
■委員募集
●�和光市子ども・子育て支援会議委員

和光市子ども・子育て支援事業計画の策定及び進捗管理について審議をしてくださる委員を募集
します。
募集人員／2名　任期／令和元年8月1日から3年間　会議開催／年4回程度（第1回は8月を予定）
報酬／出席1日に付き4,000円
応募資格／市内在住で満20歳以上の方（国及び地方公共団体の議会の議員を除く）
応募方法／�「和光市子ども・子育て支援会議委員公募申込書」に志望動機を400字程度にまとめ、6

月21日（金）までに持参、郵送（当日消印有効）、FAX又はメールにより、保育施設課事業
管理担当へ提出ください。（申込書は担当窓口での配布又は市役所ホームページから
ダウンロードできます。）

選考方法／�選考委員会による書類審査（応募書類等の審査のほか、委員の男女比、年齢構成、地域
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／7月中旬を予定
問�子どもあんしん部�保育施設課�事業管理担当�
☎424-9141� 464-1926� d0200@city.wako.lg.jp

●�図書館協議会委員
委員構成／学校教育・社会教育関係者・学識経験者及び公募市民の合計10名以内
任期／8月の委嘱日～令和3年7月31日　会議／年に3回程度　報酬／出席1回につき4000円
対市内在住の満20歳以上
申�6月28日（金）（当日消印有効）までに応募動機を400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、Eメールで
結果通知／7月中旬頃
問図書館�☎463-8723� 463-8682

やってみよう、市民参加!

※�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2回�和光市市民参加推進会議　6月17日（月）9：30から
場市役所5階�503会議室　問政策課�企画調整担当�☎424-9086

●�第1回�和光市社会教育委員会議　6月25日（火）14：00から
場市役所5階�503会議室
問生涯学習課�生涯学習担当�☎424-9150� 464-7901� h0300@city.wako.lg.jp

●�第35回�和光市個人情報保護審議会　6月25日（火）15：00から
場市役所3階�庁議室　問情報推進課�情報統計担当�☎424-9092

●�第1回�男女共同参画推進審議会　6月28日（金）10：00〜12：00
場和光市役所5階�502会議室　問総務人権課�庶務・人権担当�☎424-9094

●�図書館協議会　7月2日（火）14：00から
内平成30年度図書館サービス計画の評価等　場和光市図書館会議室

■審議会等の開催（傍聴は直接会場へお越しください）

■パブリック・コメント意見募集の結果
●�和光市都市農業振興計画
募集期間／2月4日（月）～2月25日（月）　提出意見／なし
問産業支援課�農業振興担当�☎424-9115

市民参加推進
キャラクター「タマ」

　市では、午王山遺跡の国史跡指定を目
指しています。遺跡の重要性、今後の予定
に関する説明会を開催いたします。
①��日6月8日（土）13：00～14：00�
場市役所502会議室

②��日6月10日（月）19：00～20：00�
場坂下公民館�別館2階�視聴覚室

問 �生涯学習課�文化財保護担当�
☎424-9119

午王山遺跡（史跡）説明会

　市役所で使用している封筒に事業所の
PRを掲載します。
募集期間／6月3日（月）～14日（金）
掲載種類・規格／
　�長形3号封筒裏面�縦5cm×横9cm�
広告の原稿は横長で、各々作成。
募集区画数／4区画
掲載枚数／
　�今年9月に印刷予定の60,000枚の封筒
の使用が終了するまで。
広告掲載料／1区画�42,000円
申�市のHPまたは総務人権課にある申込書に
必要事項を記入の上、お申込みください。

問 �総務人権課�庶務・人権担当�
☎424-9094

和光市封筒の有料広告募集お 知ら せ

　市が委託した葬儀社で市の指定する内
容の葬儀を行った場合、費用の一部（5万
円）を市が負担します。
利用条件／
①�死亡者又は施主が市内に住民登録し
ていること

②�葬儀が原則として市内で行われること
③�下記の葬儀社を利用すること
利用方法／
市が委託している葬儀社に、「市民葬儀
で行いたい」旨をお伝えください。
市が負担する5万円は葬儀終了後、直
接、市から葬儀社に支払われます。した
がって、施主が葬儀社に支払う葬祭費
用は、全体の葬祭費用から5万円を差し
引いたものとなります。
■葬儀社一覧

問 �戸籍住民課�住民担当�
☎424-9112

市民葬儀制度をご利用ください

和光市
㈱宇野商店� 048-465-0948
サンメモリー和光� 0120-365-501
㈱セレモニー� 0120-60-1001

朝霞市
㈲東栄内田式典� 048-462-4595
㈲あさか葬祭� 0120-471-496
㈱花輪式典� 0120-452-870
あさか野農業協同組合�ライフサービス�0120-24-4994
さくら商事㈱� 0120-638-640
㈲桜フラワー� 0120-676-785
㈱アトラス� 0120-40-1059
㈱福祉葬祭� 048-471-7979

新座市
㈱東上セレモサービス� 048-472-6136
㈱東邦寝台� 0120-44-0190
㈱セレモメモリー� 048-479-8811
㈲さいたま葬祭� 0120-170-594
むさしの式典サービス� 0120-053-594
メモリーたかつ� 0120-474-262
㈱日本博礼社� 042-477-0044
㈱ヨーコー　� 0120-544-100

志木市
㈲サンレイ� 0120-030-530
㈱宗岡セレモニー� 048-483-5066
㈱さいたま奉仕会葬祭センター� 0120-442-422

戸田市
アイワセレモニー㈲� 0120-499-249

板橋区
㈲服部葬儀社� 03-3930-2328
㈲増田屋� 0120-741-756
㈲小日向� 03-3930-1971
㈱坂本メモリアルプロデュース� 03-6904-0207

練馬区
第一日典㈱� 0120-52-8888
㈱金周内田� 03-3933-0426

　6月23日～29日は、男女
共同参画週間です。パネル
展を開催します。ぜひ、お立
ち寄りください�!
日�6月21日(金)～28日(金)�
8：30～17：15（最終日は8：30～12：00）

場市役所1階ロビー

問 �総務人権課庶務�人権担当�
☎424-9094

「わたしたちの声をもっと社会へ」
パネル展

　市では、平成31・32年度に行う小規模
な契約について、市内業者の受注機会を
拡大し、市内経済の活性化を図ることを目
的として和光市小規模契約希望者登録申
請を受け付けています。詳細は、市HPをご
覧ください。
受付期間／随時
資格の有効期間／
　申請受理後から令和3年3月31日まで
申郵送もしくは財政課窓口に提出

問 �財政課�契約検査担当�☎424-9100

小規模契約希望者登録申請
について

働く・企 業

対60歳以上の健康で働く意欲のある人
内�公共施設等の管理業務、清掃作業など
▶入会説明会（要予約）
日�6月18日（火）、7月17日（水）、8月16日（金）�
9：00から（予定）

定先着12名
申�市役所1階シルバー人材センター窓口
にて

問 �公益社団法人�
朝霞地区シルバー人材センター�
☎048-465-0339

シルバー人材センター 会員募集

日7月5日（金）10：00～12：00
場市役所5階502会議室
対就職を希望する市内外の女性
定30名（要予約。定員になり次第締切）
内あなたらしい応募書類の書き方とコツ
保1名（1歳以上。要予約）
申6月3日（月）から電話又はメールで

問 �総務人権課�☎424-9094

女性キャリアセンターセミナー

日7月4日（木）13：00～18：00
場さいたまスーパーアリーナ
内仕事内容、募集内容、勤務条件など
申不要、入退場自由

問 �彩の国さいたま人づくり広域連合�
☎048-664-6681

市町村職員採用合同説明会

都 市 基 盤

▶南浄水場で見学会を実施します
日6月3日（月）～7日（金）
　�①10：00～11：30�
②13：30～14：30

場南浄水場（南2-3-4）
内�浄水場内の展示物�
及び施設見学

問 �水道施設課�給水担当�☎463-2153

水道週間（6月1日（土）～7日（金））

日�6月21日（金）13：30～15：00
場�和光市役所�
503会議室

対市内在住の人
定50名　費無料

問 �和光消費生活の会�
☎462-8645（佐藤）�
☎461-5720（山崎）

和光消費生活の会講演会
「すぐに役立つ電話番号豆知識」

　この調査は、調査員が全国すべての事業
所の活動状況を実地に確認し、新たに把握
した事業所など一部の事業所には調査票
を配布します。皆様の調査へのご理解・ご
回答をよろしくお願いします。

問 �情報推進課�情報統計担当�
☎424-9092

経済センサス-基礎調査に
ご協力ください

広報   2019年6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
7月1日（月）

●�今月の納税　市・県民税（第1期）�
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。



　生産緑地の追加指定を行います。申請
に先だちまして事前相談を行いますので
申請前に必ずご相談ください。
相談／�6月3日（月）～28日（金）に�

都市整備課窓口又は電話で
申請／�事前相談後7月31日（水）までに�

都市整備課窓口で
※申請書類は事前相談後にお渡しします。

問 �都市整備課�公園緑地担当�
☎424-9132

生産緑地地区の追加指定

日�6月14日（金）～27日（木）�
12：00～20：00（土・日は9：00～17：00）�
※最終日は16：00まで

場中央公民館

問 �教育委員会�☎424-9149

教科書展示会

日6月11日（火）14：00～16：00
場市役所5階�502会議室　保なし
対�市内在住の学齢児童・生徒及び就学予
定者で、教育上特別な配慮を必要とす
ると思われるお子さんの就学に関して、
心配事やお困りごとのある保護者

内�年間の就学相談の流れについて、市内特
別支援学級等の概要について、県立和
光特別支援学校及び県立和光南特別支
援学校の概要について

問 �教育委員会学校教育課�
教育支援センター�☎466-8341

就学相談説明会

対�団体構成人数が10名以上で、1年以上継
続している団体（その他要件あり）
対象事業／�和光市子ども・子育て支援事業

計画の基本目標に資する事業
補助金額／1事業あたり10万円
審査／書類審査及びプレゼンテーション
申�申請書、事業計画書、収支予算書、会の
会則を6月21日（金）までに窓口へ

問 �ネウボラ課�☎424-9087

子育て活動推進事業費補助金

　昨年6月に発生した大阪北部地震を教
訓として、和光市では、地震による市内沿
道ブロック塀等の倒壊被害を防ぎ、安全な
まちづくりを進めるため、既存ブロック塀
等の調査診断・撤去・改修を実施する所有
者に費用の一部を補助しています。詳しく
は市HPをご覧いただくか、お問い合わせ
ください。

問 �建築課�☎424-9134

和光市既存ブロック塀等
補助制度について

子 ど も・子 育 て

　児童手当を受けている人は、引き続き手
当を受けるために「現況届」の提出が必要
です。対象者には6月上旬に郵送で通知し
ますので、必要書類を添えて6月28日（金）
までにネウボラ課へ提出してください。
（郵送提出可）提出がない場合、6月分以降
の手当が受けられなくなりますのでご注
意ください。

問 �ネウボラ課�手当医療担当�
☎424-9140

児童手当現況届の提出

都 市 基 盤

　本校では、就学・進学決定の参考にして
いただくために、授業や学校生活等を見学
できる日を設けました。

日�9：30～11：50（9：15から受付）
申電話で

問 �県立和光南特別支援学校�
就学相談担当�☎465-9780

県立和光南特別支援学校
学校見学日のお知らせ

小 中 高
6月7日（金）、7月9日（火）、
9月10日（火）、10月25日（金） ● ● ●

6月18日（火）、10月9日（水） ● ●
7月2日（火） ● ●
11月1日（金）・29日（金） ●

生 涯 学 習・ス ポ ー ツ

日�7月7日（日）・15日（月・祝）・21日（日）・�
28日（日）、8月4日（日）の全5回�
各回9：30～11：30

場下新倉小学校プール
対市内在住の小学4～6年生　費4,000円
定60名（申込者多数の場合抽選）
主和光市体育協会
申�6月7日（金）12：00までに住所・氏名・フ
リガナ・生年月日・年齢・性別・電話番号
をメール又はFAX、窓口まで

▶事前説明会（参加必須）
日6月23日（日）10：00から
場�下新倉小学校�
体育館

問 �スポーツ青少年課�
スポーツ振興担当�
☎424-9117� 464-2695�
c0400@city.wako.lg.jp

小学生水泳教室

農 業

▶ラベンダースティック教室
日6月22日（土）13：30～15：00
費300円（材料費）　定15名程度
▶和光で米づくり体験
日��①�田植え体験�

6月23日（日）10：30～12：00
　��②�田んぼの生き物観察（安部拓也氏）�

7月21日（日）10：30～12：00
　��③�花がけ鑑賞�

8月中旬頃（日）10：30～12：00
　�④�稲刈り�

11月中旬頃（日）10：30～12：00
　�⑤�新米ご飯�

12月上旬頃（土）10：30～13：30
定15組（30名程度）�※一人参加可
費2,000円（新米贈呈）
持�汚れてもいい服装、帽子、手袋、長靴

問 ��☎・ 465-1632�10：00〜17：00��
月曜定休（月曜が祝日の場合は開館
し、翌火曜が休館）

アグリパーク農業体験センター

生産者�吉田武司さん
▶じゃがいも、とうもろこし
日6月29日（土）10：00集合
場下新倉六丁目
費�じゃがいも1株200円（申込みは5株単位）�
とうもろこし1本130円
生産者�吉田�成実さん
▶じゃがいも
日6月23日・30日の各日曜日�10：00集合
場丸山台�大和中学校裏、谷戸橋付近
費1株200円（申込みは5株単位）
▶とうもろこし
日6月23日・30日の各日曜日�15：00集合
場下新倉二丁目�谷中橋付近
費1本130円
生産者�柴﨑�忠久さん
▶じゃがいも
日�6月22日（土）9：30集合�
※雨天時は23日（日）に延期������

場南一丁目（バーミヤン隣）
費1株200円（申込みは5株単位）
和光農産物直売センター
▶じゃがいも・とうもろこし
日7月6日（土）10：00集合
場アグリパーク農業体験センター集合
費�1名1,000円�
（とうもろこし4本、じゃがいも3株）
【共通事項】
持�汚れても良い服装、長靴、�
軍手、収穫袋、飲み物

申�6月14日（金）までに�
生産者の氏名、参加者氏名、�
連絡先、希望の株数、本数を�
電話又はFAXで

※申込みは先着順
※小雨決行
※駐車場は和光農産物直売センターのみ
※�天候や野菜の生育状況により、実施でき
なくなる場合があります。予めご了承く
ださい。

問 ��アグリパーク農業体験センター�
☎・ 465-1632�10：00〜17：00��
月曜定休（月曜が祝日の場合は開館
し、翌火曜が休館）

和光の野菜を収穫体験!

税・保 険

防 災・防 犯

　全国瞬時警報システム（Jアラート）を用
いた緊急地震速報訓練を実施します。防
災行政無線から緊急地震速報訓練の放送
が流れますが、避難訓練は行いません。
日6月18日（火）10：00頃
放送内容／
上りチャイム音
「�こちらは、防災わこうです。只今から訓
練放送を行います。」
『�【緊急地震速報チャイム音】緊急地震
速報。大地震です。大地震です。これは
訓練放送です。』×3回

「�こちらは、防災わこうです。これで訓練
放送を終わります。」
下りチャイム音

問 ��危機管理室�防災担当�☎424-9097

緊急地震速報訓練の実施

日��①6月22日（土）�②6月28日（金）�
9：00～17：00

場��①新座消防署�4階講堂�
②和光消防署�3階講堂

対市内在住・在勤・在学（中学生以上）の人
定先着30人　費無料
内�乳児・小児・成人の救命手当と応急手当
申��①6月10日（月）から�
②6月17日（月）から�
8：30～17：15までに電話で（土・日除く）

問 ��①埼玉県南西部消防本部救急課�
　☎048-478-0899�
②和光消防署消防活動課�
　☎461-0119

上級救命講習

　令和元年度の年金額の詳細は次のとお
りです。

　年金受給中の人には、年金額改定通知
書・年金振込通知書等で日本年金機構から
お知らせいたしますのでご確認ください。

問 ��ねんきんダイヤル�☎0570-05-1165�
（050から始まる電話でおかけにな
る場合）☎03-6700-1165�
健康保険医療課�保険料年金担当�
☎424-9139

令和元年度の年金額について

年金の種類 年額

老齢基礎年金（満額） 780,100円

障害基礎年金�（1級）�
（2級）

975,125円
780,100円

遺族基礎年金 780,100円

障害基礎年金及び
遺族基礎年金の子の加
算額
　第1子・第2子
　第3子以降

224,500円
� 74,800円

　幼稚園、保育園、学校の説明会・懇談会
で通訳をするサポーターを養成する講座
（連続2回）とグループ面接を開催します。
日�①�7月2日（火）�②7月10日（水）�

各10：00～12：00（講座）
　③�7月18日（木）10：00から�

（15分程度のグループ面接）
場�①②市役所502会議室�
③中央公民館

内�詳細はHP参照。

問 �わこう子育てネットワーク�
☎080-5510-7580�
　（平日9：00〜17：00）�
wako.tks@gmail.com

和光市協働事業
「子育て通訳サポーター養成講座」
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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6月6日（木）・20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!


