
やってみよう、市民参加!

■審議会等の開催（傍聴は直接会場へお越しください）

●�第23回和光市子ども・子育て支援会議　8月5日（月）19：00から
場市役所5階 502会議室　問保育施設課 事業管理担当　☎424-9141

●�第1回和光市協働推進懇話会　8月6日（火）15：00～17：00
場中央公民館研修室　問市民活動推進課 協働推進担当 ☎424-9120

●�令和元年度第2回和光市文化財保護委員会　8月26日（月）14：00～15：00
内令和元年度文化財保護中間報告、その他
場市役所4階 404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） 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。

お知らせ

日10～11月（全15回）12：00～17：00
場羽田空港
内 国土交通省主催の羽田空港見学会が開

催されます。日時、応募方法など詳しく
は国のHPをご覧ください。

　 https://www.cab.mlit.go.jp/tcab/
r1tourinfo.html

問 �国土交通省東京空港事務所�
環境・地域振興課�☎03-5757-3021

羽田空港見学会の開催について

　8月17日（土）・18日（日）の2日間、休業い
たします。

問 �駅出張所�☎467-2446

駅出張所休業日のお知らせ

日8月24日（土）10：00～15：30
場朝霞市民会館ゆめぱれす
内① 渡部陽一さん（戦場カメラマン）によ

る人権講演会
　② 和光国際高等学校吹奏楽部の演奏
費無料　定先着順　申不要

問 �埼玉県人権推進課�
☎048-830-2255

人権啓発フェスティバル
「ヒューマンフェスタ2019in朝霞」

　朝霞警察署は、8月19日（月）8：30から
新庁舎での業務を開始します。
　なお、自動車による国道から新庁舎敷地
への出入りはできません。詳細は、埼玉県
警察HP又はお問合せください。
新庁舎所在地／朝霞市栄町5丁目9番5号

問 �朝霞警察署�☎048-465-0110

朝霞警察署の移転及び
新庁舎における業務開始について

　RUN伴とは、認知症の人や家族、支援
者、地域の人が少しづつリレーをしながら
タスキを繋いでいくイベントです。
申 各ボランティア・参加のエントリー方

法・協賛などの問合せは上記へ。

問 �RUN伴SWANエリア運営委員会�
（大内）�☎090-9682-9833�
runtomoswan18@gmail.com�
�http://www.runtomo.org/

RUN伴とは

　成人式の式典をあなた自
身の手で企画・運営してみま
せんか? 友人も誘って一緒に
成人式を盛り上げましょう。
日 10月中旬から令和2年1月まで（全10回）
対 市内在住者で平成11年4月2日 

～平成12年4月1日生まれ
定 15名程度（応募者多数の場合抽選）
内 成人式式典（R2.1.12開催）の企画・運営
申 8月30日（金）までに、氏名、住所、電話番

号、出身中学を窓口又は電話、メールで

問 �生涯学習課�☎424-9150�
�h0300@city.wako.lg.jp

令和元年度成人式実行委員募集

【模擬店参加団体募集中!】
開催日（各日1団体あたり1テント）／

11月9日（土）・10日（日）10：00～15：00 
参加資格（次の2点を両方満たすこと）／

① 市内在住在勤者の団体・グループ
②実行委員会に属する団体の推薦がある
募集期間／8月5日（月）まで　

【協賛金募集中!】
企業：1口1万円から　個人：1口1千円から
募集期間／9月6日（金）まで

問 �和光市民まつり実行委員会事務局
（市民活動推進課コミュニティ担当内）�
☎424-9113� 464-2090�

 c0200@city.wako.lg.jp

和光市民まつり・協賛金
模擬店参加団体募集中!

　令和2年10月31日に市制施行50周年を
迎えるにあたり、記念事業の情報を発信す
る統一的な象徴として、ロゴマークの公募
を行います。詳しくは市HPをご覧ください。
◦  未発表のもので、他のコンクール等に出

品していないものに限ります。
日 8月1日（木）～9月30日（月）
対市内在住・在学・在勤者
申①  所定の応募用紙を郵送又は窓口へ
　②電子データ（4MBまで）

◦ データ形式はPNG又はJPG 
◦ ロゴマークの趣旨、氏名（ふりが

な）、住所、年齢 、電話番号、職業又は
学校名（学年）を記入

問 �企画部政策課�企画調整担当�
☎424-9086�
�a0200@city.wako.lg.jp

市制施行50周年
記念ロゴマークを募集します

都市基盤

　昭和56年5月31日以前に建築確認を受
けて建築された建築物のうち、診療所や店
舗、福祉施設などの建物に対して、耐震診
断改修費用の一部を補助しています。

問 �埼玉県建築安全課�
☎048-830-5527

多数の人が利用する建築物の
耐震診断・耐震改修に関する
補助制度をご活用ください

　雨水の有効活用や雨水の地中への浸透
のため、雨水設備関連の補助事業を実施
しています。
▶雨水貯留槽設置費補助制度
対 市内に住所を有し、自己の住む一戸建て

住宅又は集合住宅に雨水貯留槽を設置
した方。

内 建物の雨どいに接続しており、未使用品
で、貯水容量が80L以上であること。
補助金額／
　 設置に要した費用額の1/2（上限2万円、

集合住宅の場合最大10万円）
▶雨水浸透施設設置費補助制度
対 市内に住所を有し、市内の自己の住む既

存の一戸建て住宅に雨水浸透施設を設
置しようとする方。

内 急傾斜地や河川沿いの低地への設置で
ないこと（浸透に適さないため）
補助金額／
　設置に要した費用額の1/2（上限5万円）

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

雨水貯留槽、
雨水浸透施設設置費補助制度

働く・企業

就業時間（応相談）／
　① 月～金のうち7.5時間（土曜勤務あり）
　 ② 日曜・祝日 7：30からの3～6時間
報酬／時給1,200円

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

募集人員／6時間勤務調理員 若干名
勤務場所／和光市内小中学校
勤務日／ 8：45～15：30（給食実施日他）
報酬／日給6,180～6,960円

問 �（一財）和光市学校教育協会�
☎464-1111（内線2003）

学校給食協会調理員募集
　国道254号バイパスの延伸に関連する、
和光都市計画道路3・2・13号志木和光線
等（県が決定）と、和光都市計画道路3・4・5
号吹上赤池線及び用途地域（市が決定）の
都市計画変更素案・原案の説明会を開催
します。
日1回目 8月4日（日）10：00（県・市合同）

2回目 8月4日（日）16：00（県・市合同）
3回目 8月5日（月）19：00（県・市合同）
4回目 8月8日（木）19：00（市単独）※
※ 4回目は市が決定する都市計画変更

原案についてのみの説明となります。
場 下新倉小学校体育館（1回目～3回目） 

坂下公民館本館講堂（4回目）
▶まちづくり条例に基づく縦覧
　市が決定する和光都市計画道路3・4・5
号吹上赤池線の廃止及び用途地域の変更
に伴う都市計画変更原案は、まちづくり条
例に基づく縦覧を実施します。
日8月4日（日）～26日（月）8：30～17：15
場都市整備課（土日祝の場合はB1受付）
対住民又は利害関係者
意見書の提出／
　縦覧期間内に窓口にご提出ください。

問 �埼玉県朝霞県土整備事務所�
国道254号バイパス整備担当

　　☎048-471-4661㈹�
　�都市整備課計画担当�
　☎424-9145

都市計画変更（素案）説明会開催

　市内事業所（個人事業者も含む）で、同一
職業に長年従事し、技能の向上及び後進
の育成等に貢献した人を表彰します。代
表者又は事業主から推薦をお願いします。
対  技能功労／同一職種に30年以上従事

した50歳以上の技能者で、特に功労の
あった方  
優良技能／同一職種に20年以上従事
した40歳以上の技能者で、他の模範と
なる技能を有する方

申 8月30日（金）まで。推薦書類等は、市HP
又は問合せください。

問 �産業支援課�産業育成支援担当�
☎424-9114

市内事業者の方へ
～技能者表彰の推薦のお願い～

任用期間／ 9月中旬～令和2年3月31日
内 幼児教育・保育無償化に係る事務の補助
勤務日／ 月～金曜日（週3～5日）
勤務場所／市役所保育サポート課内
勤務時間／ 9：00～17：00
報酬／時給970円　選考方法／面接
申 8月16日（金）までに経歴書（顔写真付）

を窓口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
臨時職員募集（2名）

環境

日8月18日（日）10：00～12：00
場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）
定20名　費1500円（観察キット付き）
持汚れても良い服・靴、帽子、手袋、飲み物
申8月16日（金）までに電話、FAX、メールで

問 �アグリパーク農業体験センター�
☎ 465-1632�
�c0300@city.wako.lg.jp

ビオトープの生きもの観察会

広報   2019年8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
9月2日（月）

●�今月の納税　市・県民税（第2期）、国民健康保険税（第2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。



広告 広告1枠は縦4.5×横6cm
（この大きさ）です。広報有料広告

10月〜翌年3月号掲載募集
募集期間／8月16日（金）まで

�市内全世帯・事業所に配布
1枠90,000円で6か月掲載

詳細は市HPをご覧ください。
問 �秘書広報課�広報広聴担当�☎424-9091

和光市HP
バナー広告
も募集中!

子ども・子育て

日 9月2日（月）～令和2年1月15日（水）
対 高等学校、専修学校、短期大学、大学に

入学を希望する方の保護者で入学準備
金の調達が困難な方に対して融資を行
う制度です。詳細はお問合せください。

問 �学校教育課学務担当�☎424-9148

和光市入学準備金融資制度

農業

　完熟するまで待ってから収穫をしてい
ます。“甘さが違う”と評判の味です。
▶梨　販売時期／ 幸水 8月中旬から 

豊水 9月上旬から
販売価格／500円～/1kg
▶ぶどう（巨峰）
販売時期／8月下旬から
販売価格／1,200円/1kg

問・申 �小寺園（下新倉5-10-16）�
☎468-0777（8：00～17：00）

和光ブランド認定!
「梨」と「ぶどう」の庭先販売

税・保険

　日本年金機構では、予約による年金相
談を実施しております。
　年金についてご相談がある場合は、年
金の予約相談を是非ご利用ください。
申 予約受付専用電話 

☎0570-05-4890

問 �健康保健医療課�保険料年金担当�
☎424-9139

年金の予約相談について

　医療機関の窓口での支払いは、『限度額
適用認定証』または『限度額適用・標準負
担額減額認定証』を提示することにより、
自己負担限度額までとなります。申請にあ
たっては、国民健康保険税の滞納がなく、
同一世帯の世帯主（国保未加入者の世帯主
含む）とすべての国保加入者の所得の申告
が必要です。交付を希望される方は、窓口
で申請をしてください。

問 �健康保険医療課�国保医療政策担当�
☎424-9127

限度額適用認定証を
ご存知ですか

日 10月20日（日）9：00開場、9：30開会式
場和光市総合体育館 メインアリーナ
対 市内在住・在学・在勤者の高校生以上

◦ 男子（6人制）選手12名以内
◦ 男女混合（6人制）選手12名以内
◦ 女子（9人制）選手15名以内
◦ 監督、コーチ、マネージャー各1名

費1チーム3,500円
申9月6日（金）までに窓口で
【代表者会議】

日10月9日（水）19：00から
場中央公民館　持参加申込書、参加費

問 �スポーツ青少年課�スポーツ振興担当�
☎424-9117�
和光市体育協会�☎424-2615

秋季バレーボール大会

　各種スポーツ大会で優秀な成績を収め
た方に、その栄誉をたたえ賞を贈ります。
　下記該当者の推薦をお願いします。
対 市内在住・在勤・在学者で、平成30年9月

1日から令和元年8月31日までに、次に
該当する成績を収めた方
◦ 県大会で優勝
◦ 関東大会で第4位以上 
（予選大会のないものについては優勝）

◦ 全国大会で第8位以上 
（予選大会のないものについては優勝）

◦ 国際大会に出場
申9月2日（月）まで

問 �スポーツ青少年課�スポーツ振興担当�
☎424-9117

和光市体育賞募集

日 8月1日（木）～30日（金）の平日 
10：00～17：00（予約優先）

場 児童扶養手当を受給されているひとり
親家庭の父・母

内 ハローワークと市が協力し、専任の支援
員がきめ細やかな就労支援を行います。

問 �和光市ふるさとハローワーク�
☎464-8609

「�ひとり親パパ・ママお仕事応援
キャンペーン」を開催します

　児童扶養手当の現況届をご提出の際
に、不安に思っていること、悩んでいるこ
となどこの機会に是非ご相談ください。
事前のご連絡で予約も可能です。

問 �ネウボラ課�☎424-9140

「母子・父子自立支援員」に
相談してみませんか?

▶下新倉小学校校庭
日8月6日（火）～8日（木）7：00～7：10
▶樹林公園内総合体育館前芝生広場
日8月20日（火）～22日（木）6：30～6：40
◦ 21日（水）はラジオ体操後、芝生広場に

てヨガの体験教室を行います。
【共通事項】
雨天中止の場合は、市HPに掲載します。

問 �スポーツ青少年課�スポーツ振興担当�
☎424-9117

ラジオ体操
～一市民一スポーツを目指して～

　坂下庭球場は、利用状況等を総合的に
検討した結果、令和元年10月末で閉鎖す
ることになりました。10月末まで未使用
の利用券は払戻の対応をしますが、できる
限り10月末までにご利用ください。利用
券は坂下庭球場閉鎖後、差額の支払で、和
光市運動場を利用できます（ただし和光ス
ポーツアイランドでの使用は不可）。

問 �スポーツ青少年課�スポーツ振興担当�
☎424-9117

坂下庭球場の閉鎖について

▶作文
対 市内在住・在学の小学4年生 

～高校1年生、特別支援学校生
内「 今、挑戦してみたいこと、やってみたいこと」
　  小中学生 400字詰め原稿用紙4枚以内 

高校生 400字詰め原稿用紙6枚以内
▶標語
対 市内在住・在学の小学4年生～高校3年

生、特別支援学校生
内「夢を叶

かな
えるために」

 　 概ね五・七・五の十七音形式で、A4サイ
ズの用紙で提出。

【共通事項】申9月20日（金）17：00まで
　 市内在学者は作品にタイトル、氏名、学

校名、学年を記載し学校を通じて応募。  
市外在学者は作品にタイトル、氏名、住
所、電話番号、学校名、学年を記載し、窓
口又は郵送（標語はFAX可）

問 �スポーツ青少年課�青少年担当�
☎424-9082� 464-2695

青少年健全育成作文・標語募集

▶じゃがいも収穫体験
日 9月1日（日）10：00 ※雨天時は延期
費一口500円（3株分）
持 汚れてもいい服装、帽子、手袋、長靴

問 �・申 �☎465-1632

アグリパーク農業体験センター

環境

　リチウムイオン電池は外観がプラス
チック製品が多いため、プラスチックごみ
に混入することが多く、発火事故が増加し
ています。昨年度は、全国で例年の倍以上
の128件の発煙・発火が発生しました。

【市民の皆様へのお願い】
　リチウムイオン電池等の充電式電池を
捨てる際は、電気店等の回収ボックスに入
れて下さい。(詳しくはHP参照)

問 �資源リサイクル課�
資源リサイクル担当�☎424-9153

リチウムイオン電池が原因になる
発火トラブルを防ぎましょう

防災・防犯

　消費税法の改正により、令和元年10月
の税率引上げと同時に、消費税の軽減税
率制度が実施されます。
日 8月27日（火）・28日（水）・29日（木） 

13：00～14：30、15：00～16：30
場朝霞税務署 3階大会議室
定各回約100名

問 ��朝霞税務署�法人課税第一部門�
☎048-467-2894（ダイヤルイン）

消費税軽減税率制度説明会開催

　埼玉県防犯のまちづく
り推進会議総会にて、積
極的に自主防犯活動をさ
れている団体として白三
西牛房自治会（会長 原田政雄）に感謝状が
贈呈されました。

問 �危機管理室�危機管理担当�
☎424-9096

感謝状贈呈

日10月19日（土）9：00～12：30
場和光消防署　定60名（抽選）
対市内在住・在学の小学4年生
内 はしご車搭乗体験、消火体験等
申 8月15日（木）～9月5日（木）まで、往復は

がきに必要事項を記入して郵送。詳しく
はHPをご覧ください。

問 �和光消防署�消防活動課�
☎461-0119

消防体験学習

生涯学習・スポーツ

日 9月6日・13日・20日の 
各金曜日 

（予備日9月27日（金）） 
9：30～11：30 

（受付9：00から）
場和光市運動場
定先着50名　費300円（全3回分）
申 住所、氏名、フリガナ、年齢、性別、電話番

号を窓口又はFAX、メールで
◦ 当日飛び入り参加可能です。

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

和光市運動場有効利用計画
グラウンドゴルフ教室

日10月16日（水）　定160人
場 ノーザンカントリークラブ 

錦ヶ原ゴルフ場「さくら草コース」
対 和光市在住在勤 
（プロ、アシスタントプロは除く）
費6,000円（パーティー費、賞品代、運営費）

別途プレー費8,980円（食事代込み）
内 18ホールズストロークプレイぺリア方式
申 和光バーディゴルフ、和光ゴルフ練習場、 

和光市商工会内大会事務局

問 �和光市商工会�☎464-3552

第36回�和光市民親睦
チャリティゴルフ大会

　県主催の『わがまち防
犯隊レベルアップセミ
ナー』にて漆台向坂自治
会（顧問 横路 秀雄）が自
主防災活動について発表しました。日頃か
らパトロールや見守り活動など積極的に
地域の防犯活動に励み、和光市の安心・安
全なまちづくりに貢献しています。

問 �危機管理室�危機管理担当�
☎424-9096

防犯活動の事例発表をしました

広報   2019年8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

情報
満載！インフォメーション・プラザ ■  軽トラ市（第４水曜日） 

和光市駅南口駅前広場 16：00〜18：00
■  木曜市（第１木曜日） 
和光市役所中央玄関 10：00〜13：00

新鮮な地元の
農産物を販売します!


