
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1回�和光市公民館運営審議会会議　7月11日（木）13：30から
場中央公民館2階�研修室　問南公民館�☎463-7621

●�第1回�市庁舎にぎわいプラン基本計画策定委員会　7月12日（金）10：00から
場市役所3階�庁議室
問資産戦略課�計画推進担当�☎424-9081� 464-8822� b0100@city.wako.lg.jp

●�第1回�和光市史編さん委員会　7月23日（火）10：00から
場市役所4階�404会議室　問生涯学習課�和光市史編さんプロジェクト・チーム�☎424-9119

●�第2回�和光市社会教育委員会議　7月24日（水）10：00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1回総合振興計画審議会　7月24日（水）13：30から
場市役所4階�研修室　問政策課�企画調整担当�☎424-9086

■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・コメント募集（皆さんのご意見をお聞かせください）

●�和光市産業振興条例（案）
募集期間／6月17日（月）～7月8日（月）　意見提出方法／持参又はメール、FAX、郵送で
▶�説明会��日7月5日（金）19：00から　場市役所504会議室
問産業支援課�産業育成支援担当�☎424-9115� 464-1192� c0300@city.wako.lg.jp

●�幼児教育・保育の無償化の対象となる認可外保育施設等の基準（案）
募集期間／7月5日（金）～25日（木）　結果公表／8月
意見の提出方法／住所、氏名（法人・団体名等）を記入の上、持参又は郵送、FAX、メールで
▶�説明会��日7月13日（土）10：00～11：00　場北子育て世代包括支援センター�

日7月13日（土）14：00～15：00　場南子育て世代包括支援センター�
日7月18日（木）19：00～20：00　場中央公民館�講義室2

問保育施設課�事業管理担当�☎424-9141� 464-1926� d0200@city.wako.lg.jp

●�和光市内循環バス運行見直し（案）
募集期間／7月22日（月）～8月16日（金）　意見提出方法／持参又はメール、FAX、郵送で
▶�説明会（事前の予約は不要。説明会の内容は各回とも同じ）�

日7月28日（日）10：00～12：00　場市役所5階�502会議室�
日7月30日（火）18：30～20：30　場南公民館�会議室�
日8月1日（木）13：00～15：00　場坂下公民館�別館�視聴覚室

問道路安全課�交通安全担当�☎424-9157� 464-5577� e0200@city.wako.lg.jp

市民参加推進
キャラクター「タマ」

　7月5日（金）から、㈱セブンイレブン・
ジャパン、シナネンモビリティPLUS株式
会社、Open�Street株式会社と共同で、
シェアサイクルの実証実験を開始します。
自転車は公共施設やセブンイレブンの店
舗に設置されています。下記HPで会員登
録してご利用ください。
http://www.hellocycling.jp/

問 �政策課企画調整担当�
　☎424-9086�
道路安全課交通安全担当�
　☎424-9157

シェアサイクルを始めます

日7月29日（月）10：00～12：00
場市役所6階�交流スペース　費無料
内�市民の力で9月上映が実現する映画「み
んなの学校」。実行委員の方を迎えて交
流します。

申不要。直接お越しください。

問 �市民協働推進センター�
☎424-9120�
kyodo@city.wako.lg.jp

わいわいサロン
〜想いをカタチに〜

　周期律発見150周年を記念したモニュ
メントの設置に当たり、和光市まちづくり
寄附金（ふるさと納税）の募集を行います。
寄附目標額／300万円
募集期間／11月30日（土）まで
申�ふるさと納税ポータルサイト「ふるさと
チョイス」にてWEB申込み又は総務人
権課に申込書を提出（郵送、FAX可）。

問 �寄附に関すること�
　総務人権課�庶務・人権担当�
　☎424-9093�
モニュメントの設置に関すること�
　道路安全課�工務担当�
　☎424-9156

周期律発見150周年記念事業
に係る寄附の募集

対�市内で生産、製造（開発）及び加工され
た、一次産品、加工品、工芸品、工業製品
及び工業技術、飲食店メニュー

審査方法／認定基準に基づき、
　�①和光らしさ、②独自性・優位性、③信頼
性・安全性、④市場性・将来性、⑤その他
セールスポイントの5つの観点から総
合的に審査します。

※�書類審査後、プレゼンテーションを令和
元年8月下旬に実施します。

申�「和光ブランド認定申請書」に記入のう
え、商品の写真やパンフレット、事業案
内等を添付して、7月31日（水）までに産
業支援課へ郵送又は持参。申請書は、市
HPからダウンロード。

問 �産業支援課�産業育成支援担当�
☎424-9114�
c0300@city.wako.lg.jp

和光ブランド募集!!

　市民の皆さんから広く行政に対する苦情、
意見、要望などをお聞きして苦情の解決や意
見、要望を元に行政運営の改善を進めます。
日�毎月第2水曜日�午前中
場市役所6階�市民活動推進課
行政相談委員／�田中�明（下新倉2-40-15）
� ☎461-6899（相談随時可）

問 �市民活動推進課�相談・消費者担当�
☎424-9129

行政相談委員の委嘱（総理大臣）

お知らせ

▶出張相談
日�7月10日（水）18：00～20：00�
18：00、18：30、19：00、19：30のいずれか

場アルコイリスカフェ　費飲み物代
▶休日相談

日�7月20日（土）10：00～12：00�
10：00、10：30、11：00、11：30のいずれか

場市役所6階交流スペース　費無料
内�地域に貢献する活動を行う団体や、活動
に興味のある方の相談を受け付けます。

申�3日前まで直接又はメール、電話で。上記日
時にかかわらず、随時相談を受付けます。

問 �市民協働推進センター�
☎424-9120�
kyodo@city.wako.lg.jp

市民活動相談月間

日7月25日（木）14：00～15：30
場総合福祉会館3階�会議室1・2　費無料
内�知っておきたい成年後見制度
申7月18日（木）までに窓口又は電話で

問 �和光市権利擁護センター�
☎452-7111

権利擁護講演会を開催します

　市では、消費税・地方消費税率引上げが与
える影響を緩和するとともに、地域における
消費を喚起・下支えするため、低所得者・子
育て世帯主向けのプレミアム付商品券の
発行・販売を実施します。詳細は市HPへ。

問 �産業支援課�産業育成支援担当�
☎424-9114

和光市プレミアム付商品券事業

　今年は10月頃に姉妹都
市・米国ロングビュー市か
らの訪問団の受入れを予定
しています。
対�宿泊用に一部屋提供できる家庭。
申�QRコードから「ホームステイ事業受入
家庭登録申込書兼紹介書」を取得し、持
参又は郵送。

問 �総務人権課文化交流担当�
☎424-9088

ホストファミリー募集

ホストファミリー

　詳細は、市HP又は下記までお問合せく
ださい。
対��公民館▶各公民館�
コミュニティセンター▶市民活動推進課�
市民文化センター▶総務人権課�
体育施設▶スポーツ青少年課�
勤労福祉センター▶産業支援課�
総合福祉会館▶社会援護課�
市立公園▶都市整備課

問 �資産戦略課�維持管理担当�
☎424-9083

消費税率10%への引上げに伴い
10月1日から公共施設の
使用料等が改定されます場�市役所2階階段横（下水道課隣）

主な受付業務／
　�児童手当、児童扶養手当、乳幼児・子ど
も・ひとり親家庭等医療費助成

問 �ネウボラ課�手当医療担当�
☎424-9140

7月からネウボラ課手当医療担当
の受付場所が変わります

日7月24日（水）13：30から（開場12：30）
場�志木市民会館パルシティ　費無料
内�講演会「優しさと勇気の育てかた」
講水谷�修（教育評論家）　申不要

問 �社会援護課�生活援護担当�
☎424-9109

第69回 社会を明るくする運動
朝霞地区大会開催のお知らせ

撮影：疋田�千里

　宅地建物取引士資格を有した相談員が
お答えします。相談は予約制です。
日毎月第2金曜日10：00～12：00
場市役所1階相談室（詳細はHPへ）

問 �（公社）埼玉県宅地建物取引業協会�
県南支部�☎468-1717

8月から不動産無料相談開始

春の叙勲
瑞宝双光章 更生保護功労
本橋 良吾（現 保護司）

危険業務従事者叙勲
瑞宝双光章 防衛功労
小野 仁（元3等陸佐）

瑞宝双光章 防衛功労
西間木 亙（元1等陸尉）

瑞宝単光章 防衛功労
石井 俊弘（元3等陸尉）

問 �秘書広報課�☎424-9091

広報   2019年7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31日（水）

●�今月の納税　固定資産税・都市計画税（第2期）、国民健康保険税（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。



働く・企業

任用期間／�7月中旬～令和2年3月31日
勤務日時／��月～金曜日�9：00～17：00�

（週29時間以内で応相談）
場和光市役所保育サポート課内
内�幼児教育・保育無償化に係る窓口での
制度等の案内及び相談業務

報酬／時給1,040円
申�顔写真を添付した経歴書を保育サポー
ト課に提出してください（郵送不可）。

問 ��保育サポート課支給認定担当�
☎424-9130� 464-1926�
d0700@city.wako.lg.jp

幼児教育・保育無償化に伴う
相談員募集（2名）

募集人員／6時間勤務調理員�若干名
提出書類／履歴書（写真貼付）
選考方法／書類選考及び面接
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
勤務条件／�通勤手当、賞与、社会保険加入、

有給休暇あり、継続雇用あり
申電話でお問い合わせください。

問 ��（一財）和光市学校給食協会�
☎464-1111（内線2003）

学校給食協会調理員募集

日�9月15日～12月21日毎週土・日曜日�
9：00～17：00

場福祉の里・ケアハウス桜の里
対介護の仕事を予定している方
定12名　費45,000円
申�9月6日（金）までに往復はがきに氏名・
住所・電話番号・生年月日・年齢・希望理
由を記入の上、福祉の里へ郵送

問 ��福祉の里�西福第321号�
和光市新倉8-23-1�☎468-3355

介護職員初任者研修

▶一般曹候補生（男・女）
対�平成31年4月1日現在18歳以上33歳未満
受付期間／7月1日（月）～9月6日（金）
試験日（いずれも指定する1日）／
　�1次試験�9月20日（金）～22日（日）�
2次試験�10月11日（金）～16日（水）

▶自衛官候補生（男・女）
対採用予定日現在18歳以上33歳未満
受付期間／通年
試験日／受付時にお知らせします。

問 ��自衛隊埼玉地方協力本部�
朝霞地域事務所�
☎048-466-4435

陸・海・空 自衛官募集 !

お知らせ

防災・防犯

日9月14日（土）9：30～12：00
場総合福祉会館（南1-23-1）　定30名
対規定時間参加できる方� 費150円（教材費）
申�7月14日（日）～8月14日（水）必着で、� �
①コース名「J-3」�②氏名（フリガナ）�
③性別�④郵便番号�⑤住所�⑥電話番号�
⑦メールアドレス�⑧生年月日を明記の
うえ、はがき又は日本赤十字社埼玉県支
部HPで

問 ��日本赤十字社埼玉県支部�講習係�
☎048-789-7117�
〒330-0064�
さいたま市浦和区岸町3-17-1

赤十字災害時高齢者生活支援
講習開催のお知らせ

日7月12日（金）18：00から
場和光市駅南口広場

問 ��和光市地域子ども防犯ネット�
☎080-2003-7468�
�kodomobouhan@yahoo.co.jp

夏の市内全域一斉パトロール
〜みんなで子どもたちを守ります!〜

　台風等の大雨時に緊急を要する際、水
防活動のためにお使いいただけます。
【設置場所】
◦�駅北口土地区画整理事務所�敷地内
◦�外環自動車道側道（新倉1-31先）
◦�外環自動車道側道（新倉1-33先）
◦�新倉児童館付近（新倉2-1先）

問 ��危機管理室防災担当�
☎424-9097

土のう保管箱を設置しています

子ども・子育て

▶ファミサポ基礎講座
日8月6日（火）13：00～16：00�
場坂下公民館�視聴覚室�
対�子どもが好きで子育て中の
親に理解がある、心身共に
健康な方

◦詳細は市HP及びセンターHPにて
▶依頼会員も随時募集

問 ��和光市ファミリー・サポート・�
センター運営事務局�
☎090-6530-0961�
（平日9：00～16：00）

ファミリー・サポート・センター
協力会員有償ボランティア募集

▶児童扶養手当
児童1人の場合�42,910～10,120円、2人
目�10,140～5,070円を加算、3人目以降�
6,080～3,040円を加算
（年金額が児童扶養手当額より低い方は、
その差額分を支給）
▶ひとり親家庭等医療費助成
健康保険適用の医療費の一部を助成
　◦非課税世帯→自己負担無
　◦課税世帯（高校生以上）→自己負担有
通院�1,000円/月、�入院�1,200円/日
◦�対象者、申請条件など詳細はお問い合わ
せください。申請者及び同居の扶養義
務者の所得により支給制限があります。

問 ��ネウボラ課�手当医療担当�
☎424-9140

ひとり親家庭（母子・父子）等に
支給する手当や医療費助成制度

環境

　市では、緑豊かで安全な住み良い環境
都市づくりを進めるため、新たに生け垣を
設置する方に対し、設置費用の一部を助成
します。
補助対象となる生け垣の主な要件／
（1）�幅員4m以上の道路に3m以上沿う
（2）�高さは1m以上、樹幅30㎝とし、1m

当たり3本植栽する
（3）�生け垣の前面にブロック等の構造

物がある場合は、その高さが0.6m
以下であること

（4）�ブロック等の構造物の上に生け
垣を設置する場合は、その高さが
0.6m以下であること

単価 上限
生け垣設置工事 10,000円/m 30万円

◦�詳しくは、環境課へお問い合わせくだ
さい。

問 ��環境課環境計画担当�☎424-9118�
c0500@city.wako.lg.jp

生け垣設置奨励補助金を
ご利用ください

日 �7月25日（木）・26日（金）9：00～12：00
場�新河岸川水循環センター（新倉6-1-1）
対小学生と保護者　定各先着20組40名
内施設見学と水質実験　費無料
申�7月1日（月）から12日（金）までに電話で

問 ��埼玉県下水道公社・荒川右岸支社�
親子下水道教室係�
☎048-466-2400（9：00～12：00）

夏休み親子下水道教室

日�①7月29日（月）�②8月2日（金）�
13：30～15：30

場�①中央公民館講義室1�
②総合児童センター

対�小学生　定先着20名
費無料（i�Pad貸出あり）
内�i�PadでWeb絵本を創り工作
申メールで

問 ��一般社団法人�地域公益推進機構�
☎048-468-9224（大塚）�
ue.keiko.ue@gmail.com（大塚）

【市民協働推進センター登録団体イベント】

子ども電子工作（活用編）

農業

▶ブルーベリー摘み取り体験
日�7～8月の毎週水・土・日曜日�
8：30～11：30

場�柴崎農園�
（南1丁目バーミヤン横・駐車場無）
申不要。直接農園へ。
▶ミニ・あそびの森
日 �8月3日（土）10：00～12：00
場・申アグリパーク農業体験センター
対幼児から（小さい子どもは保護者同伴）
費小学生以上100円（保険代）

問 ��☎・ 465-1632（10：00～17：00）�
月曜定休（祝日は開館翌火曜日休館）

アグリパーク農業体験センター

　現在、課税課資産税担当では家屋課税
台帳と現地状況との照合作業を行ってい
ます。土地定着性、周壁性、用途性の3つの
要件を全て満たすものが、固定資産税の
課税対象家屋です。当該家屋をお持ちの
方には通知文でお知らせしていますので、
調査へのご協力をお願いします。

問 ��課税課�資産税担当�☎424-9103

家屋の現況調査について

税・保険

　現在お使いの後期高齢者医療被保険者
証（茶色）は、7月31日で使用できなくなり
ます。新しい被保険者証（紫色）を7月中旬
に送付します。8月1日からは新しい被保
険者証をご使用ください。

問 ��健康保険医療課�
後期高齢者医療担当�
☎424-9151（直通）

8月1日から後期高齢者医療
被保険者証が変わります

　令和元年度介護保険料額及び後期高齢
者医療保険料額を決定し、通知書を7月中
旬に送付します。

問 ��健康保険医療課保険料年金担当�
☎424-9139（直通）

介護保険料額・後期高齢者医療
保険料額の決定

　令和元年度（令和元年7月から令和2年
6月まで）の国民年金保険料免除・納付猶
予の申請受付を7月から開始します。

問 ��健康保険医療課�保険料年金担当�
☎424-9139�
川越年金事務所�
☎049-242-2657

令和元年度国民年金保険料
免除等の申請受付について

　令和元年度国民健康保険税の納税通知
書又は特別徴収額決定通知書を7月初旬
に送付します。

問 ��課税課�諸税担当�☎424-9101

国民健康保険税額の決定

　この寄附制度は、6つの事業から寄附対
象事業を選択することにより、寄附者の意
向を市政に反映させることを目的として
います。
■�平成30年度（平成30年4月～平成31年
3月）の寄附金の件数
合計368件�11,308,554円
◦�ニホニウム通りの整備に関する事業・
学校応援事業への寄附を含む

■和光市まちづくり基金現在高
39,744,073円（平成31年3月31日現在）
◦�平成31年度の事業に充当する額も含
む。詳細はHPをご覧ください。

問 �総務人権課庶務・人権担当�
☎424-9093

まちづくり寄附金に
ご協力ありがとうございました
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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7月4日（木）・18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!


