
　8月25日午後、上田清司埼玉県知事が和光市中央にある柳下技研株式会社を
訪問され、井上航県議とともに同行しました。上田知事が就任時から続けてお
られる「知事のとことん訪問」の一環です。
　もともとHONDAのエンジニアだった柳下勇社長は、「和光市でHONDAみ
たいな会社を作りたい!」と昭和48年に創業され、自動車の部品、特に試作品を
得意としてきました。そのポリシーは「想像し、創造する。」「頭の中で想像した
ものは作れる」という確信のもと、今では130人を超える従業員を抱え、年間売
上は30億円を超えるまでになりました。
　また、エンジンからモーターへ、という自動車産業の構造転換をいち早く捉
え、最近は同時5軸加工機を駆使した精密加工、ロボットを活用した一点モノの
自動製造機、そして3Dプリンタによる、切削、金型、成型では製作が不可能な部
品等の製造、という3つの分野を中心にあらたな挑戦をしておられます。
　それぞれの現場を拝見させていただきましたが、私が注目したのは自動製造
機。日本を代表する銘柄のカップ麺やお菓子のカップを作るのにも柳下技研の
技術が生かされているのですね。人間の手の動きのような柔軟さとコンピュータ
制御による正確さを兼ね備えた5軸加工機もまた、将来性を感じさせられました。
　実は、8月に本欄で取り上げたニホニウム通りの「Nh」のモニュメントもまた、
柳下技研さんの3Dプリンタで作製したものをご寄付いただいたもの。10日間
も休むことなく3Dプリンタが動き続けてよう
やく仕上がった大作です。
　いま、上田知事を先頭に県は県内の先端産
業づくりを推進しておられます。理研との連
携のもと、さらなる飛躍を遂げつつある元気
な工場は大変印象的だったようです。

知事のとことん訪問（柳下技研株式会社）
クローズアップ 和光

No.3松本市長が見た! 知ってほしい
女性視点の防災対策おるご～る

男女共同参画
わこうプラン推進委員だより わこうプラン推進委員

中古賀 ゆき総務人権課　☎424-9094
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『男女共同参画苦情等処理窓口をご利用ください!』
「市の男女共同参画推進施策や男女共同参画の推進に影響を及ぼす施策への苦情」
や「セクハラや男女共同参画を阻害する人権侵害の相談」をお受けします。

総務人権課 ☎424-9094

　東日本大震災後、埼玉県に母子避難
された方の講演を聞く機会がありまし
た。孤独の子育て、離婚、職に就けても
子どもの体調不良で病院通い。そして
経済的困難。埼玉に避難してくるまで
の悔しさ、悲しさ、怖さ、そして葛藤と
いったさまざまな思いを伝えてくれま
した。そこで見えたのは災害時におけ
る女性の困難な状況でした。避難所で
の責任者の大半は男性で、復興での雇
用も男性に多い一方、女性は復興への
声があげにくく、むしろ避難所での家
族のケア負担が増大していきます。災
害時には女性や子どもの安全確保は
優先順位が低い傾向があるようです。
その女性は最初の避難所で自分の辛さ
のはけ口を自分の子どもたちに当たり
散らす男性に遭遇したとのことでした。
　今回、男女共同参画推進委員として

携わり「女性と男性とでは災害から受
ける影響が異なる」ことに気付かされ
ました。避難所での女性専用スペース

（プライバシー）の不足、停電や節電に
よる治安の悪化、女性への暴力、責任
者のほとんどが男性のため女性固有
の衛生用品といった物資の要望が言
いにくい、理解されないなど。女性の
視点を反映した避難所運営の体制が
必要だと痛感しました。女性と男性、
大人と子どもの関係性は意識の持ち
方とともに仕組みのあり方で良くも
悪くもなります。例えば避難所リー
ダーを男女一人ずつの体制にするこ
とで解消される問題もあるはずです。
固定的な性別役割分担にとらわれる
ことなく、男女が平等に参画しやすい
防災の体制作りが進んでいくことを
望みます。

粗大ごみの収集日を申し込み、収集料金を確認した後、下記の店舗等で収集料金分の粗大ごみシールを購入してください。

10月から粗大ごみ戸別収集で粗大ごみシールを導入します 問 �資源リサイクル課�☎464-5300�
収集申込み�☎461-1577（市委託業者：勤労衛生）

店舗名 住所 電話番号
1 冨澤屋酒店 白子1-4-8 464-4579
2 冨澤薬局 白子2-15-60 461-2031
3 米安商店 白子2-22-26 461-2027
4 ヤマザキショップいいだ白子店 白子3-7-1 463-5318
5 大森商店 白子3-19-5 461-1561
6 ファミリーマート和光白子三丁目店 白子3-20-10 458-4060
7 ヤマザキYショップ和光柳下店 南1-20-1 461-1683
8 ローソンLTF和光南店 南1-21-38 469-3911
9 ファミリーマート和光西大和団地店 西大和団地2666-2 451-0500
10 和光市役所環境課6階 広沢1-5 464-1111

店舗名 住所 電話番号
11 セブンイレブン和光下新倉店 下新倉2-27-25 466-7171
12 ミニストップ和光オリンピック通り店 下新倉3-22-45 468-8770
13 リカアショップ河村屋 下新倉4-20-2 462-0269
14 柳屋商店 下新倉5-6-55 461-1262
15 ローソン和光病院前店 下新倉5-19-35 468-5677
16 和光市清掃センター 下新倉6-17-1 464-5300
17 セブンイレブン和光丸山台店 丸山台2-13-11 465-6742
18 サンクス外環和光インター店 丸山台2-29-1 450-5670
19 ミニストップ和光下新倉店 丸山台3-15-12-103 466-6926
20 ローソンLTF和光市駅前店 本町1-1 460-1041

店舗名 住所 電話番号
21 ローソン和光本町通店 本町9-1 461-3523
22 並木商店 本町17-3 461-2112
23 岡田商店 本町17-56 461-2067
24 ローソン和光本町店 本町25-21 467-5116
25 セブンイレブン和光新倉店 新倉1-8-59 466-3211
26 石田商事 新倉2-5-12 462-0617
27 加藤米穀店 新倉2-29-23 466-5001
28 セブンイレブン和光高校前店 新倉3-18-20 468-8988
29 ローソン和光新倉細田店 新倉8-1-1 451-5522
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人事行政の運営等の状況を公表します 平成28年度の職員数、給与等の状況 問 �職員課�人事担当�
☎424-9098

（3）�職員の退職の状況�※再任用職員は除く� （単位：人）

行政職 計
定年退職 5 5
勧奨退職 3 3
普通退職 2 2
任期満了 2 2
その他 2 2

計 14 14

（2）�職員の新規採用の状況� （単位：人）

一般事務 一般事務
（障害者･任期付）

保育士
（任期付） 計

男 4 0 0 4
女 6 1 1 8
計 10 1 1 12

1職員の任免及び職員数に関する状況
（1）職員数の推移（各年4月1日現在）�（単位：人）

平成27年 平成28年 平成29年

男 230（8） 231（8） 233人（7）
女 173（5） 179（2） 183人（0）
計 403（13） 410（10） 416人（7）

※（　）内は再任用短時間勤務職員を外書きしたものです。

（4）職員期末勤勉手当の状況
平成28年度支給割合 平成29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 0.80月

同

6月期 1.225月 0.85月

同
12月期 1.375月 0.90月 12月期 1.375月 0.85月

計 2.60月 1.70月 計 2.60月 1.70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28年4月1日現在 平成29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 827
1.85 2.00 3.85

827
1.85 2.00 3.85副市長 715 715

教育長 683 683

報
酬

議長 417
1.4 1.6 3.00

417
1.4 1.6 3.00副議長 372 372

議員 347 347
※給料　�上記額より市長は20%減額（平成25年6月1日〜平成29年5月25日まで）�

上記額より副市長は10%減額（平成28年4月1日から）�
上記額より教育長は10%減額（平成24年10月1日から）

　市では、一般職員においては毎年民間給与を反映した人事院の勧告に準
拠し、埼玉県や他の団体の状況を考慮した給与制度の見直しを行い給与の
適正化に努めています。平成28年度の給与改定では給料を0.22%引き上
げ、勤勉手当の支給月数を0.10月分増加しました。

　市長、副市長及び教育長の給与については、報酬審議会での答申等を踏
まえ給料の適正化に努めています。市長については、平成29年5月25日ま
で給料月額の20%を減額する措置を行い、また副市長・教育長給与につい
ては、その任期中10%の減額の措置を行っています。

❷職員の給与の状況

（2）職員給与費の状況（平成28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）

（7人）386人 （12,170）1,425,201（5,037）1,048,099（17,207）2,473,300（2,459）6,408（2,439）6,277

※「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28年度普通会計決算）
住民基本台帳人口

（平成29年1月1日）
歳出額（千円）

（A）
人件費（千円）

（B）
人件費率
（B／A）

（参考）
前年度の人件費率

81,368人 25,601,383千円 3,635,445千円 14.2％ 12.5％

※「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29年度 310,264円 40.8歳 － － － －

平成28年度 307,110円 40.5歳 329,300円 43.0歳 331,816円 43.6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

　平成28年度における職員数、給与等の状況についてお知らせします。より詳しい内容や過去3年分の情報は、市ホームページで公表
していますのでぜひご覧ください。
　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。
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広報わこう 2017年10月号4 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


