
ま
ち
の 特派員
レポート

見
聞

　令和の時代を迎え和光市の人口は8万
3千人を越えました。新しい駅ビルの建
設や駅北口の整備も進み、和光市はさら
なる発展が期待されます。ところで、皆
さんはそんな和光市に約1260年前にど
んな人々が住んでいたのか考えたこと
がありますか。
　続日本紀によれば、758年（天平宝字2
年）、「日本に帰化した新羅の僧32人、尼
2人、男19人、女21人を武蔵国に移住さ
せ、はじめて新羅郡をおいた」と記録され
ています。新羅郡の範囲は、今の朝霞市・
和光市・新座市・志木市と東京都旧保谷
市、練馬区の大泉地域が含まれていたと
推定されています。そして、その都（郡衙：
役所）が和光市にあったかもしれないと
いう記録があるのです。『新編武蔵風土
記稿』は、「新羅王居跡」として「午傍山の
上わずかの平地あり、昔、新羅の王子、京
より下向の頃ここに居住せし…」と、新倉
の午王山に王子が住んでいたと記して
います。
　しかし、和光市の発掘調査によると、午
王山には弥生時代〜奈良時代にかけて

の住居跡は出土しましたが、新羅郡の都
跡を確定する遺跡は発見されませんで
した。だからといって、和光市に新羅郡
の都がなかったと断定された訳ではあ
りません。新倉という地名、新羅（しんら）
から転化したと思われる白子（しらこ）の
地域は有力な新羅郡の都の候補地です。
　和光市はデジタルミュージアム「和光
市歴史の玉手箱」というHPを運営してい
ます。一度HPを訪れて和光市の歴史を
調べてみてはどうでしょうか。和光市に
あった新羅郡の都が見えて
くるかも知れません。
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　最近、スーパーに行くと気になる光景を
目にすることがある。カートに乗せられてス
マートフォン画面を見つめる子どもと、無言
で食材を選ぶ親である。子どもがカートに乗
りたがらなかったのかな?　荷物も多いし、子
連れでの買い物は大変だよね。親としての悩
みを理解しようとはしてみるけれど…。
　私は以前、「買い物に行きたくない病」を発
症していた時期がある。買い物に行くのが面
倒なのではなく、一人で買い物に行く寂しさ
に耐えられなくなったから、というのがその
理由。その前までは、「今日の夕食は何にしよ
うか?」「トマトが赤いね」「美味しそうだね」と
子どもと会話しながら食材を選ぶのは当たり
前のことだったが、息子が幼稚園に通うよう
になってからは、誰とも話をせずに買い物を
していると寂しさが溢れてくるようで。子ど
もと手を繋いで、話をしながら食材を選んで
いたことが、とても貴重な時間だったのだと
気づかされた。そんな私にとって、一緒に買い
物に来ているのに、別々の世界にいるような
親子の姿はなんだか残念な気持ちにさせら
れる。
　3年前に実話を元に描かれた絵本が話題
になった。シンガポールの少年が学校の作文
で、「親が自分ではなくスマートフォンとばか

り過ごしているから、スマートフォンになり
たい」と自分の願いを書いたものである。絵本
ではスマホを見ている親を責めているわけで
はなく、親の言動が子どもの安心やパワーに
なることが伝わる。子どもの人格形成には親
の接し方、子どもとの関わり方が大切とも言
われている。私もスマートフォンばかりに夢
中にならず、子どもと向き合う時間を大切に
しなければと気づかされた。そんな我が家で
は、高校進学にあわせて娘にスマホを持たせ
ることになった。友達とのコミュニケーショ
ンツールの一つにもなり、スマートフォンが
手放せなくなるだろうという不安も覚悟の上
だったが、それ以上に、いつでも娘と繋がるこ
とができる安心感は大きなメリットである。
自分にとっても情報収集や調べものが容易で
あったり、友達や仕事の連絡など生活に欠か
せないアイテムとなっているが、トラブルに
繋がる可能性があるのも現実問題。娘が被害
者にも加害者にもならないために、プライバ
シーの侵害、監視、束縛、リベンジポルノなど
スマートフォンの負の側面を伝えていかなけ
ればとも思う。　
　「今日の夕飯は何にする?」とスマートフォ
ンで問いかけるのは今日はやめて、子どもと
一緒に買い物に行ってみようかな。
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　いよいよ来年開催となる東京2020 オリンピック・パラリンピックには、世界の
国と地域から選手や大会関係者のほか、多くの観客が日本を訪れます。
　そこで、市では射撃競技の開催会場として、来場される世界中の国・地域の観客に
向けて、市の魅力を発信し、おもてなしの心を伝える「語学ボランティア」を募集し
ます。大会に関わる多くの人と一丸となって、競技大会を盛り上げていきたい方の
応募をお待ちしております!
※組織委員会が募集する「大会ボランティア」及び都道府県が募集する「都市ボランティア」とは異なります。

【募集内容】 定  30名

内   観光ガイドの翻訳、市主催イベントの運営協力、大
会期間中の来場者案内 など

対   ① 和光市にゆかりのある外国語が話せる方 
（在住・在勤・在学等）

　②2005年4月1日以前に生まれた方

申   10月1日（火）〜31日（木）に窓口又は市HPで配布して
いる申込書を記入の上、郵送又はメール、窓口に持参

和光市オリンピック・パラリンピック競技大会語学ボランティア募集!! ■今後のスケジュール（予定）
日程 内容

元
年 12月 第1回 研修会

２
年

1月 第2回 研修会

2月 第3回 研修会

2〜5月 市主催イベント
運営協力

6月 大会期間中の対応
についての説明会

人事行政の運営等の状況を公表します 問   職員課 人事担当 
☎424-9098

　平成30年度における職員の給与等の状況をお知らせします。より詳しい内容や過去の情報は、市HPで公表していますのでご覧くださ
い。また、総務省で示した様式を用いることで他団体との比較が容易にできる「給与・定員管理等について」も併せて公表しています。

（4）職員期末勤勉手当の状況
平成30年度支給割合 平成31年度支給割合

区分 期末手当 勤勉手当 国の制度との比較 区分 期末手当 勤勉手当 国の制度との比較

6月期 1.225月 0.90月

同

6月期 1.300月 0.925月

同
12月期 1.375月 0.95月 12月期 1.300月 0.925月

計 2.60月 1.85月 計 2.600月 1.850月

職務上の段階、職務の級等
による加算措置あり

職務上の段階、職務の級等
による加算措置あり

（5）特別職の報酬等の状況

区分
平成30年4月1日現在 平成31年4月1日現在

給料月額等
（千円）

期末手当（月） 給料月額等
（千円）

期末手当（月）
6月期 12月期 計 6月期 12月期 計

給
料

市長 847

2.075 2.225 4.30

847

2.075 2.225 4.30副市長 725 725

教育長 693 693

報
酬

議長 427

1.55 1.75 3.30

427

1.55 1.75 3.30副議長 382 382

議員 357 357

（2）職員給与費の状況（平成31年度一般会計当初予算）  （単位：千円）

職員数
（A）

給与費 一人
当たりの
給与費
（B/A）

（参考）
前年度の
一人当たり
の給与費

給料 職員手当 計（B）

402人
（13人）

1,480,393
（28,175）

1,152,003
（11,211）

2,632,396
（39,386）

6,549
（3,030）

6,431
（3,216）

※�「職員手当」には、期末勤勉手当を含み、退職手当は含みません。
※（　）内は、再任用短時間勤務職員を外書きしたものです。

（1）人件費の状況（平成30年度普通会計決算）
住民基本台帳人口
（平成31年1月1日）

歳出額
（A）

人件費
（B）

人件費率
（B／A）

（参考）
前年度の人件費率

82,785人 26,496,174千円 3,751,270千円 14.2% 14.5%
※「人件費」には、特別職に支給される給与、報酬などが含まれます。

（3）職員の平均給料月額及び平均年齢の状況
和光市 埼玉県 国

平均給料月額 平均年齢 平均給料月額 平均年齢 平均給料月額 平均年齢

平成31年 311,250円 40.6歳 － － － －

平成30年 310,630円 40.4歳 323,700円 42.7歳 329,845円 43.5歳

※各年4月1日現在の給与実態調査に基づく人数です。※労務職員は平成24年度から該当者なし
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