
　毎年5月12日は民生委員児童委員の日、
5月12日からの1週間は活動強化週間で
す。民生委員児童委員は、常に住民の立場
にたって、安心で暮らしやすい地域社会を
作るため、生活上の心配事の相談や福祉
サービスを利用するお手伝いなどを行っ
ています。お気軽にご相談ください。

問 �社会福祉協議会�☎452-7111

5月12日は民生委員児童委員の日

消費生活情報の展示を行っています。
①  日5月7日（火）〜31日（金） 

場市役所1Fロビー
②  日5月9日（木）〜30日（木） 

場総合福祉会館3Fロビー
消費生活全般の疑問やトラブルは、
消費生活センターへご相談ください!

問 �市民活動推進課�相談・消費者担当�
　☎424-9129�
和光市消費生活センター�
　☎424-9116

5月は消費者月間です
「�ともに築こう�豊かな消費社会�
～誰一人取り残さない2019～」

日5月18日（土）10：00〜15：00
　※雨天の場合、19日（日）に延期
場和光樹林公園 芝生広場園路沿い
費無料  内特技を持つ地元の方のマルシェ
主いつでも・わこうマルシェ

問大和田�☎080-4187-4405

【市民協働推進センター登録団体イベント】

春のわこうマルシェ

　子どもが安心する居場所づく
りをテーマに、子どもの未来の
ために今できることを考えます。
▶基調講演
日6月30日（日）10：00〜12：10
場中央公民館2階 会議室1　定先着90名
対何か子どものために活動したい人
講 湯浅 誠（社会活動家。東京大学先端科
学技術研究センター特任教授。全国こど
も食堂支援センター・むすびえ理事長）

トークセッション／
　 湯浅 誠、森田 圭子（NPO法人わこう子
育てネットワーク代表）、松本 武洋（和
光市長）

費無料　保5名（1歳以上。要申込み）
申 5月15日（水）からHP又はメール、窓口で
　※ 終了後13：00まで1階ロビー展示ブー

スで交流を開催（昼食持参可）
▶子どもの居場所づくりに関わる�
展示と交流

日6月30日（日）9：00〜13：00 1階ロビー

問 �協働推進センター（市民活動推進課内）�
kyodo@city.wako.lg.jp

みんなの協働フォーラム2019

▶緑の直行便「グリーンライナー」�
運行開始

　新潟県十日町市と和光市含む都内とを
結ぶバス「緑の直行便」の運行が5月11日

（土）から始まります! ぜひご利用ください。
　利用条件等、詳しくはホームページ、ま
たは市民活動推進課窓口のチラシを参照
してください。
▶十日町市宿泊助成券の廃止
　新潟県十日町市が実施する宿泊助成券
の配布が、今年度より廃止となりましたの
で、お知らせいたします。ご理解ご協力を
お願いいたします。　

問 �市民活動推進課�コミュニティー担当�
☎424-9113

友好都市「十日町市事業」

働く・企業

原則8月1日採用
※ 合格者の都合により10月1日採用とす
ることができます。

職種／一般事務、土木、建築
人数／5名程度
試験日／
第1次試験 5月26日（日）試験選択制
【A方式】 従来型公務員試験 

+性格検査+作文試験
【B方式】 SPI試験（基礎能力） 

+性格検査+作文試験
第2次試験 6月上旬（平日）個別面接

受験資格／詳細はHPをご覧ください。
【一般事務】

上級（大学卒程度） 30歳まで
中級（短大卒程度） 26歳まで
初級（高校卒程度） 24歳まで

【土木】【建築】
上級（大学卒程度） 35歳まで
中級（短大卒程度） 35歳まで
初級（高校卒程度） 35歳まで

給与／地域手当を含む
 大学卒 215,280円 
短大卒 195,615円 
高校卒 175,950円

申 5月20日（月）までインターネットで 
（郵送不可）

問 �職員課�人事担当�☎424-9098

令和元年8月1日又は10月1日
採用�和光市職員採用試験

就業時間／
①平日6時間2日・土曜日7.5時間 月3日
② 日曜・祝日 7：30からの3〜6時間 
（応相談）

給与／時給1,200円　資格／保育士

問 �南子育て世代包括支援センター�
☎450-4642

みなみ一時・休日保育
非常勤職員募集

お知らせ

【部長職】 企画部審議監 東内京一／総務
部審議監 鈴木知子／保健福祉部長 大野
孝治／保健福祉部審議監兼保健福祉部次
長兼健康保険医療課長 川辺聡／子どもあ
んしん部長 大野久芳／建設部長 木村暢
宏／上下水道部長 戸田伸二／教育委員
会事務局教育部長 結城浩一郎／監査委
員事務局長兼公平委員会局長 鈴木均

【次長職】 企画部次長兼政策課長 奥山寛
幸／総務部次長兼総務人権課長 寄口昌宏
／総務部次長兼職員課長 田中康一／市民
環境部次長兼産業支援課長兼農業委員会
事務局長 伊藤英雄／市民環境部統括技
術監（平成31年4月2日付採用） 清水敏男
／子どもあんしん部次長兼ネウボラ課長 
斎藤幸子／建設部次長兼都市整備課長 
加山卓司／建設部次長兼道路安全課長 髙
橋琢磨／建設部次長兼駅北口土地区画整
理事業事務所主幹 永野淳／会計管理者 
山浦丈夫／上下水道部次長兼水道施設課
長 佐々木一弘／教育委員会事務局次長
兼教育総務課長 長坂裕一／教育委員会
事務局次長兼学校教育課長 佐藤真二

【課長職】 企画部政策課主幹 渡辺正成／
企画部財政課長 櫻井崇／総務部情報推
進課長 大塚欣也／総務部課税課長 鈴木
克明／市民環境部戸籍住民課長 亀井誠
／市民環境部市民活動推進課長 高橋契
将／市民環境部環境課主幹 加藤賢司／
市民環境部資源リサイクル課主幹兼ごみ
処理広域化プロジェクト・チームチーム・
サブリーダー 鈴木恵一／保健福祉部地域
包括ケア課長 野中大介／保健福祉部地
域包括ケア課主幹 阿部剛／保健福祉部
社会援護課長兼社会援護課総合福祉会館
館長 梅津俊之／保健福祉部長寿あんしん
課長 前島祐三／子どもあんしん部保育サ
ポート課長 中野陽介／建設部駅北口土地
区画整理事業事務所主幹 入谷学／建設
部駅北口地区高度利用化推進室技術調整
幹 栁瀬尚兵／会計課長 横山英子／上下
水道部下水道課長 本橋勝己／教育委員
会事務局学校教育課主幹 辻英一／教育
委員会事務局生涯学習課長兼生涯学習課
和光市史編さんプロジェクト・チームチー
ム・リーダー 茂呂あかね／教育委員会事
務局スポーツ青少年課長 田中克則／議会
事務局議事課長 末永典子

問 �職員課�人事担当�☎424-9098

4月1日付�人事異動（課長級以上）

子ども・子育て

日 5月27日（月）〜6月15日（土）の開庁日 
8：30〜17：15
※6月15日（土）のみ8：30〜12：00
※期間後の申請受付不可

申市役所1階 保育施設課 窓口へ
※ 条件を全て満たす場合に限り郵送で
の提出可（6月14日必着）

  ※ 条件の詳細は、市HP「学童クラブ（放
課後児童クラブ）のご案内」を参照

入所期間／7月18日（木）〜8月31日（土）
※夏休み期間及び短縮授業期間です。

結果通知／7月上旬予定

問 �保育施設課施設整備担当�
☎424-9131

平成31年度学童クラブ
夏休み入所受付について

募集人員／若干名　
提出書類／ 履歴書（写真添付）
勤務場所／和光市内小中学校
勤務日・時間／ 8：45〜15：30 

（給食実施日他）
賃金／日給6,180円〜6,960円
賞与／ 6月：日給×23、12月：日給×26
採用日／応相談
申電話でお問合せください

問 �（一財）和光市学校給食協会�
（和光市役所内地下1階）�
☎464-1111（内線2003）

学校給食協会調理員募集

採用予定日／8月1日（木）
募集内容／障害者支援施設支援員
【上級】 大学卒で昭和54年4月2日以降

に生まれた人
【中級】 短大卒で昭和56年4月2日以降

に生まれた人
【初級】 高校卒で昭和58年4月2日以降

に生まれた人
内 施設を利用する知的障害その他の障害
児者に対する生活・作業等の支援及び
利用者の入浴、排泄等の介護業務

試験日程／第1次試験 6月1日（土）9：00
受付期間／ 5月7日（火）〜5月17日（金） 

平日9：00〜17：00
申 朝霞地区一部事務組合で試験案内を配
布。詳細は試験案内・HPをご覧ください。

問 �障害者支援施設すわ緑風園�
☎048-461-3028

朝霞地区一部事務組合職員募集

都市基盤

　水道メーターは、水道
使用量を正しく計量する
ため、法律（計量法）で定
期的に取り替えることを
義務づけられています。
そのため、上下水道部で
は、皆様のお宅の水道メーター（市の貸与
品）を一定の期間内（8年以内）で取り替え
ています。
◦ 該当世帯には、検針時に「水道メーター
交換のお知らせ」を配付します。

◦ 水道メーター交換には、量水器満期交換
業務従事事業者証を携帯した和光市指
定給水装置工事事業者が伺います。交
換の費用は一切かかりません。

取替期間／5〜7月末まで

問 �上下水道部水道施設課給水担当�
☎463-2153

水道メーターの交換
5～7月にかけて

　昨年、市内では217件の人身事故が発生
し、266名が負傷しています。物件の事故
も1,504件発生し、いずれも前年よりは減
少しましたが、交通事故死亡者は3人と減
少には至りませんでした。
　交通ルールを守り、事故に遭わない、事
故を起こさないよう気をつけましょう。
▶和光市駅南口駅前広場で�
交通安全啓発活動を実施します。

日 5月14日（火）14：00から 
※雨天中止

問 �道路安全課�交通安全担当�
☎424-9157

春の全国交通安全運動
（5月11～20日）

　日本赤十字社の活動は皆様の寄付で賄
われており、一年を通じて募集しておりま
す。皆様のご協力をお願いします。なお、
28日14：00からは自治会向け説明会を総
合福祉会館で開催いたします。

問 �社会援護課�☎424-9109

5月は「赤十字運動月間」です

広報   2019年5月号 13● 問合せに電話番号の記載がない場合は、和光市役所 ☎464-1111（代表）までお問い合わせください。

情報
満載！インフォメーション・プラザ

納 期 限
5月31日（金）

●�今月の納税　固定資産税、都市計画税（第1期）、軽自動車税、自動車税�
税金は納期限内に納めましょう。便利な口座振替のご利用を!  コンビニでも納付できます。



■委員募集
● 市庁舎にぎわいプラン基本計画検討委員（若干名）

広沢複合施設整備・運営事業により広沢地区に新たな拠点ができることから、市役所周辺に新たな
“にぎわい”を創出し、当地区における価値・魅力を向上することを目的とした“市庁舎にぎわいプ
ラン"の基本計画策定について審議します。
任期／5月の委嘱日〜計画素案を市長報告するまで（令和2年2月頃を予定）
会議開催／3回程度　報酬／なし　応募資格／市内在住・在勤・在学の満18歳以上の人
応募方法／ 「応募動機」をテーマに400〜500字程度にまとめ、住所、氏名、性別、生年月日、電話番

号を記入の上、持参又は郵送、FAX、メールで。
募集期間／5月7日（火）〜17日（金）（当日消印有効）
選考方法／ 書類審査のほか、委員の男女比、年齢、地域構成、及び他の審議会の委員との兼職状況

等を考慮の上、決定。
結果通知／応募締切から2週間程度
問資産戦略課 計画推進担当 ☎424-9081  464-8822  b0100@city.wako.lg.jp

● 社会教育委員公募委員
委員構成／ 市内公共的団体等の役員11名、知識経験を有する者2名、公募による市民2名の合計15

名以内を予定。
任期／ 7月の委嘱日〜令和3年6月30日（水）　会議開催時期／年に3回程度（平日昼間）を予定
報酬／出席1日につき報酬4,000円
対 市内在住の満18歳以上の人。ただし、国及び地方公共団体の議会の議員を除く。
選 考方法／ 選考委員会による書類審査。選考委員会において、応募いただいた書類等の他、委員の

男女比、年齢構成及び他の審議会等の委員との兼職状況を考慮の上、決定します。
結果通知／6月末（予定）
申 5月29日（水）までに応募動機を400字以内にまとめ、住所、氏名、性別、生年月日を記入の上、生
涯学習課まで（郵便の場合は当日消印有効）

問生涯学習課 生涯学習担当 ☎424-9150  h0300@city.wako.lg.jp

● 文化財保護委員（1名）
任期／委嘱日7月1日（月）から2年間　会議開催／年2〜3回（月〜金の昼間）を予定

報酬／出席1日につき報酬4,000円
応 募資格／市内在住の満18歳以上の人（国及び地方公共団体の議会の議員を除く）
申 住所、氏名、電話番号、年齢、性別を明記の上、小論文、テーマ「文化財の保護と啓発について」（様
式・書式不問、原稿用紙等400字以内）を生涯学習課まで、持参又は郵送、FAX又はメールで。

応 募期間／5月1日（水）〜29日（水）（当日消印有効）
選考方法／ 選考委員会による書類審査。選考委員会において、応募いただいた書類等の他、委員の

男女比、年齢構成及び他の審議会等の委員との兼職状況等を考慮の上、決定します。
結果通知／6月末（予定）
問生涯学習課 文化財保護担当 ☎424-9119  464-7901  h0300@city.wako.lg.jp

● 和光市公民館運営審議会公募委員（2名）
任期／7月1日（月）〜令和3年6月30日（水）
会議開催／ 年に3回程度（平日午前又は午後）を予定。対象／市内在住の満20歳以上の人。ただし、

国及び地方公共団体の議会の議員を除く
報酬／出席1回につき4,000円
応募方法／ 5月31日（金）までに「地域における公民館の役割」についての考えを400字以内にまと

めて、住所、氏名、性別、生年月日、電話番号を記入の上、南公民館へ持参、郵送（当日必
着）、FAX、メールで。

選考方法／ 選考委員会による書類審査。選考委員会において、応募いただいた書類の他、委員の男
女比、年齢構成及び他の審議会等の委員等との兼職状況を考慮の上、決定します。

結果通知／6月末（予定）
問南公民館 ☎463-7621  461-1257  h0303@city.wako.lg.jp

やってみよう、市民参加!
市民参加推進

キャラクター「タマ」

※ 審議会等の会議録資料やパブリック・コメントの結果等は、市役所1階行政資料コーナー、担当課、図書館及び市ホームページで閲覧できます。パブリック・コメントについて、個別の回答は行いません。

■審議会等の開催（傍聴は直接会場へお越しください）

● 第1回 和光市市民参加推進会議　5月23日（木）9：30から
内平成31年度 市民参加実施予定事業について（担当者との意見交換会）
場市役所6階 602会議室　問政策課 企画調整担当 ☎424-9086  a0200@city.wako.lg.jp

● 第1回 総合教育会議　5月30日（木）（定例教育委員会終了後の15：00予定）
場市役所3階 庁議室　問政策課 政策法務担当 ☎424-9085   a0200@city.wako.lg.jp

● 第1回 和光市文化財保護審議会　6月3日（月）13：30から
内平成30年度文化財保護事業報告
場市役所5階 502会議室　問生涯学習課 文化財保護担当 ☎424-9119

■審議会等の開催（傍聴は直接会場へお越しください）

環境

　6月は環境月間
です。身近な自然に
ふれあい、楽しみな
がら湧き水や森の
生態系を守る活動を体験してみませんか。
日・場参加できる日を選んでください。
①樹林公園花時計前 5月30日（木）
②白子コミセン前 6月8日（土）・19日（水）
③赤池児童公園 6月15日（土）
各回9：30集合、11：30まで

定各回先着10名　費無料
持歩きやすい靴、服装、飲物
共 NPO法人和光・緑と湧き水の会、 
白子大坂ふれあいの森の会

問 �高橋�☎462-9912

【市民協働推進センター登録団体イベント】

緑と湧き水保全ボランティア
体験会

　平成31年度から同一世帯内の被保険者
及び世帯主の総所得金額等の合計額が33
万円以下で、同一世帯内の被保険者全員
が年金収入80万円以下（他の各種所得な
し）の人に対する均等割の軽減割合が9割
から8割に変更となります。

問 �後期高齢者医療制度について／�
　健康保険医療課�☎424-9139

後期高齢者医療保険料の
均等割軽減の見直しについて

生涯学習・スポーツ

職種／
和光市災害時通訳・翻訳ボランティア
　（ 外国籍市民への通訳・翻訳）
和光市多文化共生ボランティア
　（ A：通訳 B：翻訳  

C：国際化推進事業のサポート）
任期／ 登録日から3年を経過した日の属

する年度末まで（更新あり）
登 録資格／18歳以上（高校生を除く。）、日
本語から外国語・外国語から日本語への
通訳・翻訳ができること
A、Bの対象言語：英語、中国語、ハングル
※  A、Bは語学の資格が必要 
Cは語学力を問わない

申 各登録申請書を持参・郵送・FAX・メール
のいずれかの方法で上記担当へ

※ 詳細は市HPをご確認ください。

問 �総務人権課文化交流担当�
☎424-9088� 464-1234�
a0400@city.wako.lg.jp

通訳・翻訳のボランティアを募集

期間／8〜11月（月1回、全4冊を配本）
対市内在住・在勤の人　定200人  費無料
内 ①元気で美しく暮らすインテリア 
②基礎から知るキャッシュレス決済 
③仮想通貨〜楽しく学ぶ安心ライフ〜 
④高齢期のくらしとお金の管理術

申6月28日（金）まで

問 �市民活動推進課�相談・消費者担当�
☎424-9129� 464-2090�
c0200@city.wako.lg.jp

消費生活共同通信講座
「くらしを読むゼミナール」

保険・税

　国の基準が改正されたため、国民健康
保険税の課税限度額（上限額）を改正しま
す。皆様のご理解・ご協力をお願いします。

問 �健康保険医療課�国保医療政策担当�
☎424-9127� 463-8815

国保税・課税限度額の改正

課税区分 Ｈ30
（年額）

R1
（年額）

改正額
（年額）

医療分 54万円 58万円 ＋4万円

支援分 19万円 19万円 0万円

介護分 16万円 16万円 0万円

合計 89万円 93万円 ＋4万円

▶Jアラートの�
全国一斉試験放送実施

日 5月15日、8月28日、12月4日、 
2020年2月19日の各水曜日の11：00頃

放送内容／「これはJアラートのテストです」
▶�放送内容が電話で確認できます
専用ダイヤル ☎050-5212-5258
◦放送後24時間確認できます。
◦通話料金は利用者負担です。

問 �危機管理室�防災担当�☎424-9097

防災行政無線について

防災

日 6月23日、7月7日、9月29日、 
10月27日、12月8日の各日曜日

内HUG・DIG、上級救命、避難所運営等
定30名
申氏名、住所を電話、FAX又はメールで

問 �危機管理室防災担当�
☎424-9097� 464-1234�
b0200@city.wako.lg.jp

和光市BOSAIまちづくり
伝道師養成講座

日 6月15日（土）市役所集合6：30 
出発6：45　市役所到着18：00予定

内 大型バス1台で出発し、佐久市マレット
ゴルフ連盟指導者と一緒に4名1組でマ
レットゴルフラウンド後、市内観光や温
泉に入ります。※小雨決行

行程／ 和光市役所〜マレットゴルフ 
〜昼食〜温泉・市内観光〜市役所

場佐久総合運動公園マレットゴルフ場
対 市内在住、在学、在勤者（小学生以上） 
※小・中学生の参加は,保護者同伴

定 先着42名（3名グループ）個人参加の人
は事務局にて割り振ります。

費 1,500円（当日朝集金）、 
その他現地での経費は自己負担

申 5月7日（火）〜5月31日（金）に住所・氏
名・年齢・電話番号を窓口、電話、FAX、
メールで

※ 「わこう健康マイレージ」ポイント対象
事業です! 健康マイレージ参加は事前
手続き必要。詳細は保健センターへ

問 �スポーツ青少年課�
スポーツ振興担当�☎424-9117

「佐久市とのスポーツ交流会」の
参加者募集

　協働事業提案により、和光市体育協会と
タッグを組んで開催します。
日 6月8日・15日・22日・29日、7月6日の 
各土曜日（全5日間） 
9：00〜11：00（8：30から受付） 
予備日／7月13日・20日

場運動場（和光第三中の北側、南公民館向い）
対市内在住・在学の小学生（4年生以上）
定30名（申込多数で抽選）
費500円（全5回）
講和光市ソフトテニス連盟
申 5月1日（水）〜15日（水）住所・氏名・フリ
ガナ・生年月日・年齢・性別・電話番号・昨
年度参加の有無を窓口、FAX、メールで

問 �スポーツ青少年課�
スポーツ振興担当�☎424-9117

ソフトテニス教室

広報   2019年5月号14 日日時  場場所  対対象  定定員  費費用  内内容  講講師  持持ち物  保 保育  主主催  共共催  協協力  申申込み  問問合せ  FAX  Eメール  ホームページ

和光野菜の
木曜市

情報
満載！インフォメーション・プラザ 日5月16日（木）10：00～13：00

問産業支援課 農業振興担当 ☎424-9115
新鮮な地元の野菜・果樹・花卉を
市役所中央玄関付近で販売します!


