支給し
ます。
費用の1割で改修ができます。事前に長寿あんしん課の窓※
口に申請して審査を受けてください。1人あたり20万円
を限度額とします。
　（原則1回限りです。）

〜施設に入居している人へのサービス〜
介護予防特定施設入居者生活介護■
有料老人ホームなどの特定施設入居者が介護予防を目的とし
た入浴、排せつ、食事等の介護や機能訓練及び療養上の世話
などを受けます。

〜地域密着型サービス〜
介護予防認知症対応型通所介護■
認知症の高齢者がデイサービスセンターなどに通い、介護予
防を目的とした入浴、排せつ、食事等の介護や機能訓練など
を受けます。
介護予防認知症対応型共同生活介護	■（グループホーム）
認知症の高齢者が少人数で共同生活をしながら、認知症の治
療を中心として、生活機能の向上のために介護予防を目的と
した入浴、排せつ、食事等の介護や機能訓練などを受けます。
介護予防小規模多機能型居宅介護■

「通所サービス」を中心に「訪問」や「泊まり」を組み合わせ、本
人の心身の状況や希望に応じ、介護予防を目的とした入浴、
排せつ、食事等の介護や機能訓練などを受けます。

在宅サービス■
〜自宅で利用するサービス〜
居宅介護支援■
居宅介護支援事業所のケアマネージャーが介護サービスの利
用計画を作成します。
訪問介護（ホームヘルプサービス）■
ホームヘルパーが自宅を訪問して、身体介護や生活援助を行
います。
訪問看護■
看護師などが自宅を訪問して、病状の観察や床ずれの手当て
などを行います。
訪問入浴介護■
浴槽を積んだ入浴車が自宅を訪問して、入浴サービスを行い
ます。
訪問リハビリテーション■
専門職が自宅を訪問して、リハビリテーションを行います。
居宅療養管理指導■
医師、歯科医師、薬剤師、歯科衛生士、管理栄養士などが自
宅を訪問して、療養上の管理や指導を行います。

〜施設に通ったり、宿泊したりして利用するサービス〜
通所介護（デイサービス）■
日帰りでデイサービスなどに通い、入浴や食事の提供、機能
訓練などを受けます。また、「筋力向上」、「栄養改善」、「口

腔機能の向上」などのサービスを選択できます。
通所リハビリテーション（デイケア）■
医療機関や介護保険施設に通い、日帰りでリハビリテーショ
ンを受けます。また、「筋力向上」、「栄養改善」、「口腔機能
の向上」などのサービスを選択できます。
短期入所生活介護（ショートステイ）■
短期入所療養介護（医療型ショートステイ）■
短期間、介護老人保健施設などに宿泊して、介護やリハビリ
テーションを受けます。

〜生活環境を整えるサービス〜
福祉用具貸与■
貸出料の1割を負担して13種類の福祉用具が借りられます。
貸出料は用具の種類や事業所によって異なります。また、※
要介護度により利用が制限される場合があります。
特定福祉用具販売■
排せつや入浴など貸与になじまない5種類の福祉用具の購入
ができます。
自分にあった用具を購入するために指定事業所の福祉用具※
専門相談員、ケアマネージャー、長寿あんしん課の窓口に
相談してください。
住宅改修費の支給■
住み慣れた自宅で安心して暮らすために、改修費用を支給し
ます。
費用の1割で改修ができます。事前に長寿あんしん課の窓※
口に申請して審査を受けてください。1人あたり20万円
を限度額とします。
　（原則1回限りです。）

〜施設に入居している人へのサービス〜
特定施設入居者生活介護■
有料老人ホームなどの特定施設入居者が、食事や入浴などの
介護や機能訓練を受けます。

〜地域密着型サービス〜
認知症対応型通所介護■
認知症の高齢者がデイサービスセンターなどに通い、リハビ
リテーションなどを受けます。
認知症対応型共同生活介護（グループホーム）■
認知症の高齢者が少人数で共同生活をしながら、家庭的な雰
囲気の中で介護や機能訓練などを受けられます。
小規模多機能型居宅介護■

「通所サービス」を中心に「訪問」や「泊まり」を組み合わせ、本
人の心身の状況や希望に応じ、入浴、排せつ、食事等の介護
や機能訓練などを受けます。
夜間対応型訪問介護■
夜間に定期的、または利用者の求めに応じてホームヘルパー
が自宅を訪問して、入浴、排せつ、食事等の介護や日常生活
の介助を行います。
地域密着型特定施設入所者生活介護■
サービス付高齢者住宅（定員29人以下）などの入居者が生活
機能を向上させるための目標が達成できるように、入浴、排
せつ、食事等の介護や機能訓練及び療養上の世話を受けます。
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地域密着型介護老人福祉施設入居者生活介護■
小規模な特別養護老人ホーム（定員29人以下）などの入居者
が生活機能を向上させるための目標が達成できるように、入
浴、排せつ、食事等の介護や機能訓練及び療養上の世話を受
けます。
定期巡回・随時対応型訪問介護看護■
1日に複数回ホームヘルパーが訪問して、入浴、排せつ、食
事等の介助を行います。また、必要に応じ訪問看護も行いま
す。
複合型サービス■
利用者の状況に応じて、小規模な住居型の施設への「通い」、
自宅に来てもらう「訪問」（介護と看護）、施設に「泊まる」サー
ビスを柔軟に受けられます。

施設サービス■
介護老人福祉施設（特別養護老人ホーム）■
常に介護が必要で、自宅での介護が難しい人が入所して、日
常生活の介助などを受けます。
介護老人保健施設■
症状が安定し、リハビリテーションに重点を置いたケアが必
要な人が入所して、医学的な管理のもとで介護や機能訓練な
どを受けます。
介護療養型医療施設■
病状が安定し、長期間療養が必要な人が入所して、医療や看
護または介護などを受けます。

地域支援事業（介護予防）■
心身の状態の悪化防止・改善を行うことで、生活機能全体の
維持や向上をはかり、地域で自立した日常生活が送れるよう
支援する事業です。
運動器向上■
筋力やバランス感覚をつけ、身体機能を維持・改善するとと
もに生活機能を向上します。
栄養改善■
栄養状態を高め、生活機能を維持増進し、ご自宅での食の自
立を目指します。
口腔機能の向上■
歯科衛生士等が口腔内の状態をチェック。口腔清掃の自立支
援や摂食・嚥下機能の向上を支援します。
閉じこもり予防■
認知症予防■

高齢者福祉
地域包括支援センター■

地域包括支援センターは、みなさまがいつまでも住み慣れた
地域で、その人らしい生活を送っていただくために必要な支
援を行うことを目的に新たに設置された保険者（長寿あんし
ん課）の地域の出張所です。

業務内容■
介護予防のマネジメント•
総合相談支援、権利擁護•
包括的、継続的ケアマネジメント•
地域包括支援センター一覧■

南地域包括支援センター（委託）
場所 南1-23-1（総合福祉会館2階）
電話 450-2500
FAX 450-2501

地域 白子1丁目、白子2丁目1〜 14・23・25〜 28番、
諏訪、諏訪原団地、広沢2番、南1・2丁目

中央地域包括支援センター（委託）
場所 本町15-51�2階
電話 475-9016
FAX 468-3770

地域 本町（全域）

中央第二地域包括支援センター（委託）
場所 丸山台2-20-15
電話 468-2312
FAX 468-2315

地域 中央1・2丁目、西大和団地、広沢1・3・4番、丸
山台1〜 3丁目、白子2丁目24番

北地域包括支援センター（委託）
場所 新倉2-5-12
電話 458-5120
FAX 458-5121
地域 新倉1〜 8丁目、下新倉1丁目

北第二地域包括支援センター（委託）
場所 下新倉5-10-70
電話 450-0591
FAX 450-0592

地域 下新倉2〜 6丁目、白子2丁目15〜 22番、白子3・
4丁目

住宅改修支援事業■
居宅の一部を要介護等の程度に応じて使いやすく改修しよう
とする要介護認定者等に改修費用の一部（50万円を限度額）
を介護保険の法定給付に加え助成することにより、高齢者の
自立支援を図ります。（利用者1割負担）
※�事前に長寿あんしん課の窓口に申請して審査を受けてくだ
さい。

高齢者住み替え住宅家賃の助成■
民間アパートなどに住み、立ち退きを求められ市内で転居す
る世帯、及び昇降機のない住宅の3階以上から1階へ転居を
する要介護認定者の世帯に対して、転居前と転居後の家賃の
差額の一部を最長5年間助成します。
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【対象】
65歳以上の一人暮らし世帯又は65歳以上の人で構成され•
ている世帯
市内に引き続き2年以上住所を有していること•
市民税の所得割が非課税世帯であること•

高齢者住宅■
立ち退き等を迫られ、住宅に困っている一人暮らしの高齢者
に共同住宅1棟10室を市が借り上げて提供しています。

【対象】
65歳以上の一人暮らしであること•
市内に引き続き2年以上住所を有していること•

【使用料】
入居者の収入に応じて•
月額30,000円〜 65,000円

市町村特別給付■
高齢者栄養改善サービス費助成事業	■（市町村特別給付・地域支援事業）

【対象】
要介護・要支援認定者、二次予防事業対象者•

【内容】
市の指定基準による配食事業者等により栄養改善をセット•
で提供します。
年間365日にわたり、昼食・夕食の提供が可能です。1食
1,000円を限度（市助成6割・自己負担4割）に、普通食・
刻み食・カロリー食の提供、安否確認、管理栄養士による
指導と調理等の自立支援を行います。
紙おむつ等購入費助成事業	■（市町村特別給付・地域支援事業）

【対象】
要介護・要支援認定者、二次予防事業対象者•

【内容】
市の指定基準による紙おむつ事業者により提供します。ア•
セスメントにより、フラット型・パッド・パンツ型を組み
合わせ、デリバリー体制で提供します。1か月の限度額は
10,000円（自己負担1割）です。また、消臭スプレーやか
らだふき等を居宅介護用品として、1か月の限度額3,000
円（自己負担1割）で、紙おむつと一緒に配送します。
高齢者地域送迎サービス費助成事業	■（市町村特別給付・地域支援事業）

【内容】
市の指定基準による送迎サービス事業者により提供しま•
す。原則的に要介護2以上を対象とし、病院及び介護保険
施設への入退所並びに通院通所等の送迎を目的としていま
す。1か月の限度額は45,000円で、利用料の9割を市が
助成（1時間まで6,000円・以降10分増すごとに900円
追加・待機30分ごとに2,000円）します。また、地域支
援事業等に参加される人に対して、1か月の月額を上限
35,000円とし、利用料の9割を市が助成します。

保健福祉事業■
介護保険被保険者の健康増進と保険料の納付還元を目的と
し、以下の事業を実施しています。
介護予防スクリーニング事業■
65歳以上の被保険者に介護予防に関する健康調査を実施し、
回答者に健康及び日常生活への個別アドバイスを送付しま
す。また、調査結果から心身の機能低下がみられ介護予防が
必要と思われる人には市が実施する介護予防事業への参加に
ついてご案内します。
健康増進浴場施設利用補助■
65歳以上の被保険者と、要介護認定を受けた人を介護して
いる家族（20歳以上）に、市が指定する健康増進浴場施設の
利用補助券を交付します。

介護予防ヘルプサービス■
【対象】
要介護・要支援認定者、二次予防事業対象者•

【内容】
日常生活で何らかの支援が必要な人に対して、介護予防を•
基本として、ホームヘルパーが援助を行い、高齢者の自立
支援を図ります。

介護保険利用料助成■
【対象】
介護保険料段階第1〜第3段階の人、特例第4段階（ご本•
人が住民税非課税で世帯の住民税課税者の前年の合計所得
金額が145万円以下）の人。

【内容】
低所得対策として、介護保険給付利用者負担に対し、所得•
段階に応じて一定率（3割〜 10割）を助成します。

グループホーム等入居家賃助成■
【対象】
市の介護保険事業計画に基づく市内のグループホーム等に•
入居されている低所得者

【内容】
入居家賃に対して、1か月の上限は35,000円で、所得段•
階に応じて一定率（4割〜 5割）を助成します。

高齢者支援住宅家賃助成■
【対象】
市内に3年以上住所を有している、市が指定した高齢者支•
援住宅に入居している低所得者

【内容】
家賃に対して、1か月の上限は、100,000円で、所得段•
階に応じて一定率（8割〜 10割）を助成します。
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その他のサービス■
訪問理容サービス■
要介護認定の日常生活自立度がランクB（1日の大半をベッ
ドで過ごす）以上の高齢者が自宅で調髪するための理容補助
券を年間1〜 4枚交付します。
高齢者入浴券■
65歳以上で自宅に入浴設備がない高齢者に、公衆浴場の入
浴基本料金の補助券を年間5〜 64枚交付します。
寝具類貸付サービス■
要介護認定の日常生活自立度がランクB（1日の大半をベッ
ドで過ごす）・C（1日中ベッドの上で過ごす）の人へ寝具類の
貸付をします。
老人杖■
おおむね65歳以上で希望する高齢者に木製の杖を支給しま
す。
敬老年金■
9月1日現在で市内に1年以上住民登録している明治44年4
月1日以前に生まれた人に毎年9月に敬老年金（17,000円）
を支給します。
100歳長寿者慶祝■
市内に3年以上お住まいの100歳を迎える高齢者に慶祝品
を贈呈します。
市内最高齢者男女慶祝■
市内の最高齢者男女それぞれへ慶祝品を贈呈します。

生きいきクラブ（老人クラブ）■
生きいきクラブは、高齢者の生きがいや健康づくり、社会参
加を進める組織として、市内の各地域にクラブがあり、学習、
レクリエーション、社会奉仕などの自主的な活動が活発に行
われています。興味のある人は、市役所までお問い合わせく
ださい。

朝霞地区シルバー人材センター和光事務所■
働きたい人（原則60歳以上）と仕事を頼みたい人を常時受付
ています。
豊かな人生経験や社会経験を生かし、健康で仕事をする意欲
をお持ちの人、シルバー人材センターで活躍してみませんか。

【主な仕事内容】
駐輪場・駐車場管理、公民館夜間管理等、交通指導員、屋内
外清掃業、工場内軽作業、植木の手入れ、除草作業、家事援
助サービスなど
このほかでもお気軽にご相談ください。

【問合せ】
公益社団法人　朝霞地区シルバー人材センター
TEL▶465-0339

障害者福祉
社会福祉課▶▶

相談窓口　障害者支援担当・障害給付担当■
身体障害者福祉・知的障害者福祉・障害児福祉・精神障害者
福祉の総合相談窓口です。

身体障害者手帳の交付■
身体障害者福祉法に基づく各種の支援を受けるためには、身
体障害者手帳が必要となります。

【対象】
視覚、聴覚、平衡機能、音声・言語・そしゃく機能、肢体不
自由（上肢・下肢・体幹・脳原性）、内部障害（心臓・じん臓・
呼吸器・ぼうこう・直腸・小腸・免疫・肝臓）に永続する障
害のある人。

【内容】
障害の程度により1級（重度）から7級（軽度）に認定されます。
新規交付申請■
次の書類を添えて申請してください。
診断書（所定の診断書で、身体障害者福祉法により指定を•
受けた医師の診断によるもの）
印鑑•
内容変更の手続■
手帳の交付後に次の事項が生じたときは、必ず手続をしてく
ださい。

変更の内容 必要なもの

氏名、住所の変更 手帳・印鑑

手帳の紛失、破損 手帳・印鑑・写真
（紛失の場合は印鑑・写真）

障害の程度、障害名の変更 手帳・診断書・印鑑

手帳の返還■
障害を有しなくなったとき、本人が死亡したとき…手帳・�
印鑑

療育手帳の交付■
知的障害者に対する各種の支援を受けやすくするための制度
です。

【対象】
児童相談所又は埼玉県総合リハビリテーションセンターで、
心身の発達、日常の生活・行動、知的能力、社会性などを心
理、社会、医学的に診断し知的障害と判定された人。

【内容】
その程度により、Ⓐ（最重度）�A（重度）�B（中度）�C（軽度）に
認定されます。
新規交付申請■
申請には、次のものが必要です。
印鑑•
母子手帳などの本人の成育歴に関するもの•
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内容変更の手続■
手帳の交付後に次の事項が生じたときは、必ず手続をしてく
ださい。

変更の内容 必要なもの

氏名、住所の変更 手帳・印鑑

手帳の紛失、破損 手帳・印鑑・写真
（紛失の場合は印鑑・写真）

再判定の手続 手帳・印鑑

手帳の返還■
障害を有しなくなったとき、県外に転出したとき、本人が死
亡したとき…手帳・印鑑

【窓口】
社会福祉課

精神障害者保健福祉手帳の交付■
【対象】
統合失調症、そううつ病、非定型精神病、てんかん、中毒性
精神病、器質精神病・発達障害及びその他の精神疾患を有す
る人で、精神障害のため長期にわたり日常生活又は社会生活
への制約があり、初診から6か月経っている人。

【内容】
障害の程度によって1〜 3級に認定されます。
交付申請■
診断書又は年金給付を受けていることを証明する書類の写し
（年金証書（精神障害を支給事由とする年金）・年金払込通知
書）。
内容変更の手続■
手帳の交付後に次の事項が生じたときは、必ず手続をしてく
ださい。

変更の内容 必要なもの

氏名、住所の変更 手帳・印鑑

手帳の紛失、破損 手帳・印鑑・写真
（紛失の場合は印鑑・写真）

障害の程度、障害名の変更 手帳・診断書・印鑑

手帳の返還■
障害を有しなくなったとき、県外に転出したとき、本人が死
亡したとき…手帳・印鑑

【窓口】
社会福祉課

診断書の補助■
身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳の交付申請時に必
要となる医師の診断書に係る費用を補助します。

【申請に必要なもの】
文書料が記載された領収書、本人名義の普通預金口座

【補助金】
実費（限度額3,000円）

障害者福祉各種支援
障害の部位や程度により、次の支援が受けられます。

日常生活の支援■
障害福祉サービス
補装具の交付・修理
日常生活用具の給付・貸与
生活サポートサービス
配食サービス
移送サービス
居宅改善整備費の助成
短期入所　入浴サービス　移動支援事業
（※平成25年4月から難病患者の方も障害福祉サービス等の
対象となっています。）

行動範囲の拡大■
福祉タクシー利用券の交付
自動車燃料費の補助
自動車運転免許取得費の補助
自動車改造費の補助
手話通訳者・要約筆記奉仕員派遣依頼
補助犬の給付
視覚障害者ガイドヘルパーの派遣

医療■
種類 担当

自立支援医療（育成医療）の給付 社会福祉課
自立支援医療（更生・精神通院医療）の給付 社会福祉課
精神障害者通院医療費の助成 社会福祉課
重度心身障害者医療費の助成 社会福祉課
特定疾患医療費の給付 保健所
先天性血液凝固因子欠乏症等医療費の給付 保健所
結核医療費の公費負担 保健所

年金・手当■
種類 担当

国民年金法による障害基礎年金 健康支援課
厚生年金法による障害年金 社会保険事務所
特別児童扶養手当 社会福祉課
児童扶養手当 こども福祉課
特別障害者手当 社会福祉課
障害児福祉手当 社会福祉課
福祉手当 社会福祉課
在宅重度心身障害者手当 社会福祉課
難病患者入院見舞金の支給 社会福祉課
心身障害者扶養共済制度 社会福祉課
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チャレンジドスポーツ大会

就労継続支援B型施設（すまいる工房）■
南1-23-1（総合福祉会館1F）
TEL�452-7102 ／ FAX�452-7103
18歳以上の将来就労を希望する知的障害者に、就労支援及
び生活指導をし、自立に必要な支援を行います。

【利用時間】9時〜 16時
【休業日】土、日曜日・祝日及び年末年始

地域活動支援センター　精神障害者（ワンステップ）■
南1-23-1（総合福祉会館2F）
TEL�452-7108 ／ FAX�452-7109
自主製品づくり等の作業やスポーツ、レクリエーション活動
を通じ、仲間や地域の人と触れ合うことで、人間関係を築き、
生活リズムを整え、生きる元気を見い出すところです。

【利用時間】10時〜 16時
【休業日】土、日曜日・祝日及び年末年始

地域活動支援センター　身体障害者（ゆめちか）■
南1-23-1（総合福祉会館1F）
TEL�452-7100 ／ FAX�452-7101
利用者の目的に応じ、日常生活の基礎的な訓練、創作的活動
のほか、入浴や食事の提供を行います。

【利用時間】9時〜 16時
【休館日】日曜日・祝日及び年末年始

地域生活支援センター（社会福祉課障害者支援担当）■
南1-23-1（総合福祉会館2F）
TEL�452-7602 ／ FAX�452-7603
心身に障害のある人及びその家庭のさまざまな相談や、日常
生活に必要な支援を行います。

【利用時間】8時30分〜 17時15分
【休業日】土・日曜日・祝日及び年末年始

障害者虐待防止センター（社会福祉課障害者支援担当）■
南1-23-1（総合福祉会館2F）
TEL�452-7602 ／ FAX�452-7603
障害者虐待に関する相談及び通報受付のほか、虐待防止啓発
を行います。

【利用時間】8時30分〜 17時15分
【休館日】土・日曜日・祝日及び年末年始
※�休日・夜間は市役所の代表番号464-1111で受付

障害者就労支援センター（社会福祉課障害者支援担当）■
南1-23-1（総合福祉会館2F）
TEL�452-7602 ／ FAX�452-7603
身体、知的、精神的な障害のある人の就労機会の拡大と就労
継続に関する支援を行います。

【利用時間】9時〜 17時15分
【休業日】土、日曜日・祝日及び年末年始

中小企業資金融資
産業支援課▶▶

中口資金■
【対象】
市内に事業所を有し同一事業を1年以上営んでいること。市
民税を完納している人で、信用保証協会の保証の対象となる
業種を営んでいること。

【貸付額】3,000万円以内（保証料はおおむね1.59％以内）
【保証人】代表者（法人のみ）
【担保】なし

特別小口資金■
【対象】
市内に事業所を有し同一事業を1年以上営んでいる小規模企
業者で、信用保証協会の保証の対象となる業種であること。
市民税の所得割（法人は法人税割）を完納している人で、常時
使用する従業員数が工業20人（商業・サービス業は5人）以
下であること。また、信用保証協会の保証の残金がない人。

【貸付額】1,250万円以内（保証料はおおむね0.8％以内）
【保証人・担保】なし
中口資金融資、特別小口資金融資の償還方法は運転資金※
10年以内、設備資金12年以内（据置き6か月以内）の月賦
償還です。（金利2.05％）
利子補給補助制度により年間支払利子50％を補助します。※
詳しくは産業支援課へお問い合わせください。※

農業委員会
農地に関する相談を受け付けます■
農業委員会で手続や相談を受け付けているもの■
農地を耕作の目的で売買、賃貸借する場合•
相続等で農地を取得した場合•
農地を農地以外のものにする場合•
農地を農地以外のものにする目的で売買、賃貸借する場合•
農地の管理でお困りの場合（農地の借り手を探します）•

消費者とつくる和光市農業■
市内農産物の直売■
和光市で生産、収穫した旬で新鮮な野菜や花、漬物などの農
産物は、直売センターや農家庭先で販売しています。
農家庭先販売　市内約20か所•

観光農園■
いちご、ブルーベリー、梨、ぶどう、とうもろこし、ジャガ
イモ、サツマイモなどの観光農園があります。

市民農園■
土と親しみながら収穫の喜びを味わっていただくために、市
内に市民農園を開設しています。
アグリパーク市民農園（新倉8丁目）
1区画30㎡　298区画／ 1区画15㎡　121区画

【利用料金】年間12,000円（30㎡）／年間6,000円（15㎡）
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リサイクルとごみ処理
資源リサイクル課▶▶

4R「リデュース・リユース・リサイクル・リフューズ」を合
言葉に、市民・事業者・行政みんなが地球にやさしい循環型
社会づくりに向かって、それぞれの持ち場で努力するととも
に、お互いに協力しながらいろいろな活動を推進するための
事業を行っています。
環境にやさしい生活を目指して、皆さんの積極的な協力をお
願いします。

パンフレット「資源とごみの分け方・出し方」を必ず保存し、●
必要に応じてご覧ください。

リサイクル事業■
リサイクル活動推進費補助金制度■
市民による資源の集団回収の実績に応じて活動費の補助・助
成をします。

リサイクル展示場■
収集された粗大ごみの中から選別された家具や日用品等、再
使用できる不用品を展示し、申込者に無償譲渡します。

フリーマーケット■
リサイクル市民の会主催で市民まつり等に合わせて行われま
す。

和光北IC

和光IC

資源とごみは	
ルールを守って出しましょう
皆さんのご家庭から出るごみは、大きくは資源とごみに2
分類され、「資源」はプラスチック、ペットボトル、びん、缶、
新聞紙、段ボール、雑誌、雑紙、紙パック、布類に分けられ、
「ごみ」はその他ごみ（不燃・有害）と燃やすごみにそれぞれ
分けられたものを収集しています。
地区ごとに決められた曜日の朝8時30分までに、それぞれ
の集積所に出してください。資源やごみを出すときの基本
的なルールは次のとおりです。
①生ごみは水分をよく切ってください
②透明又は半透明の袋は口元をしっかり結んで出してくだ

さい
③小枝・板きれなどは、50cm以内に切って束ねて出して

ください
④缶・びん・ペットボトルの中身は必ず空にして、軽く洗っ

てフタは除いて出してください
⑤スプレー缶類は完全に使い切ってから中身の見える透明

の袋に入れて出してください
⑥刃物、串、ガラス破片など鋭利なものは、危険のないよ

う紙に包むなどして、中身がわかるようにして出してく
ださい

⑦布類は雨天のときは出さないでください
⑧ごみは、収集日当日の朝にごみ集積所へ出すようご協力

お願いします。前日や夜間にごみを出すと、不審火やカ
ラスの被害の原因となります
“資源とゴミの分け方・出し方”のパンフレットは、市役●
所（総合案内等）及び出張所のほか、各地区の市施設窓口
に置いてあります。また、和光市ホームページからもダ
ウンロードできます。
びん・缶用の箱、ペットボトル用ネット袋、分別排出日●
程看板、カラス除けネットは、市役所6階環境課又は資
源リサイクル課（清掃センター）で配布しています。
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缶用びん用 缶用びん用

●粗大ごみ　●事業ごみ　●一時多量ごみ　●犬・猫などの死体
●処理困難ごみ　●家電リサイクル4品目　●パソコン

ごみ集積所に出せないもの
●白トレー　●乾電池
●紙パック

詳しい内容は上記パンフ
レットまたは、市ホーム
ページをご覧ください。

拠点回収するもの

ポリ袋・レジ袋

透明・半透明
の袋

革・ゴム

草・木くず
生ごみ

不燃ごみ
（せともの・ガラス・金属類・小型家電製品など）

◉収集日の当日朝8時30分までに、分別して出してください。（収集時間は交通事情等で変動します）
◉地区ごとの収集日（曜日）や詳しい分け方・出し方は、パンフレット「資源とごみの分け方・出し方」
または、市ホームページをご覧ください。

有害ごみ
（乾電池・水銀体温計・蛍光灯・スプレー缶・ライターなど）

段ボール 紙パック
▶洗う▶切り開く▶乾かす▶まとめる

▶刃物など
　鋭利なものは
　紙に包むなどし
　内容を明記

▶スプレー缶・ライター
　などは中身を使い切る

▶蛍光灯などは購入時の
　ケースか透明袋に入れる

びん・缶
（中に商品が入っていたびん・缶だけ）
▶中を洗う
▶びんはキャップをはずす
▶袋に入れずに直接箱へ
※アルミ缶は抜き取り防止のため、
　できるだけ集団回収へ
※スプレー缶などは有害ごみとして
　出してください

▶キャップとラベルをはずす
▶軽くゆすぐ
　（残り水を使いましょう！）
▶できるだけつぶす

ペットマークがついているもの
・飲料
・酒類
・しょうゆ
・しょうゆ加工品
・みりん風調味料
・食酢（醸造酢・合成酢）
・調味酢
・ドレッシングタイプ調味料

雑誌・雑紙 布類▶透明な袋に入れる

新聞紙

紙くず等
※紙袋、包装紙、菓子箱などは
　「紙資源」に出してください

カップ・パック類

ボトル類
（ペットボトルは除く）

チューブ類
緩衝材類
（発泡スチロール）
など

資源とごみの分け方・出し方
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク

緑のネット

ペ
ッ
ト
ボ
ト
ル

はこ

び
ん
・
缶

ひも

紙
・
布

透明・半透明
の袋

（
不
燃
・
有
害
）

そ
の
他
ご
み

透明・半透明
の袋

燃
や
す
ご
み

資

源

ご

み

不
燃
ご
み

燃
や
す
ご
み

トレー類

その他
・アルミホイル・アルミ箔
・リサイクルできない紙
・ぬいぐるみ・座布団・枕
・使い捨てカイロなど

その他（容器や包装でないもの）
・おもちゃ・洗面器・歯ブラシ
・植木鉢・シート・カセットテープ
・ビデオテープ・CD・レコード盤

▶資源リサイクル課
TEL 464-5300

▶ボトル・カップ・パックなどは中をざっと洗う

雨の日は出せません

有害ごみはそれぞれ透明袋で

和
光
市
く
ら
し
の
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ド
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個人住民税（市民税・県民税）■
1月1日（賦課期日）市内に在住し、前年中の所得が一定額以
上あった人及び市内に事務所、事業所又は家屋敷を有する人
で、市内に住所を有しない人も課税されます。

法人市民税■
市内に事務所又は事業所を有する法人、市内に事務所又は事
業所は有さないが寮等を有する法人等に課税されます。

固定資産税■
1月1日（賦課期日）現在、市内に土地、家屋及び償却資産（こ
れらを総称して「固定資産｣といいます。）を所有する人に課税
されます。

軽自動車税■
4月1日（賦課期日）現在、原動機付自転車、軽自動車、二輪
の小型自動車及び小型特殊自動車を所有している人に課税さ
れます。

市たばこ税■
たばこの製造業者・特定販売業者又は卸売販売業者が、たば
こを市内の小売店に売り渡すときの製造たばこに課税されま
す。

特別土地保有税■
平成15年4月1日以降は課税停止措置がとられています。

都市計画税■
1月1日（賦課期日）現在、市街化区域内に土地及び家屋を所
有する人に課税されます。
都市計画税は都市計画事業・土地区画整理事業に要する費用
にあてられます。

国民健康保険税■
国民健康保険は、会社などの各種健康保険に加入していない
人が、病気やけがをした場合の経済的負担が少しでも軽くす
むように、加入者が収入などに応じて国民健康保険税を負担
し、医療機関にかかったときの医療費に充てるという相互扶
助を目的としています。（国民健康保険税は、世帯主が納税
義務者となります。その世帯全員の中に国民健康保険の加入
者がいれば、世帯主が国民健康保険に加入していなくとも納
税義務者は世帯主になります。）

入湯税■
鉱泉浴場における入場に対し、入場客に課税されます。

課税課・収納課▶▶

市税の種類■
和光市で課税している税は、次のとおりです。

※普通税とは、税金の使用目的が特に定められていない税金です。
※目的税とは、税金の使用目的が特定されている税金です。
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市税に関する証明と閲覧■
市税の住民税決定証明書（課税証明書）や納税証明書等の発行及び固定資産税課税台帳等の閲覧を必要とされる人は、本人又は
同居する親族が直接窓口へお越しください。（代理人の場合は、委任状が必要になります。）
なお、住民税決定証明書（課税証明書）及び納税証明書の発行は、市役所出張所（駅・吹上・坂下・牛房）でも、請求することが
できます。土・日・祝日は一部発行できない証明もあります。（固定資産税については、納税証明書のみの発行になります。）

証明書の種類 窓口 申請に必要なもの 手数料

住民税決定証明書（課税証明書）

課税課

本人又は同居の親族が申請する場合
申請者の身分証明書（公的機関が発行したもの。・
運転免許証、パスポート、健康保険証等）

上記以外の人（代理人）が申請する場合
本人からの委任状・
代理人の身分証明書（公的機関が発行したもの。・
運転免許証、パスポート、健康保険証等）

法人名義の場合
代表者印又は代表者印の押印のある委任状・
申請者（代理人の場合は代理人）の身分証明書（公・
的機関が発行したもの。運転免許証、パスポート、
健康保険証等）

（軽自動車税の継続検査用の納税証明書について
は、代理人の申請でも委任状は必要ありません。）

200円
（軽自動車税の継続検査用の
納税証明書は無料です。）

非課税証明書

児童手当用所得証明書

営業証明書※

土地・家屋の課税台帳の閲覧【名寄帳】※

公課証明書※

評価証明書※

納税証明書 収納課

住宅用家屋証明書※ 課税課 必要書類は、用件ごとに異なります。詳しくは担当
までお問い合わせください。 1,300円

市役所のみの発行となります。出張所では発行できません。証明書は、郵送でも申請することができます。詳しくは担当までお問い※
合わせください。

納税　口座振替制度■
口座振替で、納め忘れなし
納税は便利な口座振替制度をご利用ください。この制度は、あなたが指定した税金を、それぞれの納期ごとに口座から振り替
えるものです。
コンビニで納税
税金の納付はコンビニでもOK！コンビニエンスストアで「24時間」「いつでも」納付できます。ご利用ください。

各種税金相談■
課税課・収納課では、市税などに関するいろいろな相談に応じています。お気軽にご相談ください。
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住宅・生活環境

水道
水道業務課・水道施設課▶▶

水道についてのお問い合わせ■
・▶水道の使用開始・中止、名義変更、料金に関する窓口
　委託会社　第一環境（株）� TEL�462-0222
　水道業務課� TEL�463-2151
・漏水・水道工事・水質に関する窓口
　水道施設課� TEL�463-2153

給水装置の新設、改造などの工事は市の指■定給水装置工事事業者で
給水工事の新設、改造、修理などの工事は、必ず市の指定工
事事業者へ申込みの上、工事を行ってください。
工事費は、個人負担になります。メーターの新設、口径増大
の申込みには、水道利用加入金を指定工事事業者を通じ納入
してください。
指定工事事業者以外が行った工事は、無届け工事となり、※
市の給水条例に基づき、給水停止の対象となりますのでご
注意ください。
水道料金のお支払いは、口座振替が便利です。※

次の場合は必ずお届けください■
使用開始及び中止、使用者異動は５日前までに
水が漏れていたら■
漏水は、料金に影響するばかりでなく、貴重な水の無駄づか
いになりますので、指定工事事業者に連絡し、修理をしてく
ださい。

能率の良いメーター検針のためにご協力を■
水道料金算出の基準となる検針は、2か月に一度各戸のメー
ターを読み取り、使用水量を記入した「使用水量のお知らせ」
をお渡ししています。検針は、料金計算のための大切な作業
です。次の点にご協力ください。
メーターボックスの上に物を置かない。•
メーターボックスの中は掃除をする。•
家の増改築などでメーターが屋内になってしまうときは、•
屋外の検針しやすい場所へ移す。
犬はメーターボックスから離してつなぐ。•

和光市指定給水装置工事事業者■
詳しくは、水道施設課にお問い合わせ、又は市ホームページ
をご覧ください。

下水道
下水道課▶▶

和光市の下水道は「分流式」です	■宅地内雨水は汚水管へ流れないように
下水の排除方法は、汚水と雨水を同一の管で排除する合流式
下水道と、汚水と雨水を別々の管で排除する分流式下水道が
あります。和光市の下水道は、分流式下水道です。
台所や浴室、水洗トイレなどで使われた汚水は、公共下水道
に流され、終末処理場へ送られ、下水処理施設で浄化し、き
れいな水にして河川に放流しています。雨水は河川などに直
接放流されます。家の近くにある道路側溝や水路は、公共下
水道の汚水管ではありません。

公共下水道の処理区域内では水洗トイレに■改造を
公共下水道が整備され、供用を開始した区域でくみ取り便所
をご使用の人は、下水道法により３年以内に水洗トイレに改
造していただくことになります。お住まいの地域が供用開始
区域内であるかどうかは、下水道課におたずねください。

公共下水道への接続工事は市指定の下水道■工事店で
公共下水道への接続工事をするときは、市が指定する下水道
工事店にご相談ください。指定工事店を通じて市役所への手
続きを行います。
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和光市下水道排水設備指定工事店■ （市内指定工事店のみ）
詳しくは下水道課に問い合わせ、又は市ホームページをご覧
ください。

市内指定工事店 住所 電話

（有）有吉宏之設備工業 白子3-33-8 461-2371

（株）イハラ 白子1-1-12 464-1342

（株）上原工業 新倉2-31-5 461-1854

（有）奥山設備工業所 白子3-37-26 461-2327

木下建設（株）和光支店 新倉1-20-41 465-4487

（株）協和住設 下新倉2-49-26 464-8397

栗原設備（株） 新倉7-1-29 461-6855

（有）小島設備 南1-26-11 461-5755

坂下管工 新倉1-7-22 465-8185

サクラ建設（株） 新倉2-17-42 466-0131

（有）常進工業 白子3-27-37 463-8967

萩原設備 新倉2-24-93 461-1670

丸勤商事（株） 中央1-6-20 463-1630

和光建設（株） 南1-1-29 463-5717

（有）榎本設備工業 下新倉3-14-65 466-1915

紀和建設工業（株） 下新倉3-14-30 463-2011

（有）仲野設備 南1-1-30 464-8535

（有）優駿設備 白子3-26-64 450-2323

東京住宅機器サービス（株）中央1-5-44 469-3511

ipex（株） 南1-13-2 201-1567

下水道使用料■
下水道料金は、使用水量に応じた使用料をお支払いいただき
ます。使用料は水道料金と合わせて２か月ごとに請求します。

納付方法■
戸別訪問による集金は行っていませんので、口座振替又は収
納取扱金融機関の窓口、収納取扱コンビニエンスストアでお
支払いください。
※�料金の滞納が重なりますと、給水停止になりますので、期
限内にお支払いください。

私道内の排水設備工事■
道路位置指定された私道等は、申請に基づいて市が下水道管
を布設して、維持管理を行います。また市では、私道に布設
されている下水道管で、個人が所有している管について、一
定の条件を満たしている場合は、寄付採納を受け付けていま
す。寄付採納した下水道管は、市で維持管理を行います。詳
細につきましては、下水道課にお問い合わせください。

ディスポーザについてお願い■
市ではディスポーザ単体での使用を認めていません。ただし、
下水道や河川などへの影響を考慮し、ディスポーザで破砕さ
れた生ゴミを処理槽等で処理し、その処理水だけを流す「ディ
スポーザ排水処理システム」（（社）日本下水道協会の基準に
合っているもの）については、要件を満たしている場合に限
り使用を認めています。設置する際には事前に下水道課と協
議し、届出が必要です。

道路と建築

土地区画整理区域内の建築物の建築行為等■には許可が必要です
都市整備課▶▶

市及び組合では、下記のとおり土地区画整理事業を行ってい
ます。この区域内で土地の形質の変更、建築物の建築行為等
を行おうとする人は、土地区画整理法第76条の規定に基づ
いて、和光市長に許可申請が必要となりますので事前に各施
行者にご相談ください。

和光市駅北口土地区画整理事業
施 行 者 和光市
面 積 11.3ha
施 行期間 平成20年度から平成34年度まで（予定）

事 務 所 駅北口土地区画整理事業事務所
新倉1-11-16　TEL�450-1602

中央第二谷中土地区画整理事業
施 行 者 組合
面 積 25.5ha
施行期間 平成4年度から平成28年度まで（予定）

事 務 所 中央第二谷中土地区画整理組合
下新倉2-45-1　TEL�461-1901

越後山土地区画整理事業
施 行 者 組合
面 積 14.8ha
施 行期間 平成17年度から平成28年度まで（予定）

事 務 所 越後山土地区画整理組合
南1-20-34　TEL�462-2611

白子三丁目中央土地区画整理事業
施 行 者 組合
面 積 7.0ha
施行期間 平成21年度から平成29年度まで（予定）

事 務 所 白子三丁目中央土地区画整理組合
白子3-9-92　TEL�466-6300

和光北インター地域土地区画整理事業
施 行 者 組合
面 積 18.2ha
施行期間 平成21年度から平成28年度まで（予定）

事 務 所 和光北インター地域土地区画整理組合
新倉5-4-1　TEL�467-0088
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こんなときは届出を■
一定面積以上の土地売買■
一定面積以上の土地の取引をするときは、国土利用計画法第
23条第1項の規定に基づく土地売買等の届出が必要です。

地区計画区域内における建築等■
下表のとおり、地区計画が定められている区内の建築物の建
築、工作物の建設（垣又は柵の設置を含む）等の行為には、都
市計画法第58条の2第1項の規定に基づく行為の届出が必
要です。

地区名 面積

和光市駅南口地区 約8.6ha

西大和団地地区 約2.5ha

南一丁目地区 約15.6ha

和光北インター地区 約27.0ha

白子三丁目地区 約7.9ha

和光市駅北口地区 約11.3ha

一定規模以上の建築等■
下表のとおり、一定規模以上の建築行為を行う場合は、景観
法第16条第1項の規定に基づく行為の届出が必要です。

行為 届出対象行為

建築物の新築、増築、改築、
移転、外観を変更することと
なる修繕若しくは模様替又は
色彩の変更

ア　高さが10mを超えるもの
又は建築面積が500平方メー
トルを超えるものの新築、増
築若しくは改築、外観のうち
各立面の面積の3分の1を超え
て変更することとなる修繕、
模様替若しくは色彩の変更
イ　面積が1,000平方メート
ル以上の開発区域内における、
それぞれの敷地での建築物の
新築

工作物※の新設、増築、改築、
移転、外観を変更することと
なる修繕若しくは模様替又は
色彩の変更

高さが10mを超えるものの新
設、増築若しくは改築又は外
観のうち各立面の面積の3分
の1を超えて変更することと
なる修繕、模様替若しくは色
彩の変更

良好な景観の形成に支障を及
ぼすおそれのある行為

屋外において行う、廃棄物、
再生資源その他の物件の堆積
（和光市土砂等のたい積に関す
る条例（平成18年条例第28号）
第2条第2号に規定するものを
除く。）（以下「物件の堆積」と
いう。）であって、当該物件の
堆積に係る土地の面積が500
平方メートルを超え、かつ堆
積の高さが1.5mを超えるもの

工作物※
工作物とは、建築基準法施行令（昭和25年政令第338号）第
138条第1項各号に掲げる工作物、第2項各号に掲げる工作物
又は第3項各号に掲げる工作物を言います。

都市計画施設の区域又は市街地開発事業の施行区域におけ■ る建築制限
中央土地区画整理事業及び和光都市計画道路事業区域内にお
いて建築行為をされる場合は、都市計画法第53条第1項の
許可を得る必要があります。

道路のことは■
道路安全課▶▶

道路の補修及び側溝の清掃、また道路照明灯の故障等お気づ
きの点がありましたらご連絡ください。

【国道・県道について】
朝霞県土整備事務所　TEL�471-4661

【市道について】
道路安全課

道路・水路に物件の埋設及び設置をするとき■
道路・水路に上下水道管、電気・電話ケーブル、ガス管等の
埋設又は建築用足場等の設置をするときには、占用許可を受
けなければなりません。占用の目的によっては、占用料を徴
収する場合や、許可できない場合があります。

建物を建築する際の道路・水路の境界を確認するとき■
道路・水路と民有地の境界は、道路（水路）管理者との確認同
意が必要であり、その際に現地での立ち合いを行う場合があ
ります。

建物を新築や増築するとき（審査）■
建築課▶▶

建物及び工作物の新築、増築等の際には必ず建築確認を受け
てください。
建物を建築する場合にはその敷地が、幅員4メートル以上の
道路に、2メートル以上接しなければなりません。また、建
物の用途、建ペイ率、容積率などが決められています。
なお、道路が4メートル未満の場合には、道路中心線から、
2メートルの後退が必要になります。後退部分には、門、塀
などの築造はできません。

開発行為などをするときは申請が必要（開発）■
開発行為をしようとする人は、あらかじめ市の許可を受けな
ければなりません。また、開発行為がなくても敷地面積、建
物の高さ、集合住宅等では戸数などの規模によって、「和光
市まちづくり条例」に基づいて申請が必要です。
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犬の登録
環境課▶▶

犬を飼い始めたら■
生後91日以上の犬を飼い始めたら30日以内に登録し、鑑
札の交付を受けてください。登録は生涯1回です。
また、生後91日以上の犬は毎年1回の狂犬病予防注射が必
要です。毎年春に行う集合注射が受けられなかった場合は、
動物病院で注射を受け、注射済証明書をもらって環境課まで
持参し、注射済票の交付を受けてください。
なお、鑑札と注射済票は、必ず犬に装着してください。犬が
迷子になったときに鑑札がついていれば、番号から飼い主を
調べることができます。

引っ越しや飼い主が変わったら■
他の市町村から転入したり、飼育場所や飼い主が変わったり
した場合は「犬の登録事項変更届出書」を環境課に提出してく
ださい。
他の市町村に転出する場合は、転出先の市町村に現在の鑑札
を持参して登録事項変更手続きをしてください。

飼い犬が死亡してしまったら■
登録を削除しますので、環境課までご連絡ください。

飼い犬が人にけがをさせてしまったら■
飼い主は「犬の事故報告書」の提出が義務付けられています。
かんでしまった場合は、一刻も早く犬の狂犬病鑑定が必要で
す。速やかに保健所までご連絡ください。

犬を逃がしてしまったら・迷い犬を保護し■たら
飼い主は自分で探すとともに、速やかに保健所、警察署、環
境課及び迷子動物検索テレホンサービス（TEL�048-824-
2170）までご連絡ください。

公害対策
環境課▶▶

光化学スモッグ■
光化学スモッグ注意報が発令されたときは、無線放送でお知
らせするとともに、学校・幼稚園・保育園にも連絡していま
す。
屋外での激しい運動や不要不急の外出は控えるようお願いし
ます。
被害を受けたときは、すぐに洗眼やうがいをし、病状が重い
ときは医師の治療を受けてください。

PM2.5■
PM2.5注意喚起情報が発令されたときは、無線放送でお知
らせするとともに、学校・幼稚園･保育園にも連絡しています。
屋外での激しい運動や不要不急の外出は控えるようお願いし
ます。

公害の苦情・相談は■
騒音・振動・悪臭などの公害問題でお困りの際は、環境課に
ご相談ください。

消費生活
市民活動推進課▶▶

くらしのお手伝いをします■
毎日の生活を工夫し、安全で豊かなくらしが送れるように、
消費生活の施策をすすめています。

くらしの情報を提供■
市ホームページ・チラシ・パンフレットなどで、くらしに役
立ついろいろな情報を提供しています。また、広報わこう「消
費者の窓」で相談事例を紹介しています。

消費生活共同通信講座■
子育て、就労、高齢等で消費生活活動や講座に参加できない
人たちにくらしに関する様々な問題や情報をテキストにし
て、8月から11月まで希望者のご家庭に届けます。

消費生活講座・出前講座■
消費生活に関することを、専門家の講師を招いて行う「消費
生活講座」や、地域の団体や、グループ等の学習のために講
師を派遣して行う「出前講座」も行っています。

消費生活展■
毎年市民まつりと同日開催で、市内消費者団体が取り組んで
きたテーマの展示を行い、くらしに役立つ様々な情報を提供
しています。

消費生活相談■
消費生活に関して変だと思ったり、困ったときは、迷わずに
ご相談ください。専門の消費生活相談員がお受けしています。
［相談例］
電話での勧誘や訪問販売で商品を買ってしまったが解約し•
たい
携帯電話の無料サイトを利用したら料金を請求された•
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公民館
公民館は、地域のみなさんの学習とふれあいの場です。社会
教育施設として講座等を開催しています。また自主的学習活
動や地域活動にご利用ください。

【利用時間】
9時〜 21時30分

【休館日】
年末年始及び管理上必要とする日

【利用手続き】
部屋を利用するときには、事前に団体登録が必要です。詳し
くは、各公民館にお問い合わせください。

中央公民館■
中央1-7-27　TEL▶464-1123
体育室・会議室・講義室・美術工作室・和室・音楽室・調理
実習室・視聴覚室・図書室・こども室・団体交流室

坂下公民館■
新倉3-4-18　TEL▶464-5230
本館　会議室・和室・調理実習室・講堂・図書室
別館　会議室・視聴覚室

南公民館■
南2-3-1　TEL▶463-7621
和室・体育室兼講堂・視聴覚室・調理実習室・美術工作室・
会議室・図書室・レクリエーション広場

図書館
本町31-1　TEL▶463-8723▶▶

新聞、雑誌、CD・DVD、大きい活字の本、大型絵本、紙芝
居、親子で遊べる布の絵本、郷土行政資料、ビジネスに役立
つ本など様々な資料を用意しています。また、毎月楽しいイ
ベントを企画しています。詳しくは広報わこうをご覧くださ
い。

【利用時間】
月〜金曜日／ 9時30分〜 20時
土・日・祝日／ 9時30分〜 18時

【休館日】
毎月第2・第4木曜日・12月28日〜 1月4日
特別図書整理期間

【利用できる人】
市内に居住又は通勤、通学している人•
朝霞市、志木市、新座市に居住している人•
板橋区、練馬区に居住している人•
※�朝霞地区四市（朝霞・志木・新座・和光市）の市民は、相互
に四市の図書館を利用できます。

本館別館
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【利用方法】
利用登録により図書館の利用券の交付を受けてください。貸
出しは一人につき、本・雑誌は合わせて15冊まで、CD・
カセットは2点まで、ビデオテープ・DVDは1点、貸出し
期間は2週間です。

【蔵書数（H25年3月31日現在）】
●一般図書� 96,604冊
●児童図書� 72,815冊
●郷土資料� 3,785冊
●雑誌� 206タイトル
●視聴覚資料� 9,253点
●洋書� 905冊

郵送貸出サービス■
本の郵送貸出サービスが受けられる人は
（1）�身体障害者手帳の交付を受けている人で、1級と2級の

人でかつ、障害の部位が上肢、下肢又は体幹機能障害の
人

（2）�介護保険制度における要介護又は要支援の認定を受けて
いる人

（3）�その他、（1）、（2）に準ずると教育長が認めた人
詳しくは図書館にご連絡ください。

公民館図書室■
【開室時間】
日〜土曜日9時〜 17時

【貸出時間】
月〜土曜日13時〜 17時
（火・土曜日は本館と同じ業務を行っています。月・水・木・
金曜日は公民館図書室にある本の貸出しのみ）

児童センター・児童館
市内には、総合児童センター、下新倉児童センター、新倉児
童館、南児童館があります。児童に健全な遊びを与えてその
健康を増進し、情操を豊かにするため、各種事業を催してい
ますので、広報わこうで毎月の事業をご覧ください。

【利用時間】
9時30分〜 17時

【休館日】
毎週火曜日・第3日曜日・年末年始（12月29日〜 1月3日）

総合児童センター■
広沢1-5　TEL▶465-2525
体育遊戯室・図書室・ホール・工作室・集会室・科学館・幼
児コーナー・外広場

下新倉児童センター■
下新倉5-21-8　TEL▶464-1515
体育遊戯室・図書室・集会室・ホール・外広場

新倉児童館■
新倉1-38-1　TEL▶463-1679
遊戯室・図書コーナー・外広場
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南児童館■
南1-5-1　TEL▶467-5627
遊戯室・図書コーナー・外広場

コミュニティセンター・地域センター
市民活動推進課▶▶

和室、ホール、会議室
目的に合わせてお選びください
わたしたちの住む地域社会をより良くするためには、人々の
ふれあいや連帯を大切にすることが必要です。生活環境の改
善をはじめ、地域社会の様々な分野で自主的な活動を進めて
いくことで、ふれあいや連携は育まれていきます。
コミュニティセンター・地域センターは、自主的な活動を通
じて地域の連携をつくる場として、自由に集い、語り合い、
学び、心のふれあいをつくるための施設です。
地域活動の拠点として、コミュニティセンター・地域センター
をご活用ください。

【利用時間】
コミュニティセンター／ 9時〜 21時30分
地域センター／ 9時〜 22時

【休館日】
コミュニティセンター／毎週月曜日、12月29日〜 1月3日
地域センター／ 12月29日〜 1月3日

【料金】
右表参照。
団体登録をすると、使用料金は免除されます。

【予約方法】
各施設で予約をしてください。

営利行為又は商業宣伝を目的とした利用、公益を害するお※
それのあるとき、管理上支障のおそれのあるときは、ご利
用できません。
詳しくは、各施設又は市民活動推進課へお問い合わせくだ
さい。

使用料金表■

施設名 定員
（名）

料金（円）
午前 午後 夜間 全日

白子
コミセン

展示室 ー 1,130 1,540 1,540 4,210
和室A 60 2,460 3,290 3,290 9,040
和室B 20 610 820 820 2,250
会議室 10 300 510 510 1,320
視聴覚室A 50 1,330 1,850 1,850 5,030
視聴覚室B 20 610 820 820 2,250
調理室 6 410 510 510 1,430

新倉
コミセン

多目的ホール 50 2,360 3,180 3,800 9,340
和室 50 1,230 1,740 2,050 5,020

牛房
コミセン

ホール 50 2,050 2,770 3,290 8,110
会議室 10 300 410 510 1,220
広間 45 1,330 1,850 2,160 5,340
和室 10 300 510 610 1,420

吹上
コミセン

ホール 50 2,360 3,180 3,800 9,340
会議室 50 1,850 2,460 2,870 7,180
和室 45 1,330 1,850 2,160 5,340
小会議室 8 300 410 510 1,220
料理実習室 20 1,430 1,950 2,260 5,640

施設名 定員
（名）

料金（円）
1時間 全日

本町地域
センター

和室1 24 100 1,130
和室2 24 100 1,130
和室3 50 200 2,260
会議室1 24 100 1,130
会議室2 24 100 1,130
会議室3 50 200 2,260

白子宿地域
センター

多目的室 30 200 2,260
広間 40 200 2,260
和室 10 100 1,130

新倉北地域
センター

和室1 20 200 2,260
和室2 20 200 2,260
会議室 20 300 3,390
多目的室 30 300 3,390

南地域
センター

多目的室1 40 200 2,260
多目的室2 40 200 2,260
和室1 40 200 2,260
和室2 40 200 2,260
会議室 14 100 1,130

向山地域
センター

多目的室1 40 200 2,260
多目的室2 40 200 2,260
和室1 50 200 2,260
和室2 50 200 2,260
会議室 24 100 1,130

城山地域
センター

集会室1 20 300 3,390
集会室2 20 200 2,260
会議室 10 100 1,130

登録団体の使用料は免除されます。※
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白■
し ら こ
子コミュニティセンター

白子2-15-51　TEL▶468-1567

新■
にいくら
倉コミュニティセンター

新倉2-26-1　TEL▶465-5521

牛■
ご ぼ う
房コミュニティセンター

白子2-28-13　TEL▶465-5621

吹■
ふきあげ
上コミュニティセンター

白子3-14-10　TEL▶465-9196

本■
ほんちょう
町地域センター

本町3-3　TEL▶464-1338

白■
しらこじゅく
子宿地域センター

白子2-20-40　TEL▶465-1477

新■
にいくらきた
倉北地域センター

新倉2-9-10　TEL▶462-5636

南■
みなみ
地域センター

南1-8-47　TEL▶466-0795

向■
むかいやま
山地域センター

白子1-33-20　TEL▶458-7501

城■
しろやま
山地域センター

白子3-4-55　TEL▶464-9012

市民協働推進センター■
広沢1-5（市役所6階）
TEL▶424-9120
FAX▶464-2090
Eメール　kyodo@city.wako.lg.jp
市民活動や市との協働の拠点として、
様々な支援を行います。

【主な業務内容】
団体事務運営支援業務•
相談、活動コーディネート業務•
情報の収集、管理、発信業務•
人材育成、啓発業務•

【交流スペース利用時間】
月〜金曜日　9時〜 17時
（市役所開庁日）

市民活動支援サイト　	■ わこうわいわいネット
http://opencity.jp/wako/
市内の市民活動やサークル活動など、市
民の自主的な活動に関する情報を紹介
するサイトです。

国道254号



和光市くらしのガイド／2014 43 和
光
市
く
ら
し
の
ガ
イ
ド

公
共
施
設

総合福祉会館（ゆめあい和光）
南1-23-1▶▶ 　TEL▶452-7600　FAX▶452-7601

〈1階〉
地域活動支援センター　身体障害者（ゆめちか）■
就労継続支援B型施設（すまいる工房）■

（30ページを参照）

〈2階〉
高齢者福祉センター（ゆうゆう）■
TEL▶452-7106　FAX▶452-7107
地域の介護予防の拠点として利用していただき、人と出会い、
学び、仲間となり活動し、元気であり続けられるようなサー
ビスを提供します。市内在住の60歳以上の方が利用できま
す。

【利用時間】9時〜 16時
【休館日】日曜日・祝日及び年末年始
※無料で送迎バスの運行を行っています。
地域活動支援センター　精神障害者（ワンステップ）■
地域生活支援センター■
障害者虐待防止センター■
障害者就労支援センター	 	■

（30ページを参照）
南地域包括支援センター■

（26ページを参照）

〈3階〉
地域福祉センター■
TEL▶452-7600　FAX▶452-7601
地域の方の相互交流や自主的活動の拠点として、自治活動又
は福祉活動等の場を提供することにより、コミュニティの形
成及び福祉の増進を図ることを目的とした施設で、地域の活
動やサークル等の学習にご利用いただけます。

【利用時間】9時〜 21時30分
【休館日】年末年始

新倉高齢者福祉センター（歩
ふ ら り

楽里）
新倉1-20-40　TEL▶465-3800▶▶

地域高齢者交流施設（老人福祉センター的機能）と、介護保険
法に基づく地域密着型サービス「指定介護予防小規模多機能
型居宅介護施設」という2つの機能を持った施設です。

高齢者福祉センター■
介護予防を基本とした交流・講座・サークル活動などを通じ、
高齢者の人々に、いつまでも住み慣れた地域で、自立した活
動的な生活を送っていただくための支援を行うことを目的と
した施設です。

【利用時間】
9時〜 16時
※入浴は10時〜 16時（受付は15時30分まで）

【休館日】
日曜日・祝日・年末年始
無料で送迎バスの運行を行っています。

【対象】
市内に在住の60歳以上

【料金】
無料（ただし、講座等の内容によって材料費等がかかる場合
があります）

【施設内容】
会議室（多目的スペース）、浴室、囲碁・将棋室、大広間など

【利用手続き】
利用者登録（利用者カードの発行）をします。身分証明書（健
康保険証、運転免許証）及び印鑑をご持参ください。

介護予防小規模多機能型居宅介護施設■
【利用時間】
24時間　365日

【対象】
原則として、市内の北エリア（介護保険事業計画の日常生活
圏域）に住所のある、介護保険法に基づく要支援・要介護認
定を受けている人。

【利用手続き】
サービス提供の依頼を受け、契約を結び、介護予防サービス
支援計画表作成後、サービスを開始します。
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アクシス（勤労福祉センター）
新倉7-10-7　TEL▶462-7890▶▶

勤労者、市民の健康増進と明るい生活を願って設置された、
スポーツ施設と地域の交流の場など、多目的、多機能を持つ
施設です。様々な講座を開催していますので、是非お越しく
ださい。

【利用時間】
10時〜 22時（入館受付21時まで）

【休館日】
毎月第4月曜日及び年末年始（12月29日〜 1月3日）

【施設内容】
1F ／駐車場（37台収容）
2F／�アリーナ、アスレチックルーム（トレーニングジム）、

ロビー、浴室（サウナ有）、更衣室など
3F／会議室A・B（定員95名）
　　 和室A・B（定員50名）

施設利用料金■
施設名 利用区分 利用料金 利用時間

アリーナ

アマチュアのスポー
ツ又はレクリエー
ションの場合

1,020

10時〜 22時
その他の場合 1,540

会議室A 710
会議室B 710
和室A 510
和室B 410
アスレチック 個人 410 3時間単位

付属設備利用料金■
施設名 利用料金 利用時間

アリーナ放送設備一式 1,020 3時間単位
アリーナポータブルステージ 510 3時間単位

市外居住者（朝霞・志木・新座市の在住・勤労者は除く）及•
び営利目的で利用する場合は、別料金になります。
施設の利用（アスレチックルームを除く）は、利用する月の•
2か月前の月の1日（市内団体以外は2か月前の月の5日）
から受け付けます。

勤労青少年ホーム
新倉1-20-40　TEL▶465-4841▶▶

働く若い人たちの憩いの場としての公共施設です。
若い皆さんが、趣味や習い事で自己啓発を図りながら、働く
者同士が交流し、さらに、世代を越え、地域との交流も行わ
れています。
勤労青少年ホームは、若い皆さんとともに地域住民のために
もあります。就職相談や各種講座も開催しています。気楽に
お越しください。

【利用時間】
平日／ 9時〜 21時　土・日曜日／ 9時〜 17時

【休館日】
祝日及び年末年始

【対象】
働いている青少年で35歳までの人
（空きがあればどなたでも利用できます）

スポーツ施設
スポーツ青少年課▶▶

【使用手続き】
事前に公共施設予約システムへの登録が必要です。
※登録に必要なもの
団体名簿（書式はスポーツ青少年課、運動場、総合体育館•
にあります。記載事項は登録構成員の氏名・住所・年齢及
び代表者の生年月日・連絡先です。）
市内及び朝霞・志木・新座市に在住・在勤・在学の方は、•
その確認ができるもの（写し可）
（テニスのみ要）登録者全員分の顔写真（横2cm×縦•
2.5cm、スナップ写真可）
※�登録場所等詳しくはスポーツ青少年課にお問合せくださ
い。

【予約方法】
市ホームページ（公共施設予約システム）で予約をしてくださ
い。
※�学校施設（主に夜間）、武道館、レクリエーション広場、外
環花の木ゲートボール場は直接スポーツ青少年課へ問い合
わせください。
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和光市運動場（原則月曜休）■
南2-2-2　TEL▶467-1335

施設名 使用時間 料金 備考

運動場 9時〜 17時
2時間3,080円
（市内）
備品等別料金

野球1面
その他

庭球場 9時〜 21時

1面2時間
1,430円（市内）
ナイター照明料
1時間300円

オムニコート4面

会議室 9時〜 21時
A�2時間�200円
B�2時間�100円
AB�2時間�300円

45名
20名
80名

※�市外居住者（朝霞市・志木市・新座市の在住・在勤・在学
者は除く）は50％増の使用料となります。

坂下庭球場（原則月曜休）■
下新倉4-20-33　TEL▶466-5701

施設名 使用時間 料金 備考

坂下庭球場

8 時 〜 18 時
ただし
10 月 〜 4 月
は16時まで

1面 2時 間
820円

クレーコート3
面

※�市外居住者（朝霞市・志木市・新座市の在住・在勤・在学
者は除く）は50％増の使用料となります。

和光市総合体育館（原則第4金曜日休）■
広沢3-1　TEL▶462-0107

施設名 使用時間

メインアリーナ、サブアリーナ、軽スポー
ツ室、トレーニング室、柔・剣道場、ラ
ンニングコース、研修・会議室

9時〜 23時

※�市外居住者（朝霞市・志木市・新座市の在住・在勤・在学
者は除く）は100％増の使用料となります。

レクリエーション広場■

施設名 使用時間 料金 備考

レクリエーション
広場 9時〜 17時 無料

少年野球・女子ソフ
トボール・レクリエー
ションのみ使用可

※�市内在住・在勤・在学者で構成された10名以上の団体（代
表者は20歳以上）のみ利用できます。園

公
水
湧
下
坂
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荒川河川敷運動公園■
大字下新倉

施設名 使用時間 料金

野球場（3面）
4月〜 10月
8時〜 18時
11月〜 3月
8時〜 16時

無料多目的広場
少年サッカー場、一般サッカー場、
ソフトボール場

武道館■
中央1-1-6

施設名 使用時間 料金

武道館

9時〜 12時 300円

13時〜 17時 410円

18時〜 21時 300円

市内在住・在勤・在学者で構成された10名以上の団体（代※
表者は20歳以上）のみ利用できます。

国の施設■
司法研修所　南2-3-1
税務大学　南2-3-7
裁判所職員総合研究所　南2-3-5

施設名 使用時間 料金 備考

司法研修所庭球場
土・日・祝日
9時〜17時
ただし、10月〜 3月は15時まで

1面2時間900円 オムニコート

司法研修所グラウンド 日曜日9時〜 17時
ただし、10月〜 3月は15時まで 1面2時間5,200円 天然芝

裁判所職員総合研修所庭球場 土・日曜日
10時〜 16時 1面2時間600円 オムニコート

裁判所職員総合研修所グラウンド 日曜日10時〜 16時 1面2時間4,000円 天然芝

税務大学校庭球場 日曜日9時〜 17時
ただし、10月〜 3月は15時まで 1面2時間600円 オムニコート

税務大学校グラウンド 日曜日9時〜 17時
ただし、10月〜 3月は15時まで 1面2時間2,800円 天然芝

※�以下のすべての要件を満たす団体のみ利用できます。
グラウンドの場合
団体代表者が20歳以上で和光市在住・在勤・在学の者●
10名以上で構成される団体であること●
団体構成員の70％が和光市在住・在勤・在学であること●
庭球場の場合
団体代表者が20歳以上で和光市在住・在勤・在学の者●
2〜 4名で構成される団体で、すべての構成員が和光市在住・在勤・在学であること、もしくは5名以上で構成される団体で、●
団体構成員の50％が和光市在住・在勤・在学であること
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外環花の木ゲートボール場■
新倉2-3450

施設名 使用時間 料金

外環花の木ゲートボール場 8時〜 17時 無料

市内在住・在勤・在学者で構成された10名以上の団体（代※
表者は20歳以上）のみ利用できます。

学校体育館・校庭■
小学校体育館…平日夜間及び土・日曜日・祝日
小学校校庭……土・日曜日・祝日
広沢小のみ平日・夜間も利用できます。使用料は夜間照明※
料1,850円です。
中学校体育館…全日夜間
市内在住・在勤・在学者で構成された10名以上の団体（代※
表者は20歳以上）のみ利用できます。

市民文化センター（サンアゼリア）
広沢1-5　TEL▶468-7771　FAX▶468-7775▶▶

各種コンサート、オペラ、バレエ、演劇、歌舞伎、講演会と
幅広く利用できる多目的ホールです。オーケストラ・ピット
を備えた客席数1286席の大ホールと客席数300席（可動式）
の小ホールがあり、各種の舞台芸術に対応できます。

【利用時間】
9時〜 22時

【休館日】
年末年始（12月29日から翌年1月3日まで）、施設管理の都
合により臨時休館あり

【予約方法】
受付時間／開館日の10時〜 17時
（1）大・小ホールを利用する場合
　�利用をしようとする月の13か月前の月の初日（市外居住
者は12か月前の月の初日）から7日前まで
　�例：7月20日に利用したい場合、前年の6月1日から。市
外居住者は前年の7月1日から。

（2）企画展示室・展示ホールを利用する場合
　�利用しようとする月の13か月前の月の初日（市外居住者
は12か月前の月の初日）から前日まで
　�例：7月20日に利用したい場合、前年の6月1日から。市
外居住者は前年の7月1日から。

（3）リハーサル室・練習室・会議室を利用する場合
　�利用しようとする月の3か月前の月の初日（市外居住者は
2か月前の月の初日）から前日まで
　�例：7月20日に利用したい場合、4月1日から。市外居住
者は5月1日から。

【利用料金】
市民と市外居住者では料金体系が異なります。利用申込み、
利用料金など詳しくはお問い合わせください。
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和光の歴史と文化財
生涯学習課▶▶

和光市指定文化財■
� （指定年月日順）

名称 種別 所有者 所在 指定年月日

弥生式つぼ 考古資料 和光市 広沢1-5 昭和33年11月27日

鰐口 工芸品 東明寺 白子3-14-13 昭和34年 7月13日

具足（鎧兜） 工芸品 栁下家 昭和34年 7月13日

冨澤家地方文書 古文書 冨澤家 昭和34年 7月13日

地方文書 古文書 和光市 広沢1-5 昭和34年 7月13日

大いちょう 天然記念物 長照寺 新倉3-3-35 昭和34年 7月13日

ささら獅子舞 民俗芸能 ささら獅子舞保存会 昭和39年 4月13日

太鼓 有形民俗文化財 ささら獅子舞保存会 昭和39年 4月13日

五輪塔 歴史資料 壱鑑寺 下新倉4-19-45 昭和44年10月 4日

吹上観音百庚申 有形民俗文化財 東明寺 白子3-14-13 昭和44年10月 4日

白子囃子 民俗芸能 白子囃子保存会 昭和56年10月 1日

旧冨岡家住宅 建造物 和光市 下新倉2-33-1 平成15年11月 3日

午王山遺跡第一次調査出土板碑群 考古資料 和光市 広沢1-5 平成19年 7月 1日

漆台遺跡第1号住居跡出土須恵器
円面硯及び伴出遺物 考古資料 和光市 広沢1-5 平成23年 4月28日

午王山遺跡 記念物（史跡） 和光市 新倉3-2831-1 平成25年 4月25日

市内歴史めぐり■
文化財と史跡を説明する文化財説明看板を現地に設置してい
ます。

文化財説明板（おもな見どころ）■
広沢の原（和光消防署跡地）／午王山（新倉3丁目）／大いちょ
う（長照寺境内）／子安の池（妙典寺境内）／うけら庵跡（本町）
／吹上貝塚（白子3丁目）／筆塚（地福寺境内）／百庚申（吹上
観音境内）

和光市デジタルミュージアム	れきたま■
歴史を学び、日常的に文化財に親しむ機会を設けるため、和
光市デジタルミュージアム�れきたまを開設しています。
http://rekitama-wako.jp/

市内遺跡■
市内には、現在確認されている43の遺跡があります。旧石
器時代から平安時代までの各時代の遺物・遺溝がそれぞれ検
出されています。越後山遺跡のヒスイ、午王山遺跡のミニチュ
ア土器と銅鐸型土製品、花の木遺跡の火

ひ の し
熨斗、吹上跡地の帯

金具及び漆台遺跡の円面硯などの注目すべき遺物が出土して
います。

こんなときには届出を
遺跡が埋蔵されている地域（埋蔵文化財包蔵地等）内
で、土地の掘削（建築及び土木工事）を行うときは、
60日前に文化庁長官へ届出が義務付けられていま
す。
遺跡の確認や発掘調査には、相当な期間と費用がか
かる場合がありますので、土地の掘削を行うときは、
あらかじめ生涯学習課へ相談してください。
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まつりなど■
諏訪神社祭■
諏訪神社／白子2-13
7月26日の祭に、市指定無形民俗文化財「白子囃子」が奉納
されます。

だるま市■
新倉氷川八幡神社／新倉2-18-60
元旦の年明けとともに市がたちます。

新倉ふるさと祭り■
新倉氷川八幡神社／新倉2-18-60
10月中旬に、御輿や山車がでます。

熊野神社祭■
熊野神社／白子2-15-50
10月第1日曜日、御輿がでます。

熊手市■
熊野神社／白子2-15-50
12月7日に市がたちます。

秋祭り■
下新倉氷川八幡神社／下新倉3-13-33
10月中旬に御輿や山車がでます。
市指定無形民俗文化財「ささら獅子舞」が奉納されます。

発刊書籍■
歴史■

『和光市史』
通史編上巻／A5判� 800ページ�3,000円
通史編下巻／A5判� 980ページ�3,500円
民俗編全1巻／A5判� 3,600円
史料編全3巻／A5判� 3,000円〜 3,600円

文化財■
『遺跡分布図』／無償頒布
『埋蔵文化財調査報告書』シリーズ／
� 1 〜 55集　有償頒布（一部）
『文化財をたずねて』� ／ A5判�66ページ�350円
『長泉酒蔵・長屋門・代官屋敷調査報告書』
� ／ A4判�231ページ�1,200円
『旧冨岡家住宅復元工事報告書』� 800円

上記のほか歴史、文化財関係書籍を発行していますので、詳
しくは、教育委員会生涯学習課までお問い合わせください。

新倉ふるさと民家園（旧冨岡家住宅）■
下新倉2-33-1　TEL▶467-7575
新倉ふるさと民家園では、市指定文化財「旧冨岡家住宅」を一
般公開しています。旧冨岡家住宅はおよそ300年前に創建
されたと推定され、埼玉県内の古民家で最古の部類に入る歴
史的価値の高い建造物です。
囲炉裏のある主屋に一歩足を踏み入れると、新倉地域をはじ
め和光の四季折々の暮らしぶりを体感することができます。
また、敷地内には庭や池があり、里山の植物や生き物が生息
しています。
市民団体「和光市古民家愛好会」により心温まる管理運営がな
されています。お気軽にお立ち寄りください。

【開園時間】
4月1日〜 9月30日：午前9時〜午後5時
10月1日〜 3月31日：午前9時〜午後4時30分

【休園日】
水曜日（祝日を除く）、毎月第4木曜日、第4金曜日、年末年
始（12月28日〜 1月4日）
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広報
秘書広報課▶▶

行政情報やまちの話題をお知らせします■
広報紙「広報わこう」■
市の情報や市民生活に必要な情報は、広報わこうでご覧くだ
さい。広報わこうは、毎月1日に発行。ポスティングにより、
市内の各ご家庭・事業所へお届けしています。

声の広報わこう■
目の不自由な人に情報を提供するため、「広報わこう」の内容
をカセットテープやCDに収録した「声の広報」をお届けして
います。ご希望の際は、秘書広報課へご連絡ください。

広報掲示板■
催しや募集のお知らせに利用できる広報掲示板は市内に約
145か所あります。使用するには、市役所3階秘書広報課で
掲示許可を受けてください。掲示物はA3サイズ（420mm
×297mm）以下、掲示期間は1か月です。
掲示できないもの•

（1）営利を目的としたもの
（2）政治、宗教に関するもの
（3）私的なもの

和光市ホームページ■
http://www.city.wako.lg.jp/
市に関する最新情報は、ホームページで公開しています。公
共施設予約や電子申請などもご利用になれます。

携帯用サイト■
http://www.city.wako.lg.jp/i/
市内循環バスの時刻表や、公共施設電話帳
などをご覧になれます。公共施設予約など
を行うこともできます。

twitter（ツイッター）■
http://twitter.com/wako_city
イベントや市民参加情報など市の最新情報を発信していま
す。twitterとは、twitter社が提供する、個々の利用者が「つ
ぶやき」を投稿することでゆるいつながりが発生するコミュ
ニケーション・サービスです。登録して誰でも簡単に利用す
ることができます。
また、市内で大規模災害が発生した際に、被災状況に関する
情報収集手段の一つとして災害に関するハッシュタグを定め
ています。ハッシュタグを利用することで、情報提供された
災害情報を効率的に収集することができます。
ツイート文章内に「和光市災害」を入力すると、ハッシュタグ
のついたツイートとなりますのでご利用ください。

広聴
市民の皆さんの声を市政に生かします■
市長への手紙■
市に対する意見や要望などをお聞かせください。備え付けの
用紙（市長への手紙）にご意見等お書きいただき、提言箱又は、
ポストに投函してください。
市長への手紙・提言箱設置場所
市役所、駅出張所、牛房出張所、吹上出張所、坂下出張所、
新倉コミセン、白子コミセン、新倉高齢者福祉センター、図
書館
市長への手紙設置場所
中央公民館、南公民館、総合福祉会館、総合体育館、運動場、
和光市駅、地下鉄成増駅、西高島平駅、新倉北地域センター、
南地域センター、向山地域センター、しらこ保育園、みなみ
保育園、保健センター、新倉高齢者福祉センターほか

電子メール■
市ホームページのお問合せフォームから、意見や要望を市に
送ることができます。また、携帯電話からも受け付けていま
すのでご利用ください。

【問合せ先メールアドレス】
wako-info@city.wako.lg.jp
このほか、年に数回、市内各所に市長が伺う「どこでも市長室」
では、日ごろ思っていること感じていることを直接お話しい
ただけます。
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市民参加のまちづくり
政策課▶▶

市では、市民・市の機関・市の議会の三者の協働による市民
参加のまちづくりを推進するため、平成15年に「和光市市
民参加条例」を制定しました。
この条例は、市の施策や事業などについて、市民の皆さんか
ら意見や提案をいただき、住みよいまちづくりに反映させて
いくための基本的な事項を定めたものです。
市民の皆さんに参加していただく方法として、審議会等の会
議、パブリック・コメント、ワークショップなどがあります。
また、市民から自発的に提案できる市民政策提案があります。
これらの市民参加の方法によって、皆さんの知識や経験、創
造性をまちづくりに活かすことができれば、より豊かで、よ
り市民感覚に根ざしたまちづくりの実現が可能になります。
皆さんの住むまちを、さらに住みやすくするため、積極的な
市政への参加をお待ちしています。なお、市民参加に関する
情報は、ホームページや広報紙、市役所1階の行政資料コー
ナー・図書館・各公民館等にてお知らせしています。

市民参加情報「わこメ〜ル」配信中●

ご登録はこちらから→

情報公開制度
情報推進課▶▶

市が持っている情報について、市民の皆さんが見たい、知り
たいと請求（開示請求）されるものは原則として開示したり、
市が自ら積極的に情報をお知らせするように努めます。

この制度を実施する市の機関（実施機関）■
市のすべての機関が開示をします。

この制度を利用できる人■
どなたでも利用できます。

この制度で開示請求できる公文書■
平成8年7月1日以後に、市の職員が作成、取得した公文書（文
書、図画、写真及び磁気テープ等）で、組織的に用いるもの
として実施機関が保有しているもの
平成8年6月30日以前の公文書は開示請求できませんが、※
その要望を情報開示申出として受け付けます。
申出に対しては、開示請求に準じて対応し、開示可能な公
文書は適切に開示するように努めます。

開示できない情報もあります■
①法令などにより公にできないとされる情報
②個人のプライバシーに関する情報
③�企業などの事業活動に関する情報で、その企業に不利益を
及ぼすおそれがある情報
④�審議・検討・協議に関する情報で、市の適正な意思決定に
支障を及ぼすおそれがある情報
⑤行政運営に支障を及ぼすおそれがある情報
⑥�公共の安全や秩序の維持に支障を及ぼすおそれがある情報
⑦公にしない条件で任意に提供された情報
※�①〜⑦のほか、市の文書規程により決められた保存年限を
過ぎて廃棄した文書も開示できない情報です。

個人情報保護制度
市が保有する個人情報を正しく取り扱うための決まりを定め
た制度です。
市が個人情報を取り扱うときのルールと、皆さんが市の保有
する自分の情報について開示を請求する権利や、訂正、追加、
削除、利用停止等を請求する権利などを保障しています。

この制度を実施する市の機関（実施機関）■
市のすべての機関が実施します。

自己情報の開示、訂正、追加、削除、利用停止等の請求が■ できる人
市に自分の情報が収集されている人であればどなたでも請求
できます。

開示できない自己情報もあります■
①法令などにより開示できないとされる情報
②第三者に関する情報
③�診断、相談、試験などの個人の評価等に関する情報
④�審議・検討・協議に関する情報で、市の適正な意思決定に
支障を及ぼすおそれがある情報
⑤�市や国若しくは地方公共団体が行う事務でその事務事業に
支障がある情報
⑥�未成年者の法定代理人による開示請求で、未成年者本人に
不利益を及ぼすおそれがある情報
⑦�公共の安全や秩序の維持に支障を及ぼすおそれがある情報
⑧�その他個人情報保護審議会の意見を聴いた上で不開示とす
る必要があると認められる情報

個人情報保護審議会■
この制度を正しく運営していくための機関として「個人情報
保護審議会」があります。
審議会は、市民や有識者8人以内の委員で構成され、制度の
実施状況について、チェックをします。
また、個人情報の取扱いについて実施機関に意見を述べたり、
説明を求めたりすることができます。

携帯電話 スマートフォン
タブレット端末
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市議会
議事課▶▶

和光市議会は、市民の代表として選ばれた18人の議員によっ
て構成され、年4回（3月、6月、9月、12月）の定例会と、
必要に応じて臨時会が開かれます。（平成26年4月1日現在
17名、欠員1名）
また、専門的、能率的に審査するために総務環境・文教厚生
の各常任委員会と議会運営委員会があります。議決された議
案は執行機関によって実施されます。

請願・陳情は市民の権利です■
請願・陳情は、皆さんの声を直接市政に反映させるための制
度です。議会開会日の3日前（土・日を含まず）の15時まで
に提出されたものは、その議会で審議し、その後に提出され
たものは、次の議会で審議されます。
請願は、紹介議員が必要であり、陳情は必要としません。※

議会の公開■
傍聴■
本会議、委員会及び全員協議会は、原則公開しています。議
場の傍聴席は、一般席44席のほか、記者用、車椅子用等の
スペースがあります。
当日の受付で、傍聴できますので、ぜひお越しください。
また、手話通訳や要約筆記者の手配も無料でいたします。希
望する人は傍聴する日の2週間前までにお申込みください。
児童及び乳幼児は、傍聴席に入ることはできませんので、議
事課にご相談ください。

会議録等の公開■
本会議会議録や委員会等の記録は、市役所1階行政資料コー
ナー、議会図書室、市図書館、各公民館（本会議のみ）で閲覧
できます。市議会ホームページでも会議録や記録の閲覧と、
キーワード入力による検索ができます。
また、平成23年3月定例会から、本会議を録画したDVD
を議事課と市図書館の窓口で貸出しています。

インターネット議会録画中継■
平成24年6月定例会から、本会議の録画映像をインターネッ
トで配信しています。キーワード入力による検索ができます。

市議会だより■
定例会を中心とした市議会の活動状況について、定例会ごと
に年4回（2月、5月、8月、11月）「わこう市議会だより」
を発行し、広報わこうとともに各家庭にお届けしています。
目の不自由な人のために、カセットテープとCDによる「声
の広報わこう市議会だより」を発行しています。希望する人
は、議事課へお問い合わせください。
また、市議会ホームページでは、音声データを公開していま
す。

議会報告会■
皆さんとの情報共有と開かれた議会を目指すため、年2回、
議会報告会を開催しています。市の予算と決算の審査内容等
を報告するほか、皆さんからご意見等をいただいています。
日程は決まり次第広報等でお知らせします。

市議会ホームページ■
http://www.city.wako.lg.jp/home/shigikai.html
定例会・臨時会・委員会等の開催予定、審議結果、市議会だ
より、会議録、インターネット議会録画中継などを公開して
います。ぜひご覧ください。
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選挙
選挙管理委員会事務局▶▶

選挙権　公職を選ぶ権利■
20歳以上の日本国民は、選挙権を有しています。ただし、
和光市内で投票するには、和光市に引き続き3か月以上住所
を有することが必要です。また、外国に住所を有する日本国
民も、本人の申請により、「在外選挙人名簿」に登録された後
は、国政選挙の投票ができるようになります。

被選挙権　公職につける権利■
議員や長の公職につくことができる権利を被選挙権といいま
す。ただし、日本国民であることと、次の要件を満たしてい
ることが必要です。
衆議院議員と市町村長…満25歳以上●
参議院議員と都道府県知事…満30歳以上●
都道府県と市町村の議会議員は、満25歳以上で、その選●
挙権を有すること

選挙人名簿への登録■
選挙人名簿への登録は、住民基本台帳に基づいて行います。

定時登録■
新しく登録の対象となる人は毎年3月、6月、9月、12月の
定例時に登録されます。

選挙時登録■
選挙が行われるときにも、新しく登録の対象となる人は登録
されます。

投票■
投票は、投票日の7時から20時まで、指定された投票所で
行います。
選挙権のある人には、選挙の公示（告示）日以後に投票所入場
整理券が郵送されます。入場整理券を紛失したり、忘れたり
しても、選挙人名簿に登録されていれば投票できます。

期日前投票■
投票日に何らかの理由で投票所へ行けない人は公示（告示）日
の翌日から投票日の前日までに投票を済ませることができま
す。
投票場所／和光市役所内●
時間／ 8時30分から20時●
期日前投票にお越しの際は、郵送された投票所入場整理券※
をご持参ください。

不在者投票■
指定施設での不在者投票…都道府県の指定する病院や施設●
に入院（所）中の人は、その施設内で不在者投票をすること
ができます。
和光市以外の市町村での不在者投票…市外に滞在している●
人は、事前に投票用紙等の交付請求をすることで投票日の
前に最寄の市町村の選挙管理委員会で投票することができ
ます。
郵便投票…重度の障害のある人が郵便や信書便を利用して●
投票できる制度です。この制度による投票をするためには、
和光市選挙管理委員会が発行する「郵便等投票証明書」の交
付を受けていることが必要です。
投票用紙の請求や申請の手続、投票方法など詳しくは選挙※
管理委員会にお問い合わせください。

代理投票■
身体が不自由な人や、投票を自書することが困難な人のため
に、投票管理者の選任した補助者が投票用紙に、申し出の候
補者名を記載する代理投票の制度もあります。また、目の不
自由な人は、点字投票ができます。
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救急医療■
埼玉県救急医療情報センター■

救急医療情報案内　TEL 048-824-4199㈹
救急に医療機関（歯科を除く）の受診が必要なときに診療のできる病院を24時間体制で案内しています。

日曜・休日当番医■
日曜休日の救急医療の確保を図るため、朝霞地区医師会で当番医制により日曜・休日の診療を行っています。
診療時間は10時〜 16時です。
「広報わこう」に月ごとの当番医が掲載されています。

市内の指定救急医療機関■

名称 所在地 電話

国立病院機構埼玉病院 諏訪2-1 462-1101

坪田和光病院 白子2-12-15 465-5001

小児救急医療実施機関（市内）■
小児の救急患者を対象に、休日・夜間に救急医療機関が小児科医を確保し、当番日を定め、治療にあたる小児救急医療支援事
業を実施しています。

【実施医療機関】
国立病院機構埼玉病院　TEL�462-1101

小児救急電話相談（#8000）■
休日、夜間の子ども急病の電話相談です。受診が必要かどうかや、家庭での対処方法等を看護師がアドバイスします。県内ど
こからでも電話で「#8000」をプッシュすると相談窓口につながります。（携帯可）
かからないときには　TEL�048-833-7911

【受付時間】
平日（月〜土曜日）19時〜翌朝7時
休日（日曜、祝日、年末年始）9時〜翌朝7時

休日歯科応急診療所■

休日歯科応急診療所（新座市保健センター内） 受付時間9時〜 11時30分　TEL�481-2211

応急処置のみ。保険証を持参してください。※
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市民相談■
相談はすべて無料。相談者の秘密は堅く守られます。詳しい日時は、広報わこうをご覧ください。

相談名 内容 日時 問い合わせ

特設相談 法律・行政・登記・成年後見などの相談 毎月1㊌10:00 〜 15:00
市民活動推進課（法律・
成年後見・登記相談は要
予約）

税務相談 税理士による所得税・相続税など税金に
関する相談 毎月第2㊌10:00 〜 15:00 市民活動推進課（要予約）

法律相談 弁護士による相続や離婚など民事上の問
題についての相談

月6回10:30 〜 15:00
※第3㊏9:00 〜 12:00 市民活動推進課（要予約）

年金・社会保険・
労働相談

社会保険労務士による年金・社会保険・
労使問題・労働災害に関する相談 毎月第1㊌10:00 〜 15:00 市民活動推進課（要予約）

人権相談 家庭内のもめごと、近隣とのトラブルな
ど人権に関する相談

毎月第4㊌10:00 〜 12:00
　　　　　13:00 〜 15:00 人権文化課

女性相談 女性カウンセラーによる家族・離婚・
DV・生活問題など女性の悩みごとの相談

毎週㊋10:00 〜 12:00、13:00 〜 15:00
※第5火曜日・祝日を除く 市民活動推進課（要予約）

消費生活相談 訪問販売などの契約上のトラブル・苦情
などの相談

毎週㊊〜㊎10:00 〜 12:00
　　　　　13:00 〜 16:00 市民活動推進課

ヘルスアップ相談 健康相談、栄養相談 年8回、集団健診の結果説明会と同時開催 健康支援課

こころの相談 精神科医、臨床心理士による相談 月1回（予約制） 保健センター

家庭児童相談 子育てについての相談（家庭児童相談室） 毎週㊊〜㊎9:00 〜 17:15 こども福祉課

子ども教育相談 子どもの悩み・親の悩みに関する相談
（教育支援センター�TEL�466-8341）

日・祝日を除く
9:30 〜 16:30
※土曜日は12:00まで

教育支援センター

乳児相談 生後12か月までの赤ちゃんの身体計測と
育児相談 月1回（予約制） 保健センター

心理相談 1歳6か月〜就学前までのお子さんを対象
とする発達・情緒面についての相談 予約制 保健センター

おかあさんの相談 未就学児を持つ子育てに悩む人の相談 月1回（予約制） 保健センター

すくすく相談 未就学児の発育・発達について専門医に
よる相談 月1回（予約制） 保健センター

住宅相談 修理等、市内建築事業者団体による相談 毎週㊊〜㊎8:30 〜 17:15 産業支援課

経営相談 創業、資金調達、経営改善など経営全般
に関するもの 毎週㊊〜㊎8:30 〜 17:15 和光市商工会

就職相談 就職についての相談 毎週㊊〜㊎9:00 〜 17:00 勤労青少年ホーム

納税相談 市税納付に関する相談
毎週㊊〜㊎8:30 〜 17:15
毎月第3土曜日8:30 〜 12:00
毎月第2木曜日�17:15 〜 20:00

収納課
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市内循環バス
市内各公共施設を結ぶ循環バスを運行しています（市役所発着）。
どのバス停からの乗降も自由です。生活の足としてご利用くだ
さい。

【運賃】
一律150円（小人80円）

【乗継乗車券】
各コースを乗り継ぐときは、1回に限り無料で乗り継ぎができ
る乗り継ぎ券を降車時に（当日のみ有効）発行します。ご希望の
人は、降車する際に乗務員に申し出てください。
※同一コースの往復には使用できません。

対象者は無料で循環バスを利用できます■
無料乗車証が必要になりますので、道路安全課へ申請してくだ
さい。
①市内在住の70歳以上
②身体障害者手帳をお持ちの人
③療育手帳をお持ちの人
④精神障害者保健福祉手帳をお持ちの人

【申請に必要なもの】
写真（横2cm×縦3cm）　スナップ写真可•
身分を証明（住所・年齢を確認）できるもの•
※�身体障害者・療育・精神障害者保健福祉手帳をお持ちの人は
持参してください。

道路安全課▶▶
※時刻表は平成26年4月1日現在

〈中央コース時刻表〉
市役所、駅南口、白子コミセン、白子小学校入口、駅南口、市役所

停留所名 通過時間（※土日は、始発及び終発は運休）
第1便※ 第2便 第3便 第4便 第5便 第6便 第7便 第8便 第9便※

1 和光市役所 7:54 9:24 11:05 12:42 14:34 16:00 17:31 18:46
2 本町小学校 7:58 9:28 11:09 12:46 14:38 16:04 17:35 18:50
3 北原小学校入口 8:01 9:31 11:12 12:49 14:41 16:07 17:38 18:53
4 和光市駅南口 6:55 8:06 9:36 11:17 12:54 14:46 16:12 17:45 18:58
5 和光郵便局 6:56 8:07 9:37 11:18 12:55 14:47 16:13 17:46 18:59
6 中央公民館 6:57 8:08 9:38 11:19 12:56 14:48 16:14 17:47 19:00
7 大和中学校入口 7:00 8:11 9:41 11:22 12:59 14:51 16:17 17:50 19:03
8 白子コミセン 7:02 8:14 9:44 11:25 13:02 14:54 16:20 17:53 19:06

9 白子宿地域センター 7:03 8:15 9:45 11:26 13:03 14:55 16:21 17:54 19:07

10 白子小学校入口 7:04 8:16 9:46 11:27 13:04 14:56 16:22 17:55 19:08
11 南市場 7:05 8:17 9:47 11:28 13:05 14:57 16:23 17:56 19:09
12 稲荷神社下 7:06 8:18 9:48 11:29 13:06 14:58 16:24 17:57 19:10
13 吹上コミセン下 7:07 8:19 9:49 11:30 13:07 14:59 16:25 17:58 19:11
14 白子3丁目東 7:08 8:20 9:50 11:31 13:08 15:00 16:26 17:59 19:12
13 吹上コミセン下 7:11 8:24 9:53 11:34 13:11 15:03 16:29 18:02 19:15
12 稲荷神社下 7:12 8:25 9:54 11:35 13:12 15:04 16:30 18:03 19:16
11 南市場 7:13 8:27 9:55 11:36 13:13 15:05 16:31 18:04 19:17
15 城山 7:14 8:30 9:58 11:39 13:16 15:08 16:34 18:07 19:20
16 下新倉氷川神社 7:17 8:32 10:00 11:41 13:18 15:10 16:36 18:09 19:22
17 中新田通り 7:19 8:33 10:01 11:42 13:19 15:11 16:37 18:10 19:23
18 谷中 7:20 8:35 10:03 11:44 13:21 15:13 16:39 18:12 19:25
19 大和橋 7:23 8:38 10:05 11:46 13:23 15:15 16:41 18:15 19:27
20 大和中学校 7:25 8:40 10:07 11:48 13:25 15:17 16:43 18:17 19:29
4 和光市駅南口 7:30 8:45 10:12 11:53 13:30 15:22 16:48 18:22 19:34
3 北原小学校入口 7:33 8:50 10:16 11:57 13:34 15:26 16:52 18:27 19:38
2 本町小学校 7:36 8:55 10:20 12:01 13:38 15:30 16:56 18:31 19:42
1 和光市役所 7:41 9:00 10:25 12:06 13:43 15:35 17:01 18:36 19:47

〈北コース時刻表〉
市役所→駅南口→アクシス→福祉の里→駅南口→市役所

停留所名 通過時間（※土日は、始発及び終発は運休）
第1便※ 第2便 第3便 第4便 第5便 第6便 第7便※

1 和光市役所 7:57 9:54 12:26 14:28 16:23 18:15
2 図書館前 8:00 9:57 12:29 14:31 16:26 18:19
3 和光市駅南口 6:27 8:03 10:00 12:32 14:34 16:29 18:22
4 新倉ロータリー 6:30 8:06 10:03 12:35 14:37 16:32 18:25
5 地蔵橋 6:32 8:08 10:05 12:37 14:39 16:34 18:27
6 谷津橋 6:33 8:09 10:06 12:38 14:40 16:35 18:28
7 赤池 6:35 8:11 10:08 12:40 14:42 16:37 18:30
8 新倉氷川神社 6:38 8:14 10:11 12:43 14:45 16:40 18:33
9 アクシス 6:43 8:20 10:16 12:48 14:50 16:45 18:38
10 福祉の里 6:46 8:23 10:19 12:51 14:53 16:48 18:41
11 アグリパーク入口 6:48 8:25 10:21 12:53 14:55 16:50 18:43
12 新倉郵便局 6:52 8:29 10:25 12:57 14:59 16:54 18:47
13 金泉寺前 6:53 8:30 10:26 12:58 15:00 16:55 18:48
14 野川公園入口 7:01 8:37 10:33 13:05 15:07 17:02 18:55
15 下新倉児童センター入口 7:05 8:41 10:37 13:09 15:11 17:06 18:59
16 下里（さがり） 7:05 8:41 10:37 13:09 15:11 17:06 18:59
13 金泉寺前 7:07 8:43 10:39 13:11 15:13 17:08 19:01
12 新倉郵便局 7:08 8:44 10:40 13:12 15:14 17:09 19:02
11 アグリパーク入口 7:11 8:47 10:43 13:15 15:17 17:12 19:05
10 福祉の里 7:13 8:49 10:45 13:17 15:19 17:14 19:07
9 アクシス 7:19 8:55 10:50 13:22 15:24 17:19 19:12
8 新倉氷川神社 7:24 9:00 10:55 13:27 15:29 17:24 19:17
7 赤池 7:27 9:03 10:58 13:30 15:32 17:27 19:20
6 谷津橋 7:28 9:04 10:59 13:31 15:33 17:28 19:21
5 地蔵橋 7:30 9:06 11:01 13:33 15:35 17:30 19:23
4 新倉ロータリー 7:32 9:08 11:03 13:35 15:37 17:32 19:25
3 和光市駅南口 7:39 9:14 11:08 13:40 15:42 17:37 19:30
2 図書館前 7:42 9:17 11:11 13:43 15:45 17:40 19:33
1 和光市役所 7:47 9:22 11:16 13:48 15:50 17:45 19:38

〈南コース時刻表〉
市役所→南公民館→埼玉病院→牛房コミセン→駅南口→市役所

停留所名 通過時間（※土日は、始発及び終発は運休）
第1便※ 第2便 第3便 第4便 第5便 第6便 第7便※

1 和光市役所 7:45 9:28 11:16 13:18 15:06 17:04 18:52
20 図書館前 7:48 9:31 11:19 13:21 15:09 17:07 18:55
19 和光市駅南口 7:51 9:34 11:22 13:24 15:12 17:10 18:58
2 西大和団地 7:56 9:38 11:26 13:28 15:16 17:14 19:02
3 南一丁目 7:59 9:41 11:29 13:31 15:19 17:17 19:05
4 二軒新田 8:00 9:42 11:30 13:32 15:20 17:18 19:06
5 南大和団地 8:03 9:45 11:33 13:35 15:23 17:21 19:09
6 越後山 8:04 9:46 11:34 13:36 15:24 17:22 19:10
7 越後山南 8:05 9:47 11:35 13:37 15:25 17:23 19:11
8 越後山橋入口 8:07 9:49 11:37 13:39 15:27 17:25 19:13
9 第三中学校 8:09 9:51 11:39 13:41 15:29 17:27 19:15
10 南公民館 8:10 9:52 11:40 13:42 15:30 17:28 19:16
11 第四小学校 8:13 9:54 11:42 13:44 15:32 17:30 19:18
12 埼玉病院 8:14 9:55 11:43 13:45 15:33 17:31 19:19
13 和光陸橋 8:18 10:00 11:48 13:50 15:38 17:36 19:24
14 第五小学校入口 8:19 10:01 11:49 13:51 15:39 17:37 19:25
15 白子向山 8:22 10:04 11:52 13:54 15:42 17:40 19:28
16 白子牛房 8:23 10:05 11:53 13:55 15:43 17:41 19:29
17 牛房コミセン 8:25 10:07 11:55 13:57 15:45 17:43 19:31
18 消防白子分署 8:29 10:10 11:58 14:00 15:48 17:46 19:34
12 埼玉病院 8:33 10:13 12:01 14:03 15:51 17:49 19:37
11 第四小学校 8:34 10:14 12:02 14:04 15:52 17:50 19:38
10 南公民館 8:37 10:17 12:05 14:07 15:55 17:53 19:41
9 第三中学校 8:38 10:18 12:06 14:08 15:56 17:54 19:42
8 越後山橋入口 8:41 10:20 12:08 14:10 15:58 17:56 19:44
7 越後山南 8:43 10:22 12:10 14:12 16:00 17:58 19:46
6 越後山 8:44 10:23 12:11 14:13 16:01 17:59 19:47
5 南大和団地 8:46 10:24 12:12 14:14 16:02 18:00 19:48
3 南一丁目 8:48 10:26 12:14 14:16 16:04 18:02 19:50
4 二軒新田 8:49 10:27 12:15 14:17 16:05 18:03 19:51
2 西大和団地 8:53 10:31 12:19 14:21 16:09 18:07 19:55
19 和光市駅南口 9:00 10:38 12:26 14:28 16:16 18:14 20:02
20 図書館前 9:03 10:41 12:29 14:31 16:19 18:17 20:05
1 和光市役所 9:08 10:46 12:34 14:36 16:24 18:22 20:10
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地震・風水害、ハザードマップ
「地震・風水害」■
いざという時のため、避難場所やそこまでの順路を確認しておきましょう。
また、災害が発生して救援体制が整うまでに約3日間かかると言われています。その3日間を自力で乗り切るために、最低3日
分の水、食糧、防災資機材を用意しておきましょう。

洪水ハザードマップ
洪水ハザードマップ（荒川）■
洪水ハザードマップ…荒川・入間川
について200年に1回程度の確立で
発生する規模の大雨が荒川流域に降
り、荒川・入間川がはん濫した場合
を想定した浸水想定区域図に基づ
き、万が一の場合に備えて、市民の
皆さんの安全な避難に役立つよう作
成したものです。
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揺れやすさマップ
「東京湾北部地震」が発生した場合で、市内を東西南北に約50メートルに区分し、
揺れの強さ（震度）の最大値を表現したものです。
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公共施設テレホンガイド
市役所・出張所・市出先機関

市役所本庁舎� 464-1111
駅出張所� 467-2446
牛房出張所� 465-4978
吹上出張所� 465-9555
坂下出張所� 465-7051
上下水道部（本庁舎内）� 463-2151
清掃センター� 464-5300
保健センター� 465-0311
駅北口土地区画整理事業事務所� 450-1602

消防
和光消防署� 461-0119
白子分署� 461-0474

教育・スポーツ・児童施設
教育支援センター� 466-8341
図書館� 463-8723
総合体育館� 462-0107
運動場� 467-1335
坂下庭球場� 466-5701
総合児童センター� 465-2525
下新倉児童センター� 464-1515
新倉児童館� 463-1679
南児童館� 467-5627
みなみ子育て支援センター� 450-4642
しらこ子育て支援センター� 464-0194
キッズエイド和光子育て支援センター� 460-1915
しもにいくらミニ子育て支援センター� 452-6834
ゆめの木ミニ子育て支援センター� 471-9841
おやこ広場もくれんハウス� 466-2658

公民館・コミセン・地域センター
中央公民館� 464-1123
坂下公民館� 464-5230
南公民館� 463-7621
新倉コミセン� 465-5521
牛房コミセン� 465-5621
白子コミセン� 468-1567
吹上コミセン� 465-9196
白子宿地域センター� 465-1477
新倉北地域センター� 462-5636
本町地域センター� 464-1338

公民館・コミセン・地域センター
南地域センター� 466-0795
向山地域センター� 458-7501
城山地域センター� 464-9012
農業体験センター（アグリパーク）� 465-1632

保育園・保育クラブ
ひろさわ保育園� 461-1043
みなみ保育園� 450-4641
にいくら保育園� 463-2002
しらこ保育園� 464-7400
ほんちょう保育園� 465-5200
しもにいくら保育園� 452-6833
キッズエイド和光保育園� 460-1068
和光駅前保育園� 461-2120
下新倉みどり保育園� 451-6433
ハレルヤ保育園� 451-5300
ゆめの木保育園� 463-8791
あすの木保育園� 465-2177
里仁育舎� 423-7184
諏訪ひかり保育園� 423-7614
中央保育クラブ� 464-4660
諏訪保育クラブ� 464-6501
新倉保育クラブ� 463-1678
白子保育クラブ� 463-2164
南保育クラブ� 467-5332
北原保育クラブ� 467-5333
本町保育クラブ� 462-2512
広沢保育クラブ� 469-5541
下新倉保育クラブ� 466-0312
南地域センター保育クラブ� 466-0796

学校
白子小学校� 461-2073
新倉小学校� 461-2108
第三小学校� 461-2322
第四小学校� 461-4855
第五小学校� 463-3100
広沢小学校� 464-1149
北原小学校� 461-3374
本町小学校� 466-0855
大和中学校� 461-2143
第二中学校� 462-1793
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学校
第三中学校� 461-3306
和光高等学校� 463-1207
和光国際高等学校� 467-1311
和光特別支援学校� 465-9770
和光南特別支援学校� 465-9780

文化施設
市民文化センター（サンアゼリア）� 468-7771
勤労青少年ホーム� 465-4841
勤労福祉センター（アクシス）� 462-7890
新倉ふるさと民家園� 467-7575

福祉施設
総合福祉会館（ゆめあい和光）� 452-7600
福祉の里� 468-3355
新倉高齢者福祉センター（歩楽里）� 465-3800
すわ緑風園� 461-3028
生活介護施設さつき苑� 466-3457
北地域包括支援センター� 458-5120
北第二地域包括支援センター� 450-0591
南地域包括支援センター� 450-2500
中央地域包括支援センター� 475-9016
中央第二地域包括支援センター� 468-2312
就労継続支援B型施設（すまいる工房）� 452-7102
地域活動支援センター�身体障害者�
（ゆめちか）� 452-7100
高齢者福祉センター（ゆうゆう）� 452-7106
地域活動支援センター�精神障害者�
（ワンステップ）� 452-7108
地域生活支援センター� 452-7602
障害者虐待防止センター� 452-7602
障害者就労支援センター� 452-7602
地域福祉センター� 452-7600

市関係法人
社会福祉協議会� 452-7111
文化振興公社� 464-1111
学校給食協会� 464-1111

金融機関
和光郵便局� 461-3002
埼玉りそな銀行� 461-5691
川口信用金庫� 461-4187
東日本銀行� 463-1881
あさか野農業協同組合� 461-2113
三菱東京UFJ銀行� 466-3611
武蔵野銀行� 462-8451

交通機関
和光市駅� 461-2118
国際興業バス練馬（営）� 03-3934-1123
東武バスウエスト新座（営）� 048-477-3934
西武バス上石神井（営）� 03-3867-2525
地下鉄成増駅� 03-3975-7601
都営西高島平駅� 03-3938-4688

電気・ガス・電話
東京電力㈱埼玉カスタマーセンター� 0120-995441
東京ガス㈱�お客さまセンター� 0570-002211
NTT東日本� 局番なし　116

その他
朝霞地区一部事務組合� 048-461-2415
埼玉県南西部消防本部� 048-460-0119
朝霞警察署� 048-465-0110
和光市駅前交番� 465-8672
和光交番� 461-2111
新倉交番� 465-0100
朝霞税務署� 048-467-2211
朝霞県税事務所� 048-463-1671
税務大学校和光校舎� 460-5000
朝霞保健所� 048-461-0468
朝霞公共職業安定所� 048-463-2233
司法研修所� 460-2000
裁判所職員総合研修所� 452-5000
法務局志木出張所� 048-476-1230
関東運輸局所沢事務所� 050-5540-2029
ねんきんダイヤル� 0570-05-1165
� （IP電話・PHSからは03-6700-1165）
さいたま地方裁判所� 048-863-4111
さいたま地方検察庁� 048-863-2221
埼玉労働局� 048-600-6262
朝霞県土整備事務所� 048-471-4661
浦和公証センター� 048-831-1951
川越公証センター� 049-224-9454
運転免許センター� 048-543-2001
パスポートセンター川越支所� 049-229-1520
県庁� 048-824-2111
国立病院機構埼玉病院� 462-1101
和光市商工会� 464-3552
朝霞地区医師会� 048-464-4666
駅南口自転車駐車場� 467-3731
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■企画・編集／NTTタウンページ株式会社　　　■編集協力／埼玉県和光市　　　■印刷・製本／株式会社NTTクオリス

※電話番号をお確かめの上、お間違えの無いようお願いします。

■行政情報ページについて
和光市役所の各担当課までお問い合わせください。
〒351-0192�埼玉県和光市広沢1番5号
TEL.048-464-1111（代表）
【開庁時間】月〜金曜日�午前8時30分〜午後5時15分
　　　　　第3土曜�8時30分〜正午（転出入に関する事務）

■その他のページについて
NTTタウンページ株式会社　営業本部
〒164-0011�東京都中野区中央3-24-9�ネクストサイト中野ビル2F
TEL.0120-788223（無料）
【受付時間】午前9時〜午後5時（土曜・日曜・祝日・
　　　　　年末年始[12月29日〜 1月3日]を除く）

H26広表第63号

　問い合わせ先


