
　「母校を応援したい」「子供の通う学校の
環境を充実したい」生徒達のために保護
者、地域、卒業生の皆さん、応援よろしくお
願いします。
対各中学校、第三・第五・北原・広沢小学校
目標額／ 第三小・第三中50万円、 

大和中100万円、他200万円
募集期間／12月28日（土）まで
◦ 市外在住の方には、寄附額（1万円以上）

に応じて返礼品を贈ります。
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12月27
日（金）総務人権課窓口まで。

◦ 和光市まちづくり寄附金の詳細は市HP
をご参照ください。

問 �総務人権課�庶務・人権担当�
☎424-9094

ふるさと納税で学校応援!

お 知ら せ

　人権尊重社会をめざす県民運動強調週
間での記念事業として開催します。
日12月7日（土）10：00〜19：00
場アリオ深谷 センターコート　費無料
内 ① 森 圭一郎さんによる 

人権トーク＆ライブ
②人権啓発ポスター等の展示
③人権啓発DVD上映
④ファミリー工作コーナー
⑤「コバトン」「ふかっちゃん」が登場

問 �埼玉県人権推進課�
☎048-830-2258

「ヒューマンスクウェア」を開催

日12月7日（土）10：00〜14：00（雨天決行）
場ひろさわ保育園 園舎及び園庭
対どなたでも　持靴袋、持ち帰り用の袋
内 バザーの他、子どもたちの作品展、食べ

物の販売もします。掘り出し物のお宝
を見つけたり、日頃の保育園の給食メ
ニューを食べてみませんか。

問 �ひろさわ保育園�☎461-1043

ひろさわ保育園バザー

　日赤は、国内外の救護活動のほか、市内
における火災や自然災害の被災者に物資
を届ける活動を行っています。日赤の活
動費は全て皆様のご寄付によって支えら
れており、今後も活動を継続していくため
に、市内の自治会・法人・団体・個人の皆様
からのご寄付を募集しております。
◦ 活動資金のご寄付には、税制上の優遇

措置や表彰制度があります。詳細は担
当までお問合せください。

問 �社会援護課�生活援護担当�
☎424-9109

日本赤十字社活動資金募集

　市内の小売店や飲食店、サービス業な
どの登録店舗でスタンプラリーを開催し
ます。応募したい商品の数のスタンプを
集めると、来年1月に開催される鍋グラン
プリでの抽選会でディズニーランドのペ
アチケットや登録店で使える商品券等が
当たります。この機会に是非和光でお買い
物を。
日12月9日（月）〜令和2年1月15日（水）
参加店舗／市内58店舗

問和光市商工会�☎464-3552

和光市ぶらりスタンプラリー

 
　新成人実行委員が話し合いを重ね、式
典の企画・運営を行います。市外の学校に
通われた方も楽しめる内容を企画してい
ます。市外に転出された方もお誘い合わ
せのうえ、ぜひご参加ください。
日 令和2年1月12日（日） 

13：30〜15：30（予定） 開場13：00
場サンアゼリア 大ホール
対 平成11年4月2日 

〜平成12年4月1日生まれの方
持案内ハガキ（12月上旬発送予定）
◦ 市外の方も当

日受付で参加
できます。

問生涯学習課�☎424-9150

令和元年度和光市成人式

日12月18日（水）14：00〜15：00
場市役所5階502会議室
内 令和3年度にオープン予定の事業につ

いて、基本設計が完了しましたので報告
します。当日は、会場内にお子様も遊べ
るスペースを設けます。

問資産戦略課�☎424-9081

広沢複合施設整備運営事業
～基本設計報告～

　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。

▶幼児教育・保育無償化に伴う相談員
内 窓口での制度等の案内及び相談業務
報酬／時給1,040円　定1名
▶幼児教育・保育無償化に伴う臨時職員
内 償還払い事務の補助
報酬／時給970円　定1名

【共通事項】
任用期間／ 12月中旬〜令和2年3月31日 

◦更新あり
勤務日／月〜金曜日のうち週3〜5日
勤務場所／和光市役所保育サポート課内
勤務時間／
　9：00〜17：00（週29時間以内で応相談）
選考方法／面接
申 12月13日（金）までに顔写真を添付した

経歴書を保育サポート課窓口へ提出

問 �保育サポート課�支給認定担当�
☎424-9130

幼児教育・保育無償化に伴う
相談員募集

▶コーディネーター
内業務統括、学校等との連絡調整等
活動日／ 月〜金曜日 14：00〜17：30 

長期休業期間 8：30〜12：30
会場／広沢・本町小学校　定各1名
謝礼／1時間あたり1,070円
▶教育活動サポーター
内補助業務、自主学習の見守り等
活動日／ 月〜金曜日 14：15〜17：15 

長期休業期間 8：45〜12：15
会場／ ①広沢・本町小学校 

② 白子・新倉・第三・第四・北原・ 
下新倉小学校

定 ①各10名 ②若干名
謝礼／1時間あたり900円

【共通事項】
広沢・本町小学校は令和2年5月開設
任用期間／委嘱用日〜令和2年3月31日
申 12月20日（金）までに市販の履歴書を生

涯学習課窓口へ提出

問 �生涯学習課�生涯学習担当�
☎424-9150

わこうっこクラブ
コーディネーター、
教育活動サポーターの募集

対60歳以上の健康で働く意欲のある方
内 公共施設等の管理業務、清掃作業、屋内

外軽作業、除草作業など
◦ 仕事も随時募集しています。危険な仕

事以外は何でもご相談ください。
▶入会説明会
日 12月17日（火）、令和2年1月16日（木）、 

令和2年2月18日（火）9：00から（予定）
定先着12名
申 要予約（和光事務所で資料を配布）

問 �公益社団法人�
朝霞地区シルバー人材センター�
☎465-0339

シルバー人材センター 会員募集

都 市 基 盤

　都市計画法第17条第1項の規定に基づ
き、下記のとおり都市計画案の縦覧を行い
ます。住民及び利害関係人は、縦覧期間中
に意見書を提出することができます。詳
細は、都市整備課までお問合せください。
縦覧期間／
　 12月9日（月）〜23日（月）（土・日・祝日を

除く）8：30〜17：15
縦覧・意見書の提出場

　市役所2階 都市整備課
◦ 変更案の詳細は、市HPでもご覧いただ

けます。

問 �都市整備課�公園緑地担当�
☎424-9132

生産緑地の変更に伴う
和光都市計画生産緑地地区の
変更案の縦覧

　寒さが厳しくなると、水道管内の水が凍
結・破損し、漏水などの原因になることが
あります。水道管への防寒対策をお願い
します。
凍結・破損の起こりやすい状況とは?
　水道管が屋外に設置され、地上に露出
されている状態にある所に起こりやすく、
建物の北側など日のあたりにくい所、風を
直接受ける所などは更に注意が必要です。
防寒対策の方法
　水道管の露出され
た部分に、保温材（発
泡スチロールや厚手
の布など）を取り付
け、ヒモでしっかりと
固定してから、ビニー
ルテープを巻きます。

問 �水道施設課�給水担当�☎463-2153

水道管の防寒対策について

　市内在住の幼児を対象に、応募のあった
方の中から抽選でプレゼントをお届けする
イベントを開催。（応募は既に終了）また、
駅南口ひろばでは鍋料理などの屋台やク
リスマスマルシェも出店します。和光の冬
を一緒に盛り上げましょう。
日12月15日（日）16：00〜20：00
内出店者：飲食・小売8店舗程度

問 �和光市商工会�☎464-3552

サンタ☆フェスティバル

　現農業委員の任期が令和2年7月に満了
となるため、新たに委員を募集します。
任期／令和2年7月20日〜令和5年7月19日
内 総会などの会議（月1〜2回程度）への出

席、農地利用の最適化推進に係る活動、
農地調査など

対 農業に関する識見を有し、農地等の利用
の最適化の推進等を適切に行うことが
できる方

定 11名（うち1名は利害関係のない方（農
業者でない方））

募集期間／
　  12月16日（月）〜令和2年1月17日（金）

必着
申 所定の推薦書又は応募書に必要事項を

記入のうえ、本籍地記載の住民票を添
えて、農業委員会事務局に持参又は郵
送。詳細は、市HPをご確認ください。様
式は、農業委員会事務局で配布の他、市
HPからもダウンロードできます。

選考方法／
　 和光市農業委員会委員候補者選考委員

会で選考します。
結果等の公表／
　 推薦・応募状況は、中間及び終了時、結

果はそれぞれ市HPで公表します。

問 �農業委員会事務局�☎424-9115

農業委員会委員

働く・企 業
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（取扱い業務：戸籍関係証明書の発行、住民票・印鑑登録証明書の発行、市税の納入等）



　機械を扱う際の不注意や施設の老朽化
などで油類が流出すると、河川などを汚染
する異常水質事故につながります。特に年
末年始は、大掃除や施設の再始動により、
汚水や廃油の流出事故が発生しやすくな
ります。次のことに注意してください。
◦ 施設の運転停止・始動時のバルブ・ス

イッチなどの点検と確認
◦ グリーストラップの定期的な清掃
◦ 溶剤、油類、酸・アルカリ廃液など、廃棄

物の適正な処理・処分
　もし、異常水質事故を見つけた場合に
は、速やかに県西部環境管理事務所又は
環境課にご連絡ください。

問 �西部環境管理事務所�
　☎049-244-1250�
環境課�☎424-9118

河川などの異常水質事故防止に
ご協力を

　パソコン、小型家電の処分方法の一つ
として、環境省認定事業者であるリネット
ジャパン（株）の宅配回収を利用すること
ができます。
送料／ 1箱1,650円（ただし、パソコン本体

が入っていれば無料）  
◦その他オプション料金あり

回収方法／
① リネットジャパン ㈱ HPで申込む
② 3辺合計140cm以内の箱に梱包
③ 佐川急便が自宅から回収
④ 処理完了メールが届く

問 �資源リサイクル課�☎424-9153�
リネットジャパンお客様センター�
☎0570-085-800

宅配便を利用した
パソコン・小型家電の回収

環 境

　冬は空気が乾燥し、ストーブ等の暖房器
具を使用する機会が多くなり、ちょっとし
た不注意から火災が発生しやすくなりま
す。火の扱いには十分注意しましょう。
　消防団では、12月28日（土）〜30（月）の
20：00〜23：00に消防車で市内を警戒し
ます（22：00まで警
鐘を鳴らします）。皆
さんのご理解とご協
力をお願いします。

問危機管理室�防災担当�☎424-9097

消防団歳末警戒について

防 災

　埼玉県では、LED照明への交換や断熱の
推進など県事業に賛同した家電量販店、
ホームセンター等と連携し、皆様の省エネ
を応援しています。この冬をエコで暖かく
過ごしましょう。

問 �埼玉県温暖化対策課�
☎048-830-3033

彩の国家庭の省エネ（LED照明・
断熱）推進キャンペーン

〔令和2年2月末まで〕

　 和光市環境マップを
使って湧水の自然と歴史
を訪ね、都市部に残る自然
の魅力を発見するエコハ
イクに参加してみませんか?
日 12月14日（土）10：00〜12：30（少雨決行）
場中央公民館ロビーに集合
定30名（申込み多数の場合抽選）　費無料
持歩きやすい靴、服装、飲物
申12月11日（水）まで

問 �NPO法人和光・緑と湧き水の会�
☎462-9912�
環境課�環境計画担当�☎424-9118

湧水の自然と歴史を訪ねる
エコハイク

農 業

▶冬採りじゃがいも収穫体験
日 12月1日（日）10：00集合（雨天延期）
費一口500円（3株分）
持 汚れてもいい服装、手袋、長靴、タオル、

収穫用ビニール袋

問 ��☎・ 465-1632（10：00〜15：00）�
月曜休館（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

日12月20日（金）14：00〜15：00
場国立研究開発法人　理化学研究所
対市内在住・在学の小学4〜6年生
定30名（申込み多数の場合抽選）
費無料　持筆記用具
講 渡邊 康（理化学研究所仁科加速器科学研

究センター 放射線研究室 先任研究員）
申12月9日（月）までに、氏名、ふりがな、住
所、電話番号、学校名、学年を、メールで

問 �生涯学習課�生涯学習担当�
☎424-9150

理化学研究所 子ども科学教室
アイロンビーズで作る 
ニホニウム元素

日令和2年1月29日（水）18：00〜20：00
場第四小学校 理科室・校庭　費無料
対市内在学、在住の小学生と保護者
定親子15組（申込み多数の場合抽選）
内 ①1月の星空のお話とプラネタリウム
　 ② 天体望遠鏡による観察
　 ③科学工作
申 12月24日（火）までに氏名、ふりがな、住

所、電話番号、学校名、学年をメールで

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

学校開放講座
「冬の星座、火星、月を見よう」

　お金の働きやしくみ、目に見えないお金
「キャッシュレス決済」等について、みんな
で学んでみませんか。
日令和2年1月7日（火）10：00〜11：30
場中央公民館 研修室　定先着15組
対小学3〜6年生の親子　持筆記用具
講和光市消費生活相談員　費無料
保 10名（1歳〜就学前 12月20日（金）まで）
申12月2日（月）9：00から、電話又は窓口で

問 �中央公民館�☎464-1123

消費生活センター・3公民館
共催事業 「冬休み親子講座」
親子で学ぼう! 2020 今日から
キミもお金のスペシャリスト!

子 ど も

日12月18日（水）10：00〜11：00
場市役所6階 603会議室
対市民　定先着10名程度　費無料
内 児童・生徒等子ども関連の虐待の現状

と埼玉県の取組について
主和光市青少年育成推進員会
申 不要。開始5分前までに直接会場へ。

問 �スポーツ青少年課�青少年担当�
☎464-1111（内線2452）

虐待のない社会を目指して

日 令和2年2月22日（土） 
9：00〜13：00（開会9：30）

場総合体育館サブアリーナ
対市内在住・在学の小学生（1チーム3〜4名）
定 低学年の部（1〜3年生）24組、 

高学年の部（4〜6年生）24組
　◦定員を超えた場合は抽選
主青少年育成和光市民会議、和光市
協和光市商工会青年部
申 12月10日（火）〜 

令和2年1月9日（木） 
までに、窓口又は 
FAX、メールで

問 �スポーツ青少年課�青少年担当�
☎464-1111（内線2452）�
464-2695�
�c0400@city.wako.lg.jp

わこうっちかるた大会 参加者募集

▶青色申告決算等説明会
日12月11日（水）
 場 新座市商工会館 大会議室 
（新座市野火止1-9-62）

　 9：30〜11：30 対事業収入のある方
　13：30〜15：30 対不動産収入のある方
日12月13日（金）
 場 朝霞税務署3階 会議室
　 9：30〜11：30 対事業収入のある方
　13：30〜15：30 対不動産収入のある方
◦どちらの会場にもご参加いただけます。
▶白色申告決算等説明会
日12月17日（火）13：30〜15：30
 場 朝霞税務署3階 会議室
対事業収入のある方
▶確定申告に便利なID・パスワードを 
取得しましょう!

ID・パスワードとは
　マイナンバーカードやICカードリーダ
ライタをお持ちでなくても、国税庁ホーム
ページで申告書を作成し、ID（利用者識別
番号）とパスワード（暗証番号）を入力して
e-Taxで申告ができます!
ID・パスワードでこんなに便利
◦ 自宅等からパソコン・スマホで簡単送信
◦ ICカードリーダライタが不要
ID・パスワードをご利用いただくためには
　お近くの税務署で、令和元年12月頃ま
でにID・パスワードの取得をお願いします!
◦ 申告者ご本人の運転免許証などの本人

確認書類が必要です。
◦ お手続きは、約5分で終了します。
▶令和元年分の所得税等の確定申告会場
開設期間は令和2年2月17日（月）～3月
16日（月）までです!

　相談受付は8：30から16：00まで（提出
は17：00まで）です。

問 �朝霞税務署�個人課税第一部門�
☎048-467-2211

税務署からのお知らせ

▶今年はスマホでラクラク確定申告!
　令和元年分確定申告から（令和2年1月
から）は、スマホ専用画面をご利用いただ
ける方が大幅に拡大されます。具体的に
は、給与所得や公的年金などの雑所得、一
時所得の申告をする方が対象で、医療費
控除やふるさと納税（寄附金控除）をはじ
め全ての所得控除に対応可能です。

問 �e-Tax・作成コーナーヘルプデスク�
（9：00〜17：00）�
☎0570-01-5901

スマホ申告に関する問合せ

税・保 険

　今年度より、確定申告などで使用する納
付額連絡書を令和2年1月22日に該当の
方（国保税は世帯主）に郵送します。今回、
郵送する連絡書には特別徴収（年金天引
き）分は記載されません。日本年金機構等
から送付される源泉徴収票に特別徴収さ
れた額が記載されます。

問国民健康保険税について
　　�収納課�納税管理担当�

　☎424-9104
　�後期高齢者医療保険料・�
介護保険料について�
　�健康保険医療課�保険料年金担当�
☎424-9139

国民健康保険税・後期高齢者
医療保険料・介護保険料納付額
連絡書を郵送します

都 市 基 盤

　漏水は、貴重な水を無駄にするだけでは
なく、地盤陥没などの二次災害を引き起こ
す原因になる事もあります。
　そこで水道事業では市内を鉄道を境と
し、南北にエリア分けを行い、年に1度、各
エリアを隔年ごとに水道管の漏水調査を
実施しており、今年は南部の調査を実施し
ます。調査の内容は調査員が宅地内の止
水栓、水道メーターまでの漏水の有無を
調べます。また、交通量の少ない夜間に、道
路内の配水管の漏水調査を行います。
　調査員は、水道施設課が発行した身分
証明書を携帯しています。調査員が訪問
した際には、ご協力をお願いします。
調査期間／令和2年1月31日（木）まで

問 �水道施設課�給水担当�☎463-2153

市内漏水調査のお知らせ
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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） 
牛房コミュニティセンター 
10：00〜13：00


