
わこう法律事務所
☎048-450-6505

所属弁護士 埼玉弁護士会 石井多恵  大沢修平

土・日・夜間も相談可（要予約） 相談料 30分 5,400円
債務整理の初回相談無料（事業者の方除く）

和光市駅南口徒歩4分
わこう法律事務所 検索

和光市丸山台
1-6-14-105

（イトーヨーカドー和光店脇）

60歳以上の方のご相談
（初回80分無料・要予約・夜土日可）

埼玉司法書士会所属 司法書士 原 邦治
和光市本町2-6レインボープラザ610号室
和光市駅南口徒歩2分 イトーヨーカドー和光店そば
司法書士 加賀屋 でご検索を!

相続遺言・成年後見・家族信託他

司法書士加賀屋パートナーズ
☎048-424-5835

相続登記・遺言、債務整理なら

048-451-5731☎

土地、建物の相続問題、多重債務・借金問題などにお悩みの方は
今すぐお電話下さい！無料相談会実施中！（予約制）

〒351-0114 埼玉県和光市本町5番6号柳瀬ビル2階
　  和光市駅南口徒歩1分・和光市役所駅出張所前
　  ホームページ▶http://www.sihou-hagiwara.jp/

司法書士法人萩原事務所

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24回和光市子ども・子育て支援会議　9月25日（水）19：00から
場市役所6階 602会議室　問保育施設課 事業管理担当 ☎424-9141

●�図書館協議会　9月30日（月）14：00から
内委員委嘱、図書館協議会の役割についてなど、傍聴可能　場市役所5階 503会議室
問図書館 ☎463-8723 h0301@city.wako.lg.jp

●�和光市公共施設マネジメント講演会　10月1日（火）13：30から
内地域はどうあるべきか、公共施設をどう配置していくべきか（詳細はHPへ）
場市役所5階 502会議室（入場無料）　問資産戦略課 維持管理担当 ☎424-9083

●�第2回�和光市廃棄物減量等推進審議会　10月1日（火）14：00から
場市役所5階 504会議室　問資源リサイクル課 ☎424-9153

■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。

■委員募集
●�和光市環境審議会委員

　和光市の環境を市民の皆さんと一緒により良くしていくため、市長の委嘱を受けて市の環境に
関する施策について審議していただく委員の方を一般の市民の皆さんから募集します。
募集人数／2名
任期／11月の委嘱日から2年間
会議開催／年2〜4回（平日の昼間）を予定
報酬／出席1日に付き報酬4,000円
対市内在住の20歳以上の方
申 9月20日（金）（郵送は当日消印有効）までに「志望動機について」をテーマに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（封書）、ＦＡＸ、メールで。（書
式、用紙は問いません。）

選考方法／ 選考委員会で、応募いただいた書類等のほか、委員となる方の男女比、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等を考慮の上、書類審査で決定します。

結果通知／10月予定（後日、文書でお知らせします。）
※応募のために記載される個人情報は、委員の選任以外には一切使用しません。
問環境課環境計画担当 ☎424-9118 464-1192 c0500@city.wako.lg.jp

情報
満載！インフォメーション・プラザ

ROAD
TO 東京2020 オリンピック・パラリンピック vol.10

問  秘書広報課 東京オリンピック・パラリンピック等 推進プロジェクトチーム ☎424-9091   a0100@city.wako.lg.jp

　射撃競技は1976年のトロント大会からパラリンピックの正式競技と
なりました。
　2020年の東京大会では、2016年のリオデジャネイロ大会より1種目
増え、13種目の実施となります。そのため、出場枠が拡大され、競技人口の
増加も期待されています。
　これまでの大会で特に活躍が目立つのは男女ともに中国勢です。多くの
メダリストや大会出場者を輩出しています。日本も2000年のシドニー大会
で初めて4選手が出場して以来、入賞者が出ており、東京大会でも注目です!

　パラリンピック観戦チケットの抽選申込受付期間は、8月22日（木）
〜9月9日（月）11：59までとなっています。
　射撃競技は、陸上自衛隊朝霞訓練場において、2020年8月31日
（月）〜9月6日（日）の7日間の開催となります。
　チケット価格はオリンピックと比較して抑えめですの
で、射撃競技のチケットを入手して観戦に行こう!

セッション A 東京2020
みんなで応援チケット 車いす

決勝 1,800円 1,500円 1,800円

予選&決勝 2,400円 － 2,400円

　パラリンピックの射撃競技は肢体不自由の選手を対象
に行われます。
　また、パラリンピックのクラス分けは障害の程度ではな
く、上肢で銃を保持できるかが基準となるのが特徴です。
　競技は、ライフルやピストルで遠方に設置された円状
の標的を撃ち、その正確性を競います。
　近年では、競技者の技術や銃の性能が上がり、1発のミ
スが勝敗を分けるハイレベルな戦いが繰り広げられます。

パラリンピックの射撃競技 競技内容

今回は、和光市が東京2020パラリンピックで開催会場となる「射撃競技」について、ご紹介します!

観戦チケットについて

ライフル射撃射撃競技大会の様子 ピストル射撃

広報   2019年9月号12 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

納 期 限
9月30日（月）

●�今月の納税　国民健康保険税（第3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。

情報
満載！インフォメーション・プラザ



和光市民葬儀・家族葬
一般葬・火葬式

もしもの時は24時間365日受付

和光市白子3－29－59

㈱宇野葬儀
受付

0120-55-0948
相談・御見積
無料

働く・企業

お知らせ

　和光市商工会では、会員事業者の販路
開拓と新商品の販売機会の提供を目的に
新商品展示即売会を実施致します。この
中から新たな和光ブランドが見つかるか
も!?同時に、素敵な演奏会や子供向けイベ
ントも開催予定です！（10店舗出店予定）
日9月6日（金）15：00〜20：00

問 �和光市商工会�☎464-3552

新商品展示即売会開催

　広告板、立看板などの屋外広告物は、
人々に様々な情報を提供し、まちの活気や
にぎわいを演出する一方で、無秩序な設置
により景観が損なわれ、管理が不十分なこ
とにより人々に危害を及ぼす恐れがあり
ます。屋外広告物を設置しようとする方や
屋外広告物の設置場所を提供する方は、
適正な広告物の設置にご協力下さい。

問 �建築課�審査・住宅担当�☎424-9134

9月1～10日は
屋外広告物適正化旬間です

　2020年3月29日に羽田空港新飛行経
路の運用開始を予定しています。運用開
始に先立ち新飛行経路を離着陸する航空
機が安全に飛行でき
るようにするため、
航空法の規定に基づ
き飛行検査を実施し
ます。

問 �国土交通省「羽田空港のこれから」
に関する窓口�
☎0570-001-160�
（IP電話03-5908-2420）

羽田空港機能強化のお知らせ

　地方公務員法に基づき行った職員の懲
戒処分を公表します。
被処分者／企画部審議監 東内 京一（55歳）
処分内容／懲戒免職
処分年月日／8月14日
事案概要／詐欺及び横領

問 �職員課�☎424-9098

職員の懲戒処分

　和光市駅北口土地区画整理審議会委員
の選挙を令和元年10月20日（日）に行うた
め、選挙人名簿の縦覧を行います。令和元
年8月13日現在で、地区内に土地を所有し
ている方及び借地権を有している方は、縦
覧期間中に名簿に記載の漏れ又は誤りが
ある場合には、異議の申出ができます。詳
しくはお問い合わせください。
【縦覧期間】
　 9月4日（水）〜17日（火）まで（土日祝日

を含む）8：30〜17：15
【縦覧及び異議申出の提出場所】
　 駅北口土地区画整理事業事務所 
（下新倉1-5-55）

問 �駅北口土地区画整理事業事務所�
換地担当�☎450-1602

選挙人名簿の縦覧を行います

　今年のハロウィンジャンボは、1等・前後
賞合わせて5億円 !
1等／3億円×8本 前後賞／各1億円×16本

（発売総額240億円・8ユニットの場合）
発売期間／9月24日（火）〜10月18日（金）
抽選日／10月30日（水）
◦ この宝くじの収益金は市町村の明るいま

ちづくりや環境対策、高齢化対策など地
域住民の福祉向上のために使われます。

問 �公益財団法人�埼玉県市町村振興協会�
☎048-822-5004

ハロウィンジャンボ宝くじ

職種／臨時支援員
内知的障害者の日常生活介助および支援
勤務日／
　週4〜5日で毎月の勤務表による（応相談）
勤務時間／交替制勤務（応相談）

①7：00〜15：45 ②10：00〜18：45
（7時間45分勤務、休憩：1時間）
報酬／時給1,200円　資格要件／不問
年齢／60歳程度まで
採用期間／10月1日〜令和2年3月31日まで
選考方法／面接の上、後日採否をお知らせ。

問 �障害者支援施設すわ緑風園�
☎461-3028（平日8：30～17：15）

障害者支援施設すわ緑風園
臨時職員募集

日11月24日（日） 場埼玉工業大学（深谷市）
費10,000円（受験料）
申 9月27日（金）必着郵送 
（詳細は受験案内を参照）

◦受験案内は下水道課にて配布中

問 �下水道課�下水道業務担当�
☎424-9137

排水設備工事責任技術者
共通試験を行います

都市基盤

　昭和56年5月以前の旧耐震基準の建築
物は震度6を超える地震の際には倒壊す
る恐れがあります。
　市では、一般の戸建住宅の場合は、5万
円を限度に診断費用の2／3を、障害のあ
る方・65歳以上の方がお住まいの戸建住
宅の場合は10万円を限度に診断費用の全
額を助成しています。
　耐震診断を行うことで良好な結果が出
れば安心できますし、そうでない時は、地
域の防災対策のためにも建替えや耐震改
修等を考えてみてください。
　市では、耐震改修の費用については助
成制度があります。
　部分的な耐震改修や耐震シェルター等
の設置にも助成を行っていますので、予算
に応じた耐震改修が行えます。
　詳しくは、市HPをご覧になるか、お問合
せください。

問 �建築課�審査・住宅担当�
☎424-9134

少ない自己負担で耐震診断 !

　消費税率の引上げ分について令和2年
1月請求分から、市民の皆様に増税分をご
負担していただくこととなりました。ご理
解とご協力をお願いいたします。請求月に
ついては、下記の表を参照ください。

問 �企業経営課経営担当�
☎463-2152� 463-2155�
�g0100@city.wako.lg.jp

消費税率の引上げに伴う
上下水道料金への影響について

消費税率8％ 10月１日改正�消費税率10％
偶数月検針 奇数月検針 偶数月検針 奇数月検針 偶数月検針 奇数月検針

8月 9月 10月 11月 12月 1月
① 検針 請求

②　 検針 請求

③　 検針 請求

すべて8％
すべて8％

すべて10％

【パタ－ン①・②】10・11月検針時は経過措
置によりすべて8％
【パタ－ン③】12月検針時はすべて10％
◦ 10月以降に新たに水道の使用を開始し

た場合は、検針が10月又は11月であっ
ても10%を適用。

環境

　9月21日（土）〜30日（月）は、「愛護動物
の遺棄等虐待防止旬間」です。
◦�適正飼養 動物の習性、年齢、大きさ等に

適した方法や環境で飼いましょう。
◦�終生飼養 最後まで愛情と責任を持って

飼いましょう。
◦�繁殖制限 子犬や子猫が飼えない場合

は、不妊・去勢手術をしましょう。

問 �犬に関する相談（埼玉県朝霞保健所）�
☎048-461-0468�
猫に関する相談�
（埼玉県動物指導センター南支所）�
☎048-855-0484

すてるな! するな! 動物虐待!

　家庭で使用した注射針、注射器、点滴針
など感染の恐れがある医療系廃棄物は市
では処理することができません。廃棄する
場合は医療機関にご相談ください。
　点滴用バッグ、チューブなど感染の恐
れがある可燃物は燃やすごみです。プラ
スチックは作業員が手選別を行うため、入
れないようにご協力をお願いします。

問 �資源リサイクル課�☎424-9153

医療系廃棄物の捨て方にご注意

日 10月5日（土）10：00〜14：00 
9：30受付（小雨決行）

場越戸川・赤池親水公園
費無料（幼児は保護者同伴）
内 ジャブジャブ魚とり大会、ボート遊び、青空

水族館、体験コーナー、フリーマーケット等
▶ジャブジャブ魚とり大会
持 濡れても良い服装、簡単に脱げない運

動靴、帽子、水筒、手網、魚入れ
申 10月2日（水）までに参加者氏名、年齢、

連絡先を 環境課 ☎424-9118まで

問・主 �和光自然環境を守る会�
（会長�峯岸）☎090-2639-4870

第23回 越戸川まつり

◦ 期間中、毎月第1・第3水曜日を「県内一
斉ノー残業デー」とし、定時退社を呼び
かけます。

◦ 期間中5日以上の年次有給休暇の取得
促進を呼びかけます。特に、11月14日の

「埼玉県民の日」を年次有給休暇取得促
進デーに位置付けます。

問 �埼玉県産業労働部雇用労働課�
☎048-830-4516

7～11月は
「働き方改革推進期間」です

おいしく楽しく食べきろう
あなたもチャレンジ☆
【食べきり実践チェック表】
□  買い物に出かける前に冷蔵庫を確認
□  ばら売り、量り売りで必要な分だけ購入
□  週に1回「冷蔵庫一掃デー」（消費期限が

近い食材を使い切る日）を設定
□  使い切ることができる保存方法にする

問 �資源リサイクル課�☎424-9153

食品ロスを減らしましょう

広報   2019年9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。
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● 和光市役所 ☎464-1111（代表） 市庁舎開庁時間／月〜金曜日 8：30〜17：15、第3土曜日 8：30〜12：00 
（転出入に関する事務：戸籍住民課・ネウボラ課・保育サポート課・保育施設課・健康保険医療課・課税課（国民健康保険税）・収納課）



子ども

　令和2年4月に小学校に入学する新1年
生を対象に、下記の日程で通学区域の小
学校で健康診断を行います。対象児童が
いる保護者の方に、9月初旬に通知を発送
します。やむを得ない理由で日程の都合
がつかない場合は、事前に学校教育課へ
ご連絡ください。

問 �教育委員会学校教育課�学務担当�
☎424-9148

就学時健康診断

学校名 健診日 受付時間
白子小学校 10月 3日（木） 13：30〜14：00　　
新倉小学校 11月12日（火） 13：15〜13：45
第三小学校 10月29日（火） 13：20〜13：50
第四小学校 10月15日（火） 13：30〜14：00
第五小学校 10月10日（木） 13：30〜14：00
広沢小学校 11月 7日（木） 13：30〜14：00
北原小学校 10月 4日（金） 13：30〜13：50
本町小学校 10月 8日（火） 13：30〜13：45

下新倉小学校 10月31日（木） 13：15〜13：35

日 9月2日（月）〜13日（金） 9：00〜17：15
場市役所 保育サポート課
入園決定時期／令和2年2月（予定）
対 ①令和2年4月入所希望者

②和光市在住で保育の必要性がある
③発達の遅れがある、または障害がある
④ 集団保育が可能であり、日々通園・通

所できるお子さん
対象園／市内保育園・小規模保育事業所
◦ 集団保育への適応等を考慮の上で検討
申 事前に保育サポート課教育保育事業担

当にご相談の上、お申込みください。

問 �保育サポート課�教育保育事業担当�
☎424-9089

令和2年4月入所
チャレンジド保育の入所申込み

▶自立支援教育訓練給付金事業
　ひとり親家庭の母又は父が、雇用保険
制度の教育訓練給付の指定講座を受講
し、修了した方に給付金を支給します。た
だし、雇用保険制度による教育訓練給付金
の受給者には差額分を支給します。受講
開始前に講座の指定申請が必要です。
支給金額／
　 受講料の60%相当額 
（上限200,000円、下限12,000円）
▶高等職業訓練促進給付金等事業
　経済的な自立に効果的であると考えら
れる資格を取得するために、1年以上養成
機関で修業する場合、訓練促進費を支給し
ます（所得制限あり）。
支給額／

市県民税課税世帯訓練促進費
 月額 70,500円
入学支援修了一時金 月額 25,000円
市県民税非課税世帯訓練促進費
 月額 100,000円
入学支援修了一時金 月額 50,000円

支給期間／ 申請のあった月以降の修学全
期間（上限3年）

◦ 詳細はお問い合わせください。

問 �ネウボラ課�☎424-9087

ひとり親家庭自立支援事業
▶Aコース
　「�オリンピック・パラリンピックの街体

感コース」《朝霞・志木・和光・新座方面》
日10月19日（土）9：00〜15：00
　※荒天の場合、10月20日（日）
集合場所／志木駅 東口
対 集合場所に自転車持参で参加できる小

学生以上の方（持参できない場合は要
相談）。13歳未満はヘルメット着用必須。

定15名
費無料（飲食代、傷害保険等は参加者負担）
内 ブラジル文化とのふれあい体験、 

ビームライフル体験会
申 9月20日（金）までに電話又はHPで申込

書を入手してメール又はFAXで

問 �県南西部地域振興センター�
☎048-451-1110� 048-451-1113�
�j5111104@pref.saitama.lg.jp

自転車ツアー参加者募集

▶更新手続きは…
　現在お持ちの保険証は9月30日で有効
期限を迎え、使用できなくなります。新し
い保険証は9月中旬に、簡易書留郵便でお
送りします。届きましたら住所、氏名、生年
月日を必ずお確かめください。また、9月
下旬までに届かなかった場合は、健康保険
医療課国保医療政策担当までご連絡くだ
さい。
▶更新は市役所でもできます
　9月2日（月）・3日（火）は、市役所1階、健
康保険医療課窓口でも更新できますの
で、現在お使いの保険証（全員分）をご持参
ください。なお、この期間に受け取りのな
い場合は、順次郵送します。

問 �健康保険医療課�国保医療政策担当�
☎424-9127

国民健康保険被保険者証
（保険証）の更新

防災・防犯

日9月28日（土）9：00〜17：00
場新座消防署4階講堂
対市内に在住・在勤・在学（中学生以上）の方
定先着30名 ※再受講の方の受講可
費無料
内 成人・小児・乳児・新生児に必要な救命手

当とその他の応急手当（AED講習含む）
申 9月17日（火）から消防本部救急課救急

指導係まで電話で（平日8：30〜17：15）

問 �埼玉県南西部消防本部�救急課�
救急指導係�☎478-0899

上級救命講習

　広報わこう8月号に掲載した「防犯活動
の事例発表をしました」の記事に誤りがあ
りました。お詫びして訂正いたします。

（誤） 横道 秀雄 ▶ （正）�横路�秀雄

【お詫び】
防犯活動の事例発表をしました

税・保険

　令和元年10月に、消費税が8%から10%
に引き上げとなることに伴い、支給要件を
満たした年金受給者に、新たに年金生活
者支援給付金が支給されることとなりま
した。受け取りには請求書の提出が必要
です。
【請求手続き】
①�平成31年度4月1日以前から年金を受
給している方

　 対象の方には、日本年金機構より請求手
続きのご案内が9月上旬から順次届き
ます。請求書にご記入のうえ日本年金
機構にご提出ください。

②�平成31年4月2日以降に年金の受給を
始めた方

　 年金の請求と併せて年金事務所または
市役所で請求手続きをしてください。

問 �給付金専用ダイヤル�
☎0570-05-4092（ナビダイヤル）�
川越年金事務所�☎049-242-2657

年金生活者支援給付金制度が
始まります

　皆様の声援を直接会場で届けませんか？
日12月7日（土）14：00キックオフ
場 埼玉スタジアム2002（和光市からスタ

ジアム付近まではバス移動）
定先着100名
費 中学生以上5,500円、小学生まで3,000円 

各チケット、バス代含む
◦ 小学生は引率者が必要。チームは要相談
応援席／ サッカーのまち浦和シート
申9月30日（月）までに電話又は窓口で

問 �和光市商工会�☎464-3552

浦和レッズ応援バスツアー開催

▶ファミサポ基礎講座（送迎サポートコース）
①  日9月25日（水） 13：00〜16：00 

場中央公民館 会議室1
②  日10月17日（木）13：00〜16：00 

場坂下公民館 視聴覚室
【共通事項】
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

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

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

日9月29日（日）10：00〜12：00
場中央公民館　定先着12組
対 市内在住の小学生の親子（子2人まで可）
費 扇1本につき800円。子2人の場合は2本

1,600円。9月25日（水）までに中央公民
館窓口で支払い（平日9：00〜17：00）。

講湧扇（ゆうせん）（江戸扇子絵師）
持汚れてもいい服装等（申込時に説明）
申 9月2日（月）9：00から中央公民館窓口

又は電話で

問 �中央公民館�☎464-1123

和光市公民館三館共催事業・
和文化体験教室
～ 日本の文化に深く関わって 
きた小道具「扇」を作ろう～

9月26日（木）10：00～12：00
内 迫りくるキャッスレス化の波、そして人

生100年時代 他（関東財務局）
10月3日（木）10：00～11：30
内 東洋大学創立者  〜井上円了の妖怪学〜
10月10日（木）10：00～11：30
内 キューピー「食」をテーマにした講演会 

〜野菜を楽しみ、もっと健康に〜
10月31日（木）10：00～11：30
内 埼玉県下水道公社 荒川右岸支社 

新河岸川水循環センター見学 
（新倉6-1-1）

【共通事項】
場 中央公民館、見学の場合は現地
対市内在住・在勤・在学の方
定40名（応募多数の場合は抽選）　費無料
申 9月11日（水）までに、氏名（ふりがな）・住

所・電話番号を、電話又はメール、窓口で

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

和光市民大学2019（特別講座）
くらしに役立つ講座満載!

生涯学習・スポーツ

　市内にお住いの辻義則さんが制作され
た古民家模型を下新倉分館にご寄贈いた
だきました。ありがとうございました。

問 �図書館�下新倉分館�☎452-6011

 古民家模型を
寄贈していただきました

市長（左）へ模型を渡す辻さん（右）

環境

　浄化槽を使用してい
る方には次の3つが維持
管理として法律で義務
付けられています。周辺
の自然環境を守るために、浄化槽の適正な
維持管理をお願いします。
①��保守点検�浄化槽の運転状況の点検や調

整、修理、消毒薬の補充など（年3回以上）
②��清掃 浄化槽内にたまった汚泥やスカム

の抜き取りなど（年1回以上）
③��定期水質検査（法定検査） 保守点検・清

掃が適正に行われているか、放流水の水
質は良好であるかなどの検査（年1回）

【定期水質検査（法定検査）申込先】
一般社団法人埼玉県環境検査研究協会
☎048-649-5151

問 �環境課�環境推進担当�
☎424-9118

浄化槽をご使用の皆様へ
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情報
満載！インフォメーション・プラザ 新鮮な地元の

農産物を
販売します!

■  軽トラ市（第2・4水曜日） 
和光市駅南口駅前広場 
16：00〜18：00

■  木曜市（第1・3木曜日） 
和光市役所中央玄関 
10：00〜13：00

■  まちかど販売（第3金曜日） 
午房コミュニティセンター 
10：00〜13：00


